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農作物の生育状況について

水稲については、草丈が平年より短めで穂数が
多く、葉色は濃いめに推移しており、平年を若干
上回る生育となっております。
病害虫の発生状況は、いもち病の発生は少ない
ものの、紋枯病がやや多く発生しております。
斑点米カメムシの発生は、平年より多く