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村議会６月定例会

受託業者に対し、事故原因の調査と報告書の提出
を指示するとともに、業務責任者及び担当者に対
し、衛生管理の徹底、マニュアルに沿った調理工

学校給食への異物混入事故について
去る６月１日に起こった、学校給食への異物混
入事故について、ご報告申し上げます。
当日の12時50分頃、大潟中学校２年Ａ組におい

程の遵守等、業務改善に努めるよう厳しく指導し
ているところであります。
今回の事故により、児童・生徒及び保護者の皆
様、村民の皆様に対し、大変ご心配をお掛けいた

て、生徒が味噌汁を盛り付け中、食缶の中に９セ

しましたことを深くお詫び申し上げますとともに、

ンチ×３センチ大の三角状のビニール片を発見し、

今後、二度とこのような事が無いよう、事故防止

担任教諭へ報告したものであります。

に最善を尽くしてまいります。

異物の混入原因でありますが、給食の調理工程
において、食材のシメジが入った袋を開封する際

防災訓練について

に、マニュアルではハサミで開封すべきところを

一昨年までは、５月26日「県民防災の日」に訓

手で開封したことから、袋の切れ端がザルに混入

練を実施してきたところですが、今年も昨年同様

してしまい、その後の洗浄作業と味噌汁に入れる

に、農繁期の忙しい時期をずらして６月４日に実

際にも見落とした事が原因と判明しました。

施しました。

学校では、混入したビニール片が、特に児童・

当日は、午前９時に秋田沖の３つの海域を震源

生徒の健康に危害を与えるもので無いとの判断か

とするマグニチュード8.7の地震が発生し、大潟村

ら、ビニール片を取り除き、給食を続けたところ
であります。
事故報告を受け、教育委員会では、児童・生徒
の健康調査の実施を園、学校に指示し、翌２日に
は、緊急園長・校長会議を開き、異物混入時の適
切な対応を 申し合わせるとともに、保護者に対し
事故報告とお詫びの文書を配布したところです。
また、翌３日には、緊急給食委員会を開催し、
事故概要と改善策を報告し、質疑応答を行ったと
ころです。
今年度から、学校給食調理業務を民間業者に委
託していることから、教育委員会では、直ちに、
○

2

ＡＥＤを利用した救急救命訓練

平成27年７月号

においても震度６弱の揺れが起こったとの想定に
より実施したところです。
今年の訓練では、全村民を対象とした各避難場
所への避難訓練を行いました。

大潟村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略について
昨年 11 月に、国は「まち・ひと・しごと創生
法」を施行し、「地方創生」を最重要課題として
取り組むことにしております。

さらに、東２丁目では、炊き出し訓練とバケツ

村においても、職員による庁内プロジェクトチ

リレーによる消火訓練、西２丁目・東３丁目では、

ームを設置し、大潟村版総合戦略の素案について、

消火栓からの放水訓練のほか、小中学校をはじめ

現在検討しているところです。

とした村内各機関や各種団体・事業所による避

総合戦略の策定支援については、プロポーザル

難・応急処置、被害状況等の伝達、イベント観客

方式により審査した結果、「一般財団法人

の避難誘導、 AED体験、初期消火、要援護者訪問

経済研究所」に依頼することになりました。

等の訓練を実施したところであります。
当日は、あいにくの小雨の中、昨年並みの住民
参加をいただきました。

秋田

今後５カ年の目標や基本的方向、具体的な施策
をまとめた「大潟村版総合戦略」の策定に向けて、
策定委員会を設置し取り組んでまいります。

訓練の結果、津波の被害報告や福祉避難所の周

また、「地域住民生活等緊急支援交付金」を活

知など、課題があることも確認しましたので、解

用して、「プレミアム付商品券発行事業」「在宅

決に向けて検討してまいりたいと思います。

子育て支援事業」を実施しているところです。

次年度は、より多くの村民に参加していただけ
るよう、更なる周知に努めてまいります。

プレミアム付商品券は、６月 15日現在で1,096
セット発行しております。

また、各家庭におかれましても、普段から災害
に備え、避難場所の確認や非常持ち出し用品など
の準備に、心掛けていただきたいと思います。

第34回八郎湖クリーンアップ作戦について
６月７日に実施いたしました、第34回八郎湖ク
リーンアップ作戦について申し上げます。
好天に恵まれたクリーンアップは、各住区など
から855名が参加して実施されました。

６月30日で販売は終了しました。
利用期限は９月30日ですのでご注意ください。

在宅子育て応援商品券は、保育園に通っていな
い子どもがいる家庭に対して、年４回、交付いた
しますが、対象者36人に対して、５月に３ヶ月分
を交付しております。
プレミアム付商品券を購入されていない方は、
地域の消費を喚起するために是非ご購入いただき、
活用していただきたいと思います。
早朝から多くの参加者が清掃活動をしました

また、これに先立ち５月29日には役場職員、６

地域おこし協力隊について
地域おこし協力隊は、都市部から人材を受け入

月13日には県立大学によるクリ−ンアップが行わ

れ、地域協力活動を行ってもらい、地域力の創造

れ、回収したごみの量は、合わせて約5.6トンと、

を図ることを目的とした制度であります。

昨年に比べて２トン程少なくなったところであり
ます。
朝早くからご参加いただきました、村民の皆様
のご協力に感謝申し上げます。

村では、地域資源を活かした活性化を図るため、
ジオパークのＰＲ業務と産直センター潟の店の活
性化に協力してくれる人材を「大潟村地域おこし
協力隊」として募集したところです。
○

3

平成27年７月号

選考の結果、ジオパーク業務については、栃木
ともや

県宇都宮市の森田僚 也氏、産直センター潟の店業
そのかわ ひろあき

生産調整の取り組み状況について

生産調整参加農家戸数は、農家戸数506 戸に対

務については、東京都世田谷区の園川泰章氏を任

し、466戸が参加し、参加率は92.1％となってお

用したところです。

ります。

任用期間は、平成28年３月31日までとなってお

６月24日から、経営所得安定対策直接支払交付

りますが、更新により最長で３年間任用できるこ

金の、申請受け付けを開始することとしておりま

とになっております。

す。

これまで村には無かった感覚や考え方など、若

今後も、生産調整への参加を呼びかけるなど、

い方々の感性で地域を活性化し、元気な村づくり

米の需給調整を推進してまいりますので、ご協力

のきっかけとなることを期待しております。

くださるようお願いします。

浦安こまち事業について
干拓地の大潟村と埋立地の浦安市という特異な
成りたちに端を発した、浦安市との交流も７年目
を迎えました。
こうした中、交流事業のさらなる発展を目指し
て「浦安こまち事業」をスタートさせることとな
りました。
これは、村の有機米生産圃場を「浦安こまち提
携圃場」として設定し、市民が大潟村を訪れ農業
体験を行うなど、農家との交流を行うと同時に、
そこで生産された有機あきたこまちを「浦安こま
ち」として浦安市民向けに販売を行うものです。
６月１日に行われた入村式にて。
向かって左が園川さん、右が森田さん

去る５月 12日には、浦安市松崎市長をはじめ、
浦安市ふるさとづくり推進協議会の上野会長他一
行10名が来村し、阿部議長をはじめ議員の皆さま

農作物の生育状況等について

にもご協力いただき、田植えを行ったところです。

水稲については、育苗では天候に恵まれ順調に

７月と９月には、浦安市観光コンベンション協

推移しましたが、ハウスの換気を早めに行ったこ

会が、浦安市民を募り農業体験ツアーを予定して

とから、草丈は短いものの葉齢が進み、早い生育

おります。

となりました。
田植えは、遅植えの一部農家を除き５月中に終

今後も、浦安市とは様々な活動を通して交流を
深めていきたいと考えております。

了しました。
心配されたイネヒメハモグリバエは、５月 15日
前に田植えを行った圃場で産卵が確認され、その
後の調査では若干の食害が確認されましたが、大
きな被害には至っておりません。
総じて順調な生育となっております。
小麦については、穂揃い期が過ぎ、赤カビ病及
び赤さび病の防除も終了しております。平年より
７日程度早い生育となっており、収穫期に好天に
恵まれれば豊作が期待されるところです。
カボチャ・メロンなども今のところ順調な生育
となっております。
カボチャについては、村やＪＡの生産振興対策
により、新規の栽培農家が増えております。
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桜と菜の花まつりについて

チャレンジデーについて

毎年恒例の観光イベントである「桜と菜の花ま

チャレンジデーは、毎年５月最終水曜日に全国

つり」を、４月25日から５月６日まで、サンルー

一斉に開催されるもので、当日の午前０時から午

ラル大潟、多目的運動広場を主会場に開催したと

後９時までの間に、継続して15分以上、運動やス

ころです。

ポーツ等を行った人の参加率を競うものでありま

今年は、例年より桜の開花が早まったことから、
イベントの一部を前倒しし４月18日・19日の土曜
日、日曜日にも実施しました。
主会場では、ミニＳＬ、菜の花摘み取り体験な
ど、産直センター潟の店では、野菜・特産品の即
売、屋台などが催され、干拓博物館では「親子工
作教室」、生態系公園では「春の生態系公園まつ
り」が開催されました。

す。今年は５月27日に実施されました。
今年度は、全国で130 市町村が参加し、秋田県
は、全国で唯一、25全市町村の参加となりました。
やまえむら

大潟村は、今回が初参加で、熊本県山江村との
対戦となりました。
参加率は、大潟村43.5％、山江村43.1％と僅差
ではありましたが、勝利することができました。
対戦相手の山江村のメインポールには、１週間
にわたり大潟村旗が掲げられ、大潟村でも、山江
村の村旗を掲揚し、健闘を讃えたところでありま
す。
また、チャレンジデ−当日は、主催者でありま
す笹川スポーツ財団の小野清子理事長が激励に訪
れ、干拓博物館や介護予防教室を見学され、参加
者との交流も図られました。
田植え作業で大変お忙しい中にも関わらず、多
数ご参加ご協力をいただきました村民の皆様に対
し、厚くお礼申し上げます。

菜の花畑を走る列車はみんなを笑顔にしてくれます♪

今年は、全国的に桜の開花が早まり、まつり前
に満開期をむかえたことから、観光客の出足が分
散され、期間中は昨年に比べて、２万人減の約 13
万人が村を訪れたところです。
今後も、耕心会をはじめ、村民の皆様や関係機
関の協力を得ながら、観光振興、地域活性化につ
なげてまいります。

放課後児童クラブについて
今年度よりスタートした放課後児童クラブは、

チャレンジデーのトップバッターは潟のラジオ体操。
雨が降ろうが雪が降ろうが実施するのが流儀です！

小学１年生から３年生までの44人が登録しており
ます。
利用状況についてですが、４月の１日平均利用
人数は13.3人、５月は20.5人でありました。

平成26年度一般会計の決算見込みについて
現在、計数整理中でありますが、歳入面では、
当初の見込みに比べ、農家所得の減により村税が

周辺整備については、東３丁目村民センター分

減となったものの、歳出面で、経費の節減と効率

館のフェンス設置、駐車場整備の工事が５月22日

的執行に努めたところ、平成 26年度の剰余金は、

に完成しました。

繰越明許繰越分の1,174万円を含めますと、合計で

引き続き、学校関係や地域と連携を図り、円滑

約１億3,000万円程度となる見込みであります。

な運営に努めてまいります。

○
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６月定例会で可決された議案
大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

財産の取得について

地方税法施行令等の一部を改正する政令の公布

量水器281台について、平成27年６月９日に指

に伴い、所要の規定を整備するとともに、平成27

名競争入札を執行し、1,381万3,200円で秋田市の

年度の国民健康保険税を賦課するため、税率を改

秋田東北商事株式会社

正するものです。

が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約

取締役社長

近藤

嘉之

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規
工事請負契約の締結について

定に基づき、議会の議決を経るものです。

防災・安全社会資本整備総合交付金事業、デジ
タル防災行政無線移動系設置工事ついて、平成27

平成27年度大潟村一般会計補正予算案

年６月11日に、条件付き一般競争入札を執行し、

補正前の額

１億44万円で秋田市の日本電気株式会社秋田支店

補 正 額

支店長 佐々木 則忠 が落札しましたので、議

補正後の額

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

〈主な歳入〉

に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決

・技術指導体制強化事業負担金

を経るものです。

・前年度繰越金

3,513,000千円
7,308千円
3,520,308千円
3,500千円
4,121千円

〈主な歳出〉
・保健センター費

工事請負契約の締結について
大潟村字中央３番地内宅地造成工事について、
平成 27年６月10日に、条件付き一般競争入札を執
行し、4,155万8,400円で三種町の嶋工建設工業株

暖房用ボイラー改修事業

4,678千円

・農業振興費
技術指導体制強化事業

3,000千円

式会社三種本店 本店長 長岡 弘 が落札したの
で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又
は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会
の議決を経るものです。
工事請負契約の締結について
公共下水道管渠改築工事について、平成 27 年
６月 10 日に、条件付き一般競争入札を執行し、
れきせい

6,427万5,120円で潟上市の秋田瀝青建設株式会社
代表取締役 斉藤 豊隆 が落札しましたので、議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決

中央３番地内、宅地造成工事予定地

を経るものです。

６月定例会で承認された案件
大潟村村税条例等の一部を改正する条例の専決処
分報告

平成26年度大潟村一般会計繰越明許費繰越計算書
報告

地方税法等の一部改正に伴い、緊急に大潟村村
税条例等の一部を改正する必要が生じたため専決

平成26年度大潟村公共下水道事業特別会計繰越明
許費繰越計算書報告

処分したものであり、議会に報告し、その承認を

平成26年度予算のうち、平成27年度に繰り越し

求めるものです。
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2015年春の叙勲・褒章 松橋稔氏が藍綬褒章を受章
2015年春の褒章で、松橋稔さん（東2-3）が、永年にわたる消防団活動に貢献
されたご功績により藍綬褒章を受章されました。
松橋さんは、昭和53年11月に大潟村消防団に入団して以来、操法技術の習得
に努め、村内における火災や自然災害、捜索活動等の消防活動に率先してあたっ
てこられました。また、団員の操法指導にも注力され、平成15年には秋田県初と
なる全国消防操法大会ポンプ車の部優勝に大きく貢献されました。これらの実績
が高く評価され、この度の受章となりました。
松橋氏は一昨年１月には副団長に任命され、現在も団の運営及び団員の指揮を
担われています。永年の献身的なご努力と不断のご労苦に対し改めて敬意を表し
ますとともに、今後もより一層、地域防災力の向上にご尽力戴ければ幸いです。
このたびの受章、心よりお祝い申し上げます。

2015年消防功労者表彰 池田彰
池田 消防団長が功績章を受章
2015年消防功労者表彰で、池田彰消防団長（東2-4）が、日本消防協会「功績
章」を受章されました。
池田団長は、昭和50年１月の入団以来、永年にわたって消防の職務に精励し、平
素より率先して消防の使命を達成することに努められており、村内における消防活
動にあたってこられました。この度、その功績が評価されての受章となりました。
永年の献身的なご努力に対し敬意を表しますとともに、今後もより一層、地域防
災力の向上にご尽力戴ければ幸いです。このたびの受章、心よりお祝い申し上げま
す。
なお、大潟村消防団に対しても、日頃から現場において抜群の功労があり、他の
模範となる消防団に贈られる「竿頭綬」が授与されております。
消防団の皆様の日頃の活動に感謝申し上げます。

仁木
木哲
哲二 氏 全国市町村教育委員会連合会から表彰
仁木哲二さん（東3-2）が全国市町村教育委員会連合会から表彰を受け、６月
16日（火）、役場において村長より伝達を受けました。
仁木さんは、平成18年12月21日から平成26年12月20日まで（２期８年）の
間、大潟村の教育委員としてご尽力されました（うち平成21年10月19日から平
成26年12月20日までの５年余りの間、教育委員長として在職）。任期中には、
小中学校校舎の改築や、大潟村創立50周年村民運動会の実施などにご尽力され、
自ら率先して大潟村教育の向上に携わってくださいました。
この度、その多年に渡る功績が認められて表彰されたものです。
心よりお祝い申し上げます。

大潟村遺族会の田子哲氏が秋田県援護事業功労者として県知事から表彰
大潟村遺族会の
５月29日（金）に開催された秋田県遺族連合会評議員会席上において、大潟村
遺族会前会長の田子哲さん（西2-3）が、長年にわたる戦傷病者、戦没者遺族へ
の援護活動による功績が讃えられ、秋田県知事より表彰を受けました。
田子さんは、平成17年度から26年度まで大潟村遺族会の副会長及び会長を歴
任され、南秋田郡遺族連合会の会長も４年間務められるなど、戦没者遺族の援護
活動、福祉の増進や親睦活動に大きく貢献されました。
この度、その多年に渡る功績が認められて表彰されたものです。
心よりお祝い申し上げます。

○
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大潟小学校運動会！！

平成27年７月号

６月６日（土）、中学校グラウンドにおいて、
大潟小学校大運動会が行われました。
今年のテーマは「みんな協力 チーム一丸！最
後まであきらめずに走り抜け！！」でした。その
テーマどおり、児童らは各競技に全力で臨みまし
た。
応援合戦にも熱が入り、赤・青・白の各組は６
年生を中心に団結し、４月に入学したばかりの１
年生まで息のあったエールを見せてくれました。
持久走では、苦しさに顔を歪めながらも全学
年・全員が完走を果たし、保護者・来場者から温
かい拍手が送られていました。

6/6

各学年が工夫を凝らした親子遊競技では、親子
でコミュニケーションを取りながら競技に臨み、
様々な珍プレー・好プレーが生まれていました。
接戦の末、総合優勝は赤組でした。
白組は最後のリレーで男女とも勝利するなど
して追い上げましたが、僅差で２位。３位の青
組は、悔しさをにじませながらも、気迫の応援が
実って応援賞を受賞しました。
どの色も、最後 まで一生懸命に走り抜けて、充
実した表情でした。
＊公式ブログ「おおがた散歩」6/8 掲載♪

逆転を信じて託すバトン

じゃんけんで負けたら
何があろうと保護者をおんぶ！

力強い走りで後続を引き離す！

名物の応援合戦。
各組力が入ります

「なかなか取れないよ〜」

○
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張り詰めた空気を破る、ピストル音

放送係もがんばっていました

綱引きは、勝った喜びを 「優勝は赤組！！」
共有できるのも醍醐味ですね みんな飛び上がって喜びを分かち合いました

平成27年７月号

大潟村防災訓練が行われました

6/4

６月４日（木）、平成27年度大潟村防災訓練が
実施されました。
この訓練は、昭和58年５月26日に発生した日本
海中部地震の教訓を忘れないよう毎年この時期に
行われています。
午前９時、地震発生を知らせる防災行政無線の
すいめい

吹 鳴を合図に緊張感が走り、村内各所で訓練が始
まりました。
学校等での避難訓練、対策本部との情報伝達訓
練、消防署や消防団による放水訓練、日赤奉仕団
らによる炊き出し訓練、住民によるバケツリレー

「初めての消火器に腰がひけてしまいました」と体験者

や放水訓練、 AEDを使用した救急救命訓練、初期
消火訓練などが行われました。
初期消火訓練で、初めて消火器を使用した役場
の女性職員は「予想以上の噴射の勢いに腰が引け
てしまった。実際の場面の前に体験しておいて良
かった」と語りました。
また、住民による放水訓練では、消火栓からの
水圧の強さに驚きを隠せない様子でした。
各家庭においても、この機会に防災意識を高め
てはいかがでしょう。

幼稚園では、本番さながらの救急搬送訓練が行われ、
園児たちは心配そうに先生を見守っていました

◎日頃から、いざという時に備えましょう！
・避難場所の確認
・非常用持出袋の中身の確認・更新
・ＮＴＴの災害用伝言ダイヤル（１７１）や、
携帯電話の「災害用伝言板サービス」利用方
法の確認や体験
など

＊公式ブログ「おおがた散歩」6/7 掲載♪
消防団員が補助しながら、住民らが消火栓から放水

第４７回大潟村消防団結団記念式が行われました 6/28
６月28日（日）、役場車庫前において大潟村消
防団の第47回結団記念式が開催されました。
池田団長からは「団員一丸となり村民をあらゆ
る災害から守るため、安全で安心な地域づくりに
貢献していく。」との力強い訓辞がありました。
式典に先立ち行われた規律訓練では、団員全員
が真剣な表情で訓練にあたっていました。
団員の皆様におかれては今後も地域防災力向上
へのご尽力を宜しくお願いします。

第１〜第３分団が、一糸乱れず整列
○
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八郎湖クリーンアップ作戦が行われました
６月７日（日）、干拓堤防周辺において、第34
回八郎湖クリーンアップ作戦が行われました（主
催：大潟村ほか）。
午前５時開始ということで眠そうな表情の参加
者もいましたが、空はすっきりと晴れて朝もやも
なく、855名が参加しました。
参加者は各住区ごとに割り振られた範囲のごみ
を拾い、集まったごみの総重量は約5.6トン。昨年
より約２トンの減という結果でした。

6/7

「ごみはどこだ〜！」
子どもたちが一番拾ったかも？

「人権の花」運動 〜小学生が人権について考えました〜 6/15
６月15日（月）、大潟小学校において、「人権
の花」運動が行われました（主催:秋田県中央地域
人権啓発活動ネットワーク協議会）。
この運動の目的は、子どもたちに命の大切さや
相手への思いやりといった人権に対する意識を高
めてもらうということであり、今年は３年生から
６年生の児童らが参加しました。
大潟村人権擁護委員の佐野貞敏さん（東 3-3 ）
による人権教室では、平成26年度小学生人権標語
児童らが植えた花は「思いやりの心」の象徴です

相手の気持ちを考えることが大切なんですね

コンテスト秋田県大会最優秀賞作品の「それ言う
の？相手の気持ち、考えた？」（八峰町、藤田真
央さん）などの標語が紹介され、児童らは、相手
の身になってみることの大切さについて考えを巡
らせていました。
また、「人権の花」の植栽が行われました。児
童らは、この日学んだ「思いやりの心」を込めて、
ベゴニアやサルビアなどの苗を鉢に植えていまし
た。

大潟村健康づくり推進委員会から
大潟村健康づ
推進委 会 ら

熱中症予防
暑い季節になってきました。毎年夏になると熱中症で救急搬送されたニュースが流れますが、普段か
ら熱中症にならないように気をつけましょう。

温 今いるところの温度、これから行くところの温度を、温度計や天気予報で知るようにしましょう。
度に気を配ろう

飲 いつでもどこでも水分補給ができるように、飲み物を持ち歩きましょう。
たくさん汗をかいたら塩分も補給しましょう。
み物を持ち歩こう

息をとろう
休 寝苦しい夜は、空気の通りをよくしたり、通気性の良い寝具を使うなどして、
ぐっすり眠れる工夫をしましょう。

栄 バランスよく食べること、朝ご飯をしっかり食べることも大切です。
養をとろう

○

10

平成27年７月号

わくわくちびっこランド 太陽の下で元気いっぱい！ 6/20

かけっこ大好き！

６月20日（土）、保育園の園庭にお
いて、保育参加日の「わくわくちびっ
こランド」が開催されました。
子育て支援センターを利用する未就
園児も含めたたくさんの親子が参加し、
体操やかけっこ、コーナー遊びを楽し
みました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」

6/23掲載♪

リズムに乗って、１・２・３♪

どっちが遠くに跳べるかな？

かざぐるまくーださい♪

トンネルを抜けるとそこは…!?

こんなに大きな魚が捕れたよ！

保育士を募集します
【雇用形態】非常勤職員（週５日程度）

【募集期限】７月15日（水）まで

【雇用期間】雇入日〜28年３月31日
【勤務場所】大潟村立大潟保育園
【勤務時間】7:30〜18:00の間の７時間
【報

酬】時給1,000円〜

履歴書提出（面接あり）
【問合せ】
役場総務企画課
☎ 45-2111

【必要資格】保育士・幼稚園教諭免許

○

11

平成27年７月号

地

つれづれ

vol.１

域おこし協力隊 徒 然日記♪

森田 僚也（34）
プロフィール
出身地：栃木県
趣味or特技：漫画を描くこと
活動内容：ジオパークの普及など
男鹿半島・大潟ジオパークを幅広い方々に知ってもらう事への挑
戦！と、なんとも身をわきまえていない動機こそが地域おこし協力
隊を志したきっかけです。今までにそういう業務等を経験してきた
わけでもない、ただの思いあがりの青二才ではありますが、だれし
もが始まりは何も知らない所からのスタートなのだと自分に言い聞
かせながら、日々奮闘中であります。
すみません申し遅れました。森田僚也と申します。最近、静岡県
浜松市に餃子消費量日本一の覇権を奪われた栃木県宇都宮市出身の
三十四歳です。是非、大潟村の皆さんで米粉の餃子をたくさん食べ
て、打倒浜松市を目指してくれたら嬉しいです。
米粉の餃子をはじめ、男鹿半島・大潟ジオパークのたくさんの魅
力を幅広い方々に知ってもらい、更なる活性化へつなげられるよう
に勉強し、村内外へと情報発信していきたいと考えております。ど
うぞよろしくお願します。

園川 泰章（30）
プロフィール
出身地：東京都
趣味or特技：空手、サッカー
活動内容：産直センター潟の店での販売促
進や情報発信など

注目

ともや

作・画 森田僚也

皆さん初めまして！ ! 東京から参りました、園川泰章と申します。
東京というとオシャレな響きですが、父親は九州の長崎出身なので、顔はバリバリの九州男児（濃い
め）だと思います（笑）！
僕は現在、産直センター潟の店に勤務させて頂いております。
地域おこし協力隊の一番最初の重要な活動は、住民の皆様に僕ら地域おこし協力隊の存在を認知して頂
く事にあると考えております。
そのためには、まず様々なコミュニティの場や活動に積極的に参加していきたいと思っております。イ
ベント事など、お手伝いできる事がありましたら、どんどん僕らに声を掛けていただけたら嬉しいです！
なお、これから「大潟村地域おこし協力隊」のFacebook等のＳＮＳも始めようと思ってます。日々の
活動内容や、大潟村で発見した事・感じた事などをアップしていく予定ですのでぜひのぞいてみてくださ
いね！
経験の浅い僕らですが、日々勉強し、大潟村のますますの発展に貢献していきたいと思っております。
皆様！どうぞよろしくお願いいたします！！
○
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

国 勢調査にご協力をお願いします
平成27年10月に、５年に１度の国勢調査が行われます。
９月中に調査員が各世帯を訪問しますので、回答にご協力をお願いいたします。
《国勢調査とは？》
国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対
象とする、国の重要な統計調査です。国内の人口や
世帯の実態を明らかにするため、統計法という法律
に基づいて実施されます。その結果は福祉施策や災
害対策、産業振興など様々な施策の計画策定などに
利用されます。
【調査期日】平成27年10月１日
【調査対象】日本に住んでいる全ての方

【調査項目】
●世帯員についての：性別、出生の年月、配偶の関
係、就業状態など13項目
●世帯について：世帯員の数、住居の種類など４項目
【回答方法】以下の２種類から選べます。

①インターネットによる回答
⇒９月中旬に調査員が訪問し、必要書類を渡し
ます。
②調査票記入による回答
⇒オンライン回答の無かった世帯が対象。
10月１日以降に同調査員が回収します。
※調査票は①の際に一緒に配布します。

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

チ ャレンジマインド海外研修事業

研修生を募集します＊受付は７月末まで＊

村では昨年に引き続き「チャレンジマインド海外
研修事業」を行います。これは、青年を海外に派遣
し、「農業研修等を通じて村農業の発展に結びつけ
る」「異文化交流を通じて国際的視野を持つ人材を
育成する」「国際交流を推進する」ことを目的とし
た事業です。村民の皆さまのご応募をお待ちしてお
ります。
【募集人員】２名（性別問わず）
【研修派遣先】パラグアイ及びブラジルの日系移住農家
【研修期日】平成28年１月５日〜１月22日頃
【研修費用】おおむね25万円程度（往復航空券・滞
在費の半額など）を負担していただきます。
【応募資格】次のいずれにも当てはまる方とします。
①平成 27 年５月１日現在大潟村に１年以上在住
し、年齢が 20 歳以上の心身ともに健康な方。
ただし、大学・短大等に在学中の方は除きま
す。また、主に農業及び農業関係の仕事に従事
している方とします。
②平成27年11月現在で６ヵ月以上残存有効期限
のあるパスポートをお持ちの方。
【募集期間】平成27年５月１日から７月31日まで

【応募方法】総務企画課に以下の書類を提出してく
ださい。
【提出書類】①申込書（様式１）
②勤務先所属長の応募承諾書
（自営の場合は不要）
③健康診断書（保健所又は公的医療機関が発行し
たもの）
＊①、②の様式は総務企画課にあります。
【選考決定】応募者の中から、選考委員会により選
考し、研修生を決定します（８月上旬）。
【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

イグアスの豆刈り風景
○
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住民生活課からのお知らせ

高 齢者歯科口腔健診のお知らせ
村では今年度より、「高齢者歯科口腔健診助成事
業」を実施します。歯は生涯を通じてのパートナー
です。お口の健康が維持できると、自分の歯でしっ
かりかみ、充実した食生活を送ることができます。
対象者へは、個別に通知しております。

75歳

昭和15年４月２日
〜昭和16年４月１日生の方

80歳

昭和10年４月２日
〜昭和11年４月１日生の方

85歳

昭和５年４月２日
〜昭和６年４月１日生の方

90歳

大正14年４月２日
〜大正15年４月１日生の方

95歳

大正９年４月２日
〜大正10年４月１日生の方

100歳

大正４年４月２日
〜大正５年４月１日生の方

101歳
以上

大正４年４月１日以前の生まれの方

【健診内容】
・口腔内診査（現在歯・喪失歯・歯周組織の状
況・口腔清掃状態・飲み込み・入れ歯など）
・判定・指導（検査結果を判定し、ブラッシング
等の指導）
【健診料金】自己負担1,000円
（村が3,000円負担します）
※健診結果により、精密検査・治療等が必要と
なった場合は、保険診療になります。
【実施期間】28年３月31日まで
【実施場所】男鹿南秋地区の契約医療機関
【受診方法】事前に歯科医院に予約をし、「健診
票」を持参し、受診してください。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

風 しん抗体検査支援事業について
秋田県では、先天性風しん症候群の発生予防に向
け、任意の予防接種の要否を確認するための風しん
抗体検査を実施しています。
【対象者】
妊娠を希望する女性とパートナー（ただし、風し
ん抗体検査歴又は風しんに対する予防接種歴のあ
る者は除く）
【無料で風しん抗体検査を実施する医療機関】
県ウェブサイト「風しん抗体検査支援事業につい
て」の「協力医療機関」をご覧下さい。
★大潟村診療所でも受けることができます。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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保健センター ☎ 45-2613

成 人歯科健診のお知らせ
村では「成人歯科健診助成事業」を実施していま
す。これは、成人期の歯科疾患、特に歯周疾患を早
期に発見し適切な保健指導と治療を行うことで、村
民の口腔機能の保持増進を図り、生涯にわたり自分
の歯で豊かな食生活を実現することを目的とするも
のです。対象者へは、個別に通知しております。
【対象者】40歳、50歳、60歳、70歳（平成26年度
現在）
【健診内容】
・口腔内診査（現在歯・喪失歯・歯周組織の状況
など）
・判定・指導（検査結果を判定し、ブラッシング
等の指導）
【健診料金】自己負担1,000円
（村が3,000円負担します）
※健診結果により、精密検査・治療等が必要と
なった場合は、保険診療になります。
【実施期間】平成28年３月31日まで
【実施場所】男鹿南秋地区の契約医療機関
【受診方法】事前に歯科医院に予約をし、「歯周疾
患健診票」を持参し、受診してください。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

今 年度の健康推進員のみなさんです
（敬称略）
氏 名
佐藤 春子
佐伯智賀子
石川 正子
佐々木誠子
三浦 静香
松井奈津子
鈴木芙美子
佐野
亮
佐藤 モモ
古戸 陽子
浅沼トク子
木村
環
藤平 順子

住 区
氏 名
住 区
西１−１ 斉藤 幸子 東２−４
西１−２ 荒谷美和子 東２−５
西１−４ 福井 喜美 東２−６
西２−１ 宮川 清子 東３−１
西２−１ 鎌田 栄子 東３−２
西２−２ 木村 真澄 東３−３
西２−３ 山崎
巧
北１
西２−４ 坪木えり子 北２−４
西２−４ 佐藤加寿子 老人クラブ
西３−１ 藤田 敏子
若妻会
西３−２ 江畑あつ子
婦人会
西３−４ 小林 直子 大潟村農協
東２−１ 谷 キミ子 社会福祉協議会
東２−３ 一ノ関貢子
会長に浅沼トク子さん、副会長に鎌田栄子さんが
選出されました。
村民の皆様の健康づくりを推進するため、上記の
27名を健康推進員として委嘱しています。健康な
村づくりのため、ご尽力いただきます。
上記の方々が総合検診の調査票等を配
布いたします。※８月下旬から。

平成27年７月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613

｢大 潟村新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました
この計画は、平成21年に新型インフルエンザが世
界中で大流行したことが発端となり、平成25年４月

◎村行動計画における各段階の対策
国内発生時に村では「対策部」を設置し、国が緊

13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措 急事態宣言を行った段階で、「村対策本部」を設置
置法に基づいて策定したもので、その概要は次のと

し、特定接種も開始します。
次に、国内感染期においては、感染等の情報提供

おりです。

や住民接種（臨時予防接種）等の必要な事業活動を
実施します。

◎村の責務
国、県、他の地方公共団体及び指定（地方）公共

最後に、小康期においては、第二波に備えて第一

機関と相互に連携協力し、国の示す基本的対処方針

波の評価を行い、医療体制、社会経済活動の回復に

に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ

努めます。

等対策を的確かつ迅速に実施し、村内において関係
機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的

このように、各時期に基づいた対策を実施してい
きます。

に推進します。
◎それぞれの役割
＜村の役割＞

◎村行動計画の位置づけ
村行動計画
︵特措法第８条︶

県行動計画
︵特措法第７条︶

政府行動計画
︵特措法第６条︶

村民への情報提供、ワクチンの接種、生活支援、
新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援等
に関し、国の基本的対処方針や県や近隣の市町と緊
密な連携を図り、的確に対策を実施します。
＜村民の役割＞
新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフ
ルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動な

◎村行動計画の目的

どその対策に関する知識を得るとともに、季節性イ

・感染拡大を可能な限り抑制し、村民の生活及び健

ンフルエンザと同様、マスク着用・咳エチケット・

康を保護します。

手洗い・うがい等の個人レベルでの感染対策を実践

・村民の生活及び地域経済に及ぼす影響が最小にな

するよう努めます。また、発生時に備えて、個人レ

るようにします。

ベルにおいても食料品・生活必需品等の備蓄を行う
よう努めます。
特措法第32 条による緊急事態宣言が行われた場
合は、不要不急の外出の自粛など新型インフルエン
ザ等のまん延を防止するための協力要請に協力しま
す。
その他、新型インフルエンザ等の人から人へ感染
する疾患は、誰もが患者となる可能性があり、患者
個人やその関係者には責任がないという、流行時の
リスクを共有します。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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保健センター ☎ 45-2613

平 成２７年度住民基本台帳実態調査を実施しています
村では、住民基本台帳法第34条の規定に基づき、
住民基本台帳（住民票の登録）の正確性を確保する
ため、原則４年毎に実態調査を行っています。趣旨
をご理解のうえご協力お願いします。
【調査対象】村内に住所を有する全村民（南２丁
目、西３丁目３番地を除く）
【調査方法】調査票を全世帯に配布しておりますの
で、住民票の記載事項について、実態に沿って記

保健センター
今月の行事
◎乳児健診
【日時】７月６日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.2.9〜3.6生）
７ヶ月（H26.11.9〜12.6生）
10ヶ月（H26.8.9〜9.6生）
の乳児
13ヶ月児（H26.6月生）
◎２歳児親子歯科健診
【日時】７月29日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H25.１月〜３月生の幼児と親
◎専門医による「心の健康相談日」
７月14日（火）・28日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
７月21日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
児童障害者班 ☎ 018-855-5171
◎健康教室「若返り体操」
〜体幹トレーニングでコリや痛みを解消！〜
年齢とともに衰えやすい筋肉を動かし、健康
増進を図ります。田植え後の筋肉のこわばりを
とる体のケアも行います。
【対象】40〜64歳
【開催日】７月９・16・23・30日（全て木）
【時間】13:30〜15:00
【会場】保健センター

入してください。
【回収時期】６月25日（木）
〜７月10日（金）
【回収方法】住民生活課職員
が戸別訪問し、直接回収い
たします。
【問合せ】住民生活課
☎ 45-2114
◎福田先生の健康相談
いろいろな疾病の相談に応じます。お気軽に
お越しください。
（木）14:00〜15:00
【日時】７月９日
（木）
・23日
【会場・申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
７月15日（水）9:50〜 ふれあい健康館
７月22日（水）9:30〜11:00 保健センター
８月５日（水）9:50〜 ふれあい健康館
８月５日（水）13:00〜 保健センター（栄養相談も可）
※このほか、保健センター来所者の相談も随時
受け付けています。
◎小児科医師による健康相談
お子さんのことで悩んでいること、気になるこ
とがありましたらご相談ください。
【日時】７月６日（月）14:15〜
【相談医】湖東厚生病院小児科医師
【会場】保健センター
◎臨床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生とお話してみませんか？心
が軽くなります。
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュ
ケーションがとれない等ありませんか？
子どものこと、家族のこと、自分自身のこと
など、何でも相談ください。
【日時】８月３日（月）13:00〜15:00
【場所】保健センター
【担当】臨床心理士 渡部 明子 氏
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
〜フリーマーケットを開催します〜
【日時】７月15日（水）10:00〜13:00
【会場】保健センター
【その他】出店者を募集しています。

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

○
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保健センター ☎ 45-2613
地域包括支援センター ☎ 22-4321
住民生活課 ☎ 45-2114

住民生活課からのお知らせ

ヘ ルシー料理教室《調理実習と栄養ミニ講話》
血糖値が気になる方や、骨粗鬆症が心配な方に、
いつもの食材を使って簡単においしくできるオスス
メ料理をご紹介します。
【日時及び内容】
●血糖値やカロリーが気になる方の食事
７月17日（金）10:00〜13:00
「パンが主食のときにも、バランスよく」
（献立）サンドイッチ、ミネストローネスー
プ、ピクルス、デザート
●骨粗鬆症が気になる方の食事
７月24日（金）10:00〜13:00
「カルシウムたっぷりメニュー」
（献立）わかめご飯、ししゃものチーズ春巻
き、人参とじゃこのチジミ、モロヘイ
ヤのスープ、デザート

【会場】村民センター
【持ち物】筆記用具、エプロン、三角巾、
【対象】村民（糖尿病が気になる方、昨年健診で血
糖値が高めだった方、骨粗鬆症が心配な方、昨年
骨粗鬆症検診で要精検・要指導だった方、その他
ご興味のある方）
【講師】管理栄養士 谷口典子さん
【申込期限】
７月10日（金）
【募集人数】
各先着20名まで
【申込・問合せ】
保健センター
☎ 45-2613

今月の介護予防
◎脳活性化教室「脳いきいき教室」参加者募集！
いきいきした自分らしい生活を送るため、体
を動かしながら、脳をきたえます。
【開催日】７月３日・17日（全て金）
【時間】10:00〜11:30
【場所】ふれあい健康館
【対象】申込みした方

◎介護予防教室「いきいき元気の集い」
いきいきとした生活が出来るように、歌や体
操、ゲームをしながら楽しく過ごします。
【開催日】８月４日（火）
【時間】10:30〜11:30
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね
おおむね65歳以上

◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし
い生活が送れるように、運動を通して筋力の維
持、向上をはかります。
【開催日】７月８日、15日、22日、29日、８月
５日（全て水）
【時間】13:30〜15:00
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

平 成２７年に金婚（結婚５０年）を迎えられるご夫婦の方々はご連絡ください
今年、金婚を迎えられるご夫婦（昭和40年１月１
日〜12月31日までに結婚、お二人ともご健在）に
ついて、村では９月11日（金）に金婚式を開催いた
します。
ついては、どのくらいのご夫婦が対象となるのか
把握したいため、該当するご夫婦は、下記までご連
絡をお願いします。

（すでにご連絡を頂いた方々は不要です。）
【締切】７月31日（金）
【連絡・問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

○
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後期高齢者医療に関する大切な
■後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります
今までお使いいただいていた後期高齢者医療の
「被保険者証」が新しくなり、７月下旬に、加入
者の皆様に送付されます。申請手続きの必要はあ
りません。
８月１日以降は、新しい被保険者証をお使いく
ださい。また、被保険者証は、被保険者の所得に
応じて、自己負担割合が１割または３割となりま
すのでご確認ください。

今までの被保険者証
平成27年７月31日まで

↓
新しい被保険者証
平成27年８月１日〜（１年間）

新しい保険証はやまぶき色です

●現在、限度額適用・標準負担額減額認定証をお
持ちの方へ
平成 26年中の所得で、世帯員全員が住民税非課
税となる世帯の方は、入院時の食事代と１か月の
医療費自己負担限度額が減額になる「限度額適用･
標準負担額減額認定証」の交付を受けることがで
きます。現在、交付を受けている方で、引き続き
世帯員全員が住民税非課税となる世帯の方につい
ては、８月１日から有効となる「限度額適用･標準
負担額減額認定証」を被保険者証と一緒に送付い
たします。送付された方は、新しい認定証をご使
用ください。
なお、平成 26年中の所得で、世帯員全員が住民
税非課税の世帯であっても、以前に交付を受けて
いない方については交付されません。交付を受け
たい方は、住民生活課で申請してくださるようお
願いします。

○
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■後期高齢者医療の保険料額決定通知が７月中旬
に届きます
平成 26 年中の所得に応じて確定した平成 27 年
度の後期高齢者医療保険料をお知らせする通知を、
加入者の皆様にお送りします。
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等
割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所
得割額」の合計となり、個人単位で賦課されます。
保険料は、特別徴収（年金からのお支払い）と普
通徴収（口座振替または納付書でのお支払い）の
方がおりますので、ご確認ください。
■普通徴収の納付は、口座振替が便利です
特別徴収の対象とならない方の保険料は、口座
振替または納付書で納めていただくことになって
おりますが、保険料の納め忘れがなく、納付の手
間も省けて便利で安心な口座振替がおすすめです。
住民生活課の窓口で申請することで、口座振替
に変更することができます。
■特別徴収（年金からの納付）となっている方は
口座振替に変更できます
後期高齢者医療の保険料は、原則として年金か
ら納めていただくことになっておりますが、住民
生活課の窓口で申請することで、特別徴収（年金
からの納付）から口座振替に変更することができ
ます。
■柔道整復、はり・きゅう、マッサージの医療費
通知について
保険証を使って柔道整復（整骨院等）、はり・
きゅう、マッサージなどの施術を受けられた方に
「医療費通知書」をお送りします。（６月・９
月・ 12月・３月の４回送付予定）施術の日数や医
療費などが記載されたもので、その内容について
お尋ねする場合がありますので、領収書は大切に
保管してください。

平成27年７月号

お知らせです

【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

平成27年度の保険料軽減措置についてお知らせします
後期高齢者医療の保険料は、県内の加入者全員に等しく納めていただく「均等割額」と、加入者本人
の基礎控除後所得に応じて納めていただく「所得割額」がありますが、所得の低い世帯の方は、世帯主
及び被保険者の所得に応じて、下記表のとおり軽減されます。
＜均等割額＞
＜所得割額＞

３９，７１０円
基礎控除後の被保険者本人の総所得金額 × ８.０７％

○均等割額の軽減
均等割の
軽減割合
８.５ 割
９割
５割
２割

世帯主及び被保険者の総所得金額が下記基準を超えない世帯
基礎控除額（330,000円）
被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他各所得がない
基礎控除額（330,000円）+260,000円×世帯の被保険者の数
基礎控除額（330,000円）+470,000円×世帯の被保険者の数

均等割額

5,956円
3,971円
19,855円
31,768円

○所得割額の軽減
被保険者本人の総所得金額等（基礎控除後）に応じて、所得割額が軽減されます。
被保険者本人の総所得金額等（基礎控除後）

所得割の軽減割合

58万円以下
（年金収入のみの場合は、153万円〜211万円以下）

５割

○職場の健康保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療に加入する前日に、職場の健康保険等の被扶養者であった方については、保険料が軽
減されます。なお、所得割の負担はありません。
該当する方の条件等

均等割の軽減割合

後期高齢者医療に加入する前日に、職場の健康保険等の被扶養者
であった方

９割

均等割額

3,971円

＜注意＞※国民健康保険（国保）と国民健康保険組合（国保組合）に加入されていた方は、軽減措置の対象
になりません。

■ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する差 ■長期に入院したときの食事代について
入院したときは下記の食事代を自己負担しますが、
額通知について
ジェネリック医薬品に切り替えることにより、 所得区分が低所得Ⅱの認定を受けている方で、こ
自己負担額を 500 円以上削減できると見込まれる の認定を受けている期間において過去１年間で90
方に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を 日を超える入院をした場合、91日目から食事代が
減額されます。この減額の適用を受けるためには、
お送りします。（７月・１月送付予定）
90日を超えたら速やかな申請が必要となります。
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発
１食あたりの食事代
医薬品と効き目や安全性が同等であると証明され、
所得区分（適用区分）
（自己負担額）
厚生労働省が承認した安価な薬です。
現役並み所得者・一般
２６０円
ジェネリック医薬品への切り替えにあたっては、 低所得Ⅱ
日までの入院
２１０円
90
主治医や薬剤師に十分に
過去１年間（低所得
Ⅱの減額認定を受け
ご相談ください。
ている期間に限る）
１６０円
で90日を超える入
院で申請した方
低所得Ⅰ
１００円
○
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地域包括支援センター ☎ 22-4321

認 知症サポーターになってみませんか？
《認知症サポーターとは》
「認知症サポーター」は、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者
です。
受講後に特別な活動を強制されるものではありません。友人や家族へ、学んだ知識を伝えたり、日常生
活での見守りや声掛け等、できる範囲の手助けをすることが活動です。
《内容や時間は》
認知症の症状について、認知症の人と接する時の心がまえや介護している人の気持ちの理解などを、冊
子やビデオ・ＤＶＤ上映などで学びます。時間は１時間半程度です。
《講座を開くには》
自治会や各団体・企業・学校など、皆さまからのご希望により開催いたします。
また、ご近所や友人の集いなどの少人数でも構いません。時間帯や場所は、ご希望に添えるよう調整い
たしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。受講料は無料です。
なお、開催前に全国キャラバンメイト連絡協議会への届け出が必要なため、お早めにご連絡頂ければ幸
いです。
★ロバのように急がず、しかし、
一歩一歩着実に進んでいきましょう！★
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

平 成27年度農地の借受・貸付希望者の募集を行います
秋田県農業公社では、農地中間管理機構として、
農用地等の借受を希望する者の募集を行っています

【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653
（公社）秋田県農業公社 ☎ 018-893-6223

ので、借受を希望する方は産業建設課においでくだ
さい。
※昨年度に借受を希望した方で、今年度も希望する
方は再度申込みをする必要があります。
また、農地を機構に貸したい希望者（出し手）につ
いても受付しています。
【募集期間】平成27年７月１日（水）から
平成28年１月末日まで

特 定公共賃貸住宅入居者募集（独身用）
【募集戸数】１戸
【家
賃】22,000円／月
【募集期間】７月６日（月）〜10日（金）
【入居条件】①１ヶ月あたりの所得が158,000円以上487,000円以下
②村内に現に居住し若しくは勤務する場所を有する者等の
資格要件があります。
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653
○
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教育委員会からのお知らせ

ジ ュニア水泳教室について
本年も小学生を対象とした水泳教室を以下のとお

村民体育館 ☎ 45-2269

第 19回村民水泳大会の参加者募集
【日時】８月５日（水）集合9:00

り開催します。水泳が苦手な子には基礎から、泳げ

【会場】大潟村Ｂ&Ｇ海洋センター

る子はもっと上達するように指導します。

【申込期限】７月30日（木）

【日時】７月28日（火）〜８月１日（土）

【申込方法】B&Gに備付の申込用紙へ記入

14:00〜15:00【５日間】

【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

【場所】大潟村Ｂ＆Ｇ海洋センター
【対象】大潟小学校児童（低学年を優先します）
【定員】80名（先着順になります）
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
※申込用紙は小学校を通じて配布します。

サ マーレガッタ
参加チーム募集のお知らせ

Ｇ海洋センター
Ｂ＆
プールの利用時間について
【開館期間】９月６日（日）までの予定です
【開館時間】午前の部 9:30〜11:30
午後の部 13:30〜16:30
夜 の 部 17:30〜20:00
（７・８月）
※９月は、午前・午後の部のみとし、夜の部は行
いません。
※７･８月の夜の部利用について、今シーズンよ
り小学校６年生までの児童・幼児は保護者など
の付き添いが必要となりますので、ご了承くだ
さい。
※プールのご利用にあたっては、必ず水泳帽とゴ
ーグルを持参してください。
【休館日】毎週月曜日

今回で第30回目を迎える大潟村サマーレガッタを
下記により開催いたします。
本大会を勝ち抜いたチームには全国交流レガッタ
大会への切符が与えられます。
ぜひ、友人や住区、職場の仲間同士でチームを組
んで全国大会出場を目指してみませんか。多数のご
参加をお待ちしています。
【日時】７月25日（土）13:00〜
※今年は午後の開催となります。
【会場】大潟漕艇場
【種目】ナックルフォア
（舵手１名・漕手４名の計５名）
◎男女別の他、漕手の合計年齢によって成年・壮
年・熟年に分かれます。
◎男女混合、年齢制限なしのオープン参加も受付
しますので、友達、家族、夫婦などの参加もお
待ちしております。
【参加費】無料
【申込期限】７月15日（水）
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

※月曜日が祝日の場合は、火曜日が休館日となり
ます。その他、水温や室温が低いときは利用で
きません。（利用できる日はＢ＆Ｇの旗を揚げ
ています）
また、水泳大会や教室開催時は一般利用ができ
ない場合があります。
※団体利用の際は、事前に体育館に申し込んでく
ださい。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
○
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村民体育館 ☎ 45-2269

ス ポーレおおがたからのお知らせ
【問合せ】スポーレおおがた（村民体育館内）☎ 45-2269

☆７月の教室内容☆
種 目

日にち

場 所

時 間

自力整体

１・15

村民センター

３Ｂ体操

３・10・24

健康館

中・上級者水泳教室

３・10・24

Ｂ＆Ｇ海洋センター

ちょいスポ

17
７・14・21
８・15・22
８・15・22
８・22
７・21
６・13
９・16
１・15
4
６・13
12
23
30

村民体育館

10:00〜
19:30〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
14:30〜
16:00〜
10:00〜
16:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
7:30〜
16:00〜
7:00〜
10:00〜
9:00〜

女性水泳教室
ちびっこ水泳
ジュニア水泳
シェイプアップ
グラウンドゴルフ
ボート
ミニテニス
高齢者ラージ卓球
トレッキング
ジュニア複合
村民登山
講座 こどもの栄養
ユニカール大会定例会

Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
多目的運動広場
大潟漕艇場
村民体育館
健康館
八峰町留山
ラグビー場
八幡平後生掛
健康館
村民体育館

備 考
★ヨガマット持参

★託児付き

現地集合

村体集合

※教室へ参加される方は水分補給等の準備をしてください。

＊８月のおすすめウォーキング＊
《山本地域スポーツクラブ主催
クアオルト型ウォーキング交流会》
【日時】８月２日（日）9:30〜（村体出発８:50）
【会場】三種町石倉山公園コース
【参加費】700円（昼食代）
※入浴料はクアオルト推進室から補助
【申込締切】７月16日（木）
【その他】飲み物、入浴に必要なバスタオル、
着替えなどは各自準備

《毛馬内盆踊りウォーキング》
【期日】８月23日（日）午後出発予定
【会場】鹿角市毛馬内
※詳細は後日カレン
ダーに記載します。

村 民射撃大会のお知らせ
【日時】７月９日（木）受付：9:00〜、競技開始：9:30〜
【会場】男鹿市クレー射撃場
【競技方法】フリースタイルで、トラップ１ラウンド（20個）、スキ
ート１ラウンド（20個）、どちらか選択１ラウンド（20個）の合計
60個撃ち
【会費】3,000円／１人 【申込方法】当日、受付にて
【その他】装弾・昼食は各自でご用意ください。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
○
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干拓博物館 ☎ 22-4113
子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462

田 んぼの生きもの観察会
ジオパーク登録地・大潟村の田んぼで、生きもの
観察会を開催します。
田んぼは農業生産の場であるとともに、多くの生
きものの生息の場でもあります。
大地（ジオ）の恵みにより肥沃な土壌が存在する
大潟村の田んぼにはどんな生きものがいるのか、子
供たちと一緒に探検してみませんか。
【日時】７月５日（日）9:00〜11:30（小雨決行）
【集合】干拓博物館
【会場】村内の有機農業の田んぼ
【講師】佐藤 福男 先生（秋田自然史研究会）
【対象】幼稚園児・小学生 30 名（小学３年生以下
の参加者は保護者同伴・大人のみも可）
【服装】汚れてもよい服装、長ズボン、長靴、着替え

【持参】バケツ、小さな網、ビニール袋
【参加費】50円（傷害保険料）
【申込期限】７月４日（土）
【申込・問合せ】大潟村干拓博物館
☎ 0185-22-4113
【主催】コガムシの会

捕まえた生きものは、生きもの博士が解説してくれます♪

ム！ジオパーク探検隊
求 〜男鹿半島
・大潟ジオパークの新しい魅力を１つ探そう！〜
【対象】どなたでも参加できます。
【主催】大潟村干拓博物館／男鹿市ジオパーク学習
【応募期間】７月10日（金）〜８月30日（日）
センター
【応募方法】指定の応募用紙に記入し、男鹿半島・ 【後援】男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会
大潟ジオパークの新しい魅力を写真かイラストで 【問合せ】大潟村干拓博物館 ☎ 0185-22-4113
添付し、大潟村干拓博物館に持参して下さい。
指定用紙は大潟村干拓博物館で配布している他、
男鹿半島・大潟ジオパークＨＰ（www.oga-ogatageo.jp）からもダウンロードできます。
【参加特典】参加者全員に「ジオパーク探検隊認定カ
ード」と「オリジナルジオカード」を差し上げます。
【作品展示】
・男鹿市ジオパーク学習センター 9/19〜10/18
誰も知らない魅力を探して、探検してみよう！
・大潟村干拓博物館 10/24〜11/22

大 潟村子育て支援センターに、みんな、あそびにおいでよ！
子育て支援センターでは、子どもはもちろん、大
人も気持ちが明るく解放され、楽しいと感じるよう
に遊びの場を充実させています。その中で、うれし
い経験、楽しい経験を積み重ねながら、子どもが成
長していく喜びを共に感じ、子育てのサポートをし
ていけるように育児相談や、イベント情報の提供を
おこなっています。
子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな
がりを広げてみませんか？
【利用時間】月曜日〜金曜日

9:30〜12:00
13:00〜15:30

【休館日】土・日・祝日・年末年始
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
☎ 45-2462

＜７月のさくらんぼクラブ予定＞
●７月７日（火）10:00〜11:00
『ゆらゆら揺れる たなばた飾りをつくろう！』
飾りを選んで下げる簡単コースと、自分でパーツ
を選んで作るチャレンジコースを準備しました。子
どもの年齢、月齢に合わせて簡単に作れます。
願いごとの表には、親子写真などを貼る予定。
●７月24日（金）10:00〜11:00
『ぷにょぷにょマットで夏遊び！』
０歳から遊べる、ひんやりと冷た
いぷにょぷにょマットは、室内でも
楽しめます。
子どもの発達に合わせた手作りお
もちゃで水遊びを楽しみましょう。
【持ち物】バスタオル、オムツ、帽
子、汚れ物入れ用袋
○
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公民館 ☎ 45-2611
村民体育館 ☎ 45-2269

教育委員会からのお知らせ

公民館主催講座・教室
◎地産地消料理教室（第２回）
大潟村産の野菜を使って色々なバリエーションの
料理を作ってみませんか。
今回は和食料理に挑戦します。デザートも作りま

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611
【持ち物】エプロン・三角巾・筆記用具
【講師】デリカテッセン紅玉 髙橋 紅 氏
【参加費】2,000円（当日集金）
【申込期限】
７月13日（月）

す♪
【日時】７月18日（土）10:00〜13:00

【申込・問合せ】

【内容】「和食料理とデザート」

公民館

【対象】村民

☎ 45-2611

【定員】20名
【会場】村民センター

７ 月・８月の大潟村きらきら塾
夏休みのきらきら塾は、下記の日程で開催します。 多くのみなさんの参加をお待ちしています。
①陶芸教室

②スケッチ教室

【日時】全３回9:00〜12:00

【日時】８月６日（木）10:00〜12:00

７月27日（月）お皿作り

【定員】先着20名

８月 ７日（金）釉薬付け・本焼き

【場所】生態系公園

８月10日（月）作品渡し

【持ち物】絵の具セット（絵の具、筆、パレット、

【定員】15〜20名

筆洗い等）、飲み物、汗ふきタオル

【場所】村民センター陶芸室

【講師】鎌田 俊夫 氏

【持ち物】エプロン

【参加費】無料

【参加費】200円（材料費として）

【申込期限】７月28日（火）

【協力団体】大潟村陶ゆう会

【申込・問合せ】公民館

【申込期限】７月17日（金）
【申込・問合せ】公民館
☎ 45-2611

子 ども会宿泊体験
今年は秋田市自然学習センター「まんたらめ」でピザ焼き
体験や川遊び、バーベキューなどを行いますので、みなさん
ぜひ参加してください。
【日時】８月４日（火）〜５日（水）
【場所】秋田市自然学習センター「まんたらめ」
【対象】小学校２年生〜６年生まで
【参加費】児童一人：3,000円
【申込期限】７月10日（金）
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611
○
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☎ 45-2611

平成27年７月号

新 しい本、入りました（６月分）
今月は歴史・時代小説を中心に、その他話題となった本を購入しました。この機
会に図書室に訪れてお気に入りの一冊を見つけてみませんか。
【本を借りる際のお願い】
公民館図書室の本を借りるときは、「図書貸出簿」（児童図書コーナーの本は
「絵本貸出簿」）に記入をお願いします。また、本の貸出期間は２週間です。皆
さんのご協力をお願いします。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611
№
タイトル
１ 火花
２ なぜ日本人は横綱になれないのか
あえて、レールから外れる。
３
逆転の仕事論
４ 天下 家康伝 ＜上＞
５ 天下 家康伝 ＜下＞
６ 蒼天見ゆ

著者
又吉 直樹
舞の海秀平

№
タイトル
７ 決戦！関ヶ原
８ 決戦！大阪城

著者
葉室 麟
葉室 麟

堀江 貴文

９ 本能寺の変431年目の真実

明智 憲三郎

火坂 雅志
火坂 雅志
葉室 麟

辻堂 魁
10 夕影
11 異国の影：新古着屋総兵衛（第十巻） 佐伯 泰英

情報・募集・ご案内
大潟村国際農業者交流協会から

男鹿地区消防署から

バーベキューパーティーのお知らせ

『住宅用火災警報器』を設置し、
大切な命を火災から守りましょう

当協会では、アメリカやヨーロッパの国々へ
農業研修生を派遣しています。
この度、実際に海外での農業研修を経験して
きた村内の先輩方を囲んで楽しむ、バーベキュ
ーパーティーを企画しました。
ちょっとでも海外研修に興味のある方は、気
軽にご参加ください(^̲-) ☆
もちろん、お話を聞くだけでもＯＫですよ♪
【日時】７月11日（土）12:00〜
【会場】西３丁目村民センター分館（旧児童館）
【会費】一般 2,000円
学生 1,000円
【申込締切】７月８日（水）
【申込・問合せ】
事務局 古谷
☎ 090-9531-1405

住宅用火災警報器の設置は、平成23年６月か
ら義務化がされています。しかし、まだ設置の
されていないケースが少なくありません。
大切な命を火災から守るため、火災警報機の
設置を徹底しましょう！
≪どこに売ってるの？≫
ホームセンターや家電量販店などで2,000円か
ら3,000円程度で販売されています。
≪どこに付けるの？≫
設置場所は主に寝室や階段の上部です。
※全ての寝室（普段就寝している部屋）、階
段上部に煙感知式警報器が必要になりま
す。（２階に寝室がない場合
は、階段上部には必要ありま
せん。）
【問合せ】男鹿地区消防署
予防係 ☎ 0185-23-3119
秋田県林業研修研究センターから

平成28年度 秋田県林業トップランナー
養成研修生募集について
秋田県では、社会や企業が求める専門的な技術
を持ち地域を支える「若い林業技術者」を養成す
ることを目的に秋田県林業大学校での少人数制の
研修を実施しております。
平成28年度研修生の募集が行われることとなり
ましたので、詳細等内容を知りたい方は下記の窓

口までお問い合わせ下さい。
【問合せ】秋田県林業研修研究センター
研修普及指導室
☎ 018-882-4512／Fax.018-882-4443

HP http://www.pref.akita.lg.jp/rinken/
○

25

平成27年７月号

情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター ７月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所

研修の名称

研修の内容

７月17日
（金）10:00〜15:00
（予定）
現地（調整中）

農業経営者研修
農業経営①

対象・研修経費
農業者等 25名
研修経費 500円/名

農業法人の現地視察研修
視察地：県南で調整中

７月12日
（日）13:30〜15:30 ＊かわいい多肉植 ぷくっとした独特の質感を持つ多肉植 一般 20名
生態系公園
物の寄せ植え
物のかわいい寄せ植えを作ろう。
研修経費 1,500円/名

■研修のお申込先
農業研修センター企画・研修班 ☎ 018-881-3611 FAX 018-881-3301
ただし、＊印の研修は指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所にお願いします。
☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474

《企画展のご案内》
日時・場所
７月１８日（土）
〜８月１６日（日）
９:00〜1６:00
生態系公園

企画展の名称
生態系公園の
カブトムシたち

展示の内容

料金等

生態系公園に生息する
カブトムシやクワガタ
を観察しよう。

無料

■お問い合わせは、指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所にお願いします。
☎ 0185-45-3106 FAX:0185-27-8474
天王みどり学園から

第８回みどりっこ夏まつり開催のお知らせ
おんが

なまはげ太鼓「恩荷」の演奏や、竿燈の演技、地域の学
校どうし力を合わせた「よっちょれ」など楽しいイベント
がいっぱい！いろいろな出店もあります。
お誘い合わせのうえぜひお越しください♪
【日時】７月25日（土）14:30〜17:00
【会場】天王みどり学園及び県総合教育センター駐車場
（小雨決行、大雨・荒天の場合は中止）
【問合せ】県立養護学校天王みどり学園 ☎ 018-870-4611

りんどうの会

水平線に足投げ出して海開き

今野サト子

船虫や己が足音に散る速さ

かっこう

こいのぼり

かじか

斉藤 幸子

郭公の声に誘われかくれんぼ

しじま

山里に大きくなびく鯉幟

かい

足止める峡の静寂の河鹿かな

ガキ大将我より下手な麦の笛

仁田原鈴子

か や

夏座敷はだしで走る鬼ごっこ

守時 誓子

やはらかき子を抱きて入る蚊帳の中

きじ

干拓路子連れの雉が横断中

連作を嫌ふ茄子苗植ゑ惑ひ

浅野 法子

村人の草刈る音の響きゐる

蚊の声のかすかに聞こゆ無人駅

大井 正子

風呂上がり床に吸いつく素足かな

かっこう

工藤 孝子

蚊を打つ手気迫のこもる平手打ち

かやびり
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父を呼び母恋ふ声か夕郭公

蚊遣火の行方うやむやメロドラマ

田村 陽子
○
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情報・募集・ご案内
秋田北税務署から

社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）が導入されます

秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練10月期生を募集します

《社会保障・税番号制度の概要》
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、
国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を
実現することを目的として、社会保障・税番号
制度（マイナンバー制度）が導入されます。
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通
知され、平成28年１月から順次利用が開始され
ます。
国税分野では、申告書や法定調書など、税務
署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番
号を記載することになります。
《法人番号の通知》
法人番号は、設立登記法人などの法人等に１
法人１つ指定され、国税庁から登記上の所在地
に通知されます。
詳しい内容は、国税庁ホームページ内の「社
会保障・税番号制度〈マイナンバー〉につい
て」をご覧ください。URL：www.nta.go.jp
【問合せ】秋田北税務署 ☎ 018-845-1161

【訓練期間】平成27年10月２日（金）
〜平成28年３月29日（火）
（６ヶ月間）
【訓練時間】9:20〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）
【訓練科】機械加工技術科（15名）
電気設備科（15名）
ビル管理技術科（18名）
【募集期間】７月27日（月）〜８月31日（月）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）
【応募資格】ハローワークに求職申込をされた
方で、新たな技術・技能を身に付けての再就
職を希望される方
【問合せ】秋田職業能力開発促
進センター（ポリテクセンタ
ー秋田）訓練課 受講者第一
係 ☎ 018-873-3178

秋田調停協会から

秋田司法書士会から

無料調停相談会のお知らせ

無料相談会のお知らせ

【内容】家庭内の問題（離婚問題、親子関係、
扶養、相続、遺言）、土地・建物・金銭のも
め事、多重債務問題、交通事故（補償）
【日時】７月10日（金）10:00〜15:00
当日随時受付し、順番に相談に応じます。
【場所】裁判所合同庁舎内
秋田市山王七丁目1ｰ1
【主催】秋田調停協会
【問合せ】裁判所合同庁舎内 秋田調停協会
☎ 018-824-3121（内線128）

【内容】不動産・会社・法人の登記、多重債務、
成年後見等
【開催日】毎週月〜金曜日 13:00〜15:00
（先着２件）
※祝日を除く。１件の相談時間は約30分
【会場】秋田県司法書士会館（秋田市山王六丁
目3-4）
【その他】前日の15:00までに電話でご予約くだ
さい。
【問合せ】秋田県司法書士会 ☎ 018-824-0187

大潟保育園

☆高所恐怖症・・・

天気がいい日は︑園庭で元気に遊ぶ子ども
たち︒
真っ先に一番人気のグルグルすべり台にか
けていったＡくん︒
意気揚々と階段を上り︑いざすべり台の前
に立つと︑
Ａくん﹁高いところ苦手なんだよな ︒
…﹂
と︑すべり台をスーッと︑すべり降りまし
た︒
先生﹁あれ︑高いところ怖いんじゃなかった
の？﹂
Ａくん﹁ふっふっ︒﹂
と︑笑って別の遊具に行きました︒
何度も遊んだことのある遊具でも怖かった
のか︑﹁高いところが苦手なんだ︒﹂という
言葉を使いたかったのか ︒
…

☆訓練⁉お昼⁉

防災訓練の日︑
Ｂくん﹁今日︑防災？忙しい？﹂
先生﹁そうだね︑先生たち︑いろいろと動か
なきゃいけないからね︒﹂
そんなやりとりをしていると︑防災訓練がは
じまり︑サイレンが聞こえました︒
Ｃくん﹁お昼？﹂
Ｄさん﹁先生︑お昼なの？﹂
と︑いつも給食の時間に聞こえるサイレン
と同じ音に︑不思議そう︒

停電を想定して︑園内放送をしなかったこ
とも︑勘違いの原因だったようです︒

次回は大潟幼稚園のつぶやきです︒

in
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情報・募集・ご案内
放送大学から

秋田地域振興局から

放送大学10月生募集のお知らせ

８０２０いい歯のお年寄り募集

放送大学では、平成27年度第２学期（10月入
学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビ等の放送やインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学です。
福祉・経済・歴史・文学・心理学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。
【出願期間】第１回 ８月31日（月）まで
第２回 ９月20日（日）まで
【資料請求・問合せ】
放送大学秋田学習センター ☎ 018-831-1997
※放送大学ホームページでも受け付けており
ます。

秋田県では、80歳以上で20本以上自分の歯をお
持ちの方を募集しております。
応募された方は協力歯科医療機関にてお口の
健診を実施し、該当する方には認定証を交付し
ますので、ふるってご応募下さい。
【対象者】①秋田県内にお住まいであること。
②昭和10年３月31日以前の生まれで
あること。
③現在自分の歯が20本以上あること。
（入れ歯、インプラント等は該当し
ません。）
※なお、これまでに認定を受けた方
も応募できます。
【その他】健診はお近くの協力歯科医療機関で
受けていただきます。
【募集期間】７月１日（水）〜８月28日（金）
【応募・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
健康・予防班 ☎ 018-855-5170

秋田会場保安部から

全国海難防止強調運動実施中
この運動は、『海難０への願い』をスローガ
ンに、全国各地で体験航海、海の安全教室など
のイベントを通して海難防止思想を広める運動
です。
平成27年度の重点事項は、
①見張りの徹底及び船舶間のコミュニケーショ
ンの促進
②プレジャーボートの発航前点検の徹底
③ライフジャケットの常時着用等自己救命策の
確保
の３点です。
事故のない秋田の海を目指し、船舶を運航す
る方は海難防止に努めましょう。
【運動期間】７月16日〜７月31日
【問合せ】秋田会場保安部交通課
☎ 018-845-1624

（公財）秋田県国際交流協会（AIA）から

「あきた国際フェスティバル2015」
ブース出展者募集!!!
国際交流団体の活動紹介や在住外国人による母
国紹介などを通じて、おおくの県民と在住外国人
が互いの文化に触れ合うフェスティバルです。
【日時】９月26日（土）10:00〜16:00
【会場】イオンモール秋田 セントラルコート
（秋田市御所野）
【出展料】無料 【募集】30団体
【申込期限】７月31日（金）
【申込・問合せ】
（公財）秋田県国際交流協会（AIA）
☎ 018-893-5499
HP：http://www.aiahome.or.jp

○
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情報・募集・ご案内
秋田県立大学 大潟キャンパスから

自衛隊秋田地方協力本部から

フィールド開放デーのお知らせ

防衛省採用試験案内

秋田県立大学フィールド教育研究センターで
の日頃の研究・教育の成果を発表するために、
一般開放を実施します。ぜひご来場ください。
【日時】７月５日（日）10:00〜15:00
【会場】秋田県立大学大潟キャンパス
フィールド教育研究センター
（大潟村字大潟6-5）
園芸温室・交流公園（さっとこ村）講義室 他

防衛省では、平成27年度採用試験を下記のと
おり行います。

講演会（11:00〜12:00）
『秋田県の農業〜米からの脱却・資料用稲や
園芸作物の可能性』
・寒冷地におけるトマトの増収に向けた挑戦
（吉田康徳）
・秋田をキイチゴの産地に
〜フィールドセンターにおける技術開発と
情報発信〜（今西弘幸）
・飼料用米精算の経済性（鵜川洋樹）
センター解放（10:00〜15:00）
・研究成果のポスター展示
・園芸温室見学（鉢花等の販売）
・圃場見学ツアー
・トラクター乗車体験

種目

受験資格

自衛官
候補生

18歳以上
27歳未満

男子９月18日・19日
８月１日
（いずれか１日）
〜９月８日
女子９月28日

一般曹
候補生

18歳以上
27歳未満

１次９月18日・19日
８月１日
〜９月８日 （いずれか１日）

航空学生

受付

試験日

高卒（見込含む） ８月１日
21歳未満の男女 〜９月８日

９月23日

推薦
９月26日・27日
９月５日〜９日
総合選抜
１次
９月５日〜９日

９月26日
防衛大学校 高卒（見込含む）
学生
21歳未満の男女 一 般 （ 前 期 ） １次
９月５日〜30日 11月７日・８日
一般（後期）
１次
H28年１月 平成
28年２月20日
20日〜29日
防衛医科大
高卒（見込含む） ９月５日
学校 医学
〜30日
21歳未満の男女
科学生

など

１次

防衛医科大
学校 看護
高卒（見込含む） ９月５日
学科学生
〜30日
21歳未満の男女
（自衛官コ
ース）

１次

10月31日・11月１日

１次 10月17日

携帯電話・スマホは
コチラかもアクセス
できます↓

【問合せ】秋田県立大学大潟キャンパス
☎ 45-2026

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

【問合せ】自衛隊秋田募集案内所 ☎ 018-864-4929

平成27年５月末までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結果
については、入札結果閲覧簿( 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ )をご覧ください。

契約方式

入札日

大 潟 村 指 定 ご み 袋 購 入 指名競争 ５月１日
議 会 棟 屋 根 シ ー ト 改 修 工 事 指名競争 ５月８日
パ ソ コ ン 等 整 備 事 業 指名競争 ５月18日

105-1 橋詳細設計業務委託 指名競争 ５月27日
西 ４ 丁 目 水 道 管 布 設 工 事 指名競争 ５月27日
５月27日
北の橋改修工事積算資料作成業務委託 随意
村 営 住 宅 屋 根 塗 装 工 事 指名競争 ５月27日

契約額（税込）

2,425,820円
6,372,000円
9,320,400円
5,400,000円
2,268,000円
2,764,800円
2,581,200円

落札率（％）

業者名

82.88
96.72
99.20
94.34
94.17
99.61
96.76

㈱誠文社
㈱沢木組
秋田ゼロックス㈱
柴田工事調査㈱秋田支店
山岡工業㈱
（一財）秋田県建設・工業技術センター
㈱三亀産業
○

29

平成27年７月号

日付

７月の行事予定
行事名等

３日(金) 中学校ＰＴＡ授業参観

村の人口の動き･公共施設の状況
場所等

中学校

県立大学大潟
県立大学フィールド開放デー(P29参照)
キャンパス
５日(日)
田んぼの生きもの観察会(P23参照) 村内有機圃場
７日(火)

さくらんぼクラブ「ゆらゆら揺れるた 子育て支援セン
なばた飾りを作ろう！」(P23参照)
ター(保育園内)
小学校６年修学旅行(～10日)

仙台・東松島

９日(木) 公民館主催教室 ゴスペル教室 第１回(前号参照) 村民センター
村民射撃大会(P22参照)
11日(土)

国際農業者交流協会 バーベキュー 西3丁目村民
パーティー(P25参照)
センター分館

12日(日) 村民登山(前号参照)
13日(月)

男鹿市クレー射撃場

鹿角市八幡平後生掛

公民館主催講座 わらび座観劇とブルー 仙北市田沢湖
ベリー摘取り体験(前号参照)
わらび座 他

17日(金) 小学校４年防災宿泊教室(～18日)
産直まつりinおおがた(メロン祭り)
18日(土) 県中学校総合体育大会(～20日)

地産地消料理講座(第２回、P24参照)
21日(火) 小学校５年自然教室(～22日)

小学校

白神体験センター

村民センター

28日(火) ジュニア水泳教室(～８月１日、P21参照)

Ｂ＆Ｇ

４日(火)

子ども宿泊体験(P24参照)
農業委員会定例総会(13:30～)

５日(水) 村民水泳大会(9:00～、P21参照)
６日(木)
8日(土)
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◎公共施設の利用状況（５月中）
施設名
利用者数
施設名
公民館
村民体育館
干拓博物館
多目的運動広場
多目的グラウンド
子育て支援センター

利用者数(量)
411人 村民センター
526人
1,420人 ふれあい健康館
783人
5,346人 ごみ処理量
63ｔ
2,931人 水道使用量
40,667㎥
529人 下水排水量
43,256㎥
110人

秋田市自然学習セン
ター「まんたらめ」

役場

Ｂ＆Ｇ
ふれあい健康館

きらきら塾 スケッチ教室

生態系公園

・保健センターの行事⇒P16、P17参照
・介護予防の行事⇒P17参照
・スポーレおおがたの教室内容⇒P22参照

○

場所等

村民野球場 他

戦没者追悼式
ＷＧＣソーラー&ＦＣカーラリー、
ソーラーバイシクルレース(～11日)

1
3
3
4

施設名 発電能力kW 発電量kWh 消費量kWh 売電量kWh 買電量kWh
西１分館
9.99 1,015
136
974
95
西２分館
3.96
368
57
339
28
西３分館
7.74
958
49
937
28
東２分館
9.99 1,659
161 1,548
50
東３分館
9.99 1,558
272 1,411
125
北１コミ会館 7.20
550
115
488
53
北２コミ会館 5.40
917
37
885
5
南コミ会館
4.32
672
156
577
61
多目的会館
4.95
576
153
515
92
合 計
63.54 8,273 1,136 7,674
537
○売電量の金額換算：322,308円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,736リットル

27日(月) きらきら塾 陶芸教室 第１回(P24参照)

行事名等

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

村民センター

大潟漕艇場

日付

(−3)
(−3)
(−1)
(−2)

◎公共施設の太陽光発電量（５月中）

25日(土) サマーレガッタ(P21参照)

1日(土) 大潟村野球選手権大会(～2日)

1,085
3,264
1,617
1,647

各会場

さくらんぼクラブ「ぷにょぷにょマ 子育て支援セン
ットで夏遊び！」(P23参照)
ター(保育園内)

８月の行事予定

世帯数
人口
男
女

道の駅おおがた内

23日(木) 幼稚園・小中学校 夏季休業(～8/24)
24日(金)

◎人口の動き（６月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目

スポーツライン

７月の行政相談
行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意見･
要望を受け付け、その解決を促進するよう相談に
応じています。お気軽にご相談下さい。
【行政相談委員】北村 シゲさん（西3-4、☎45-2918）
【相談日】７月21日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

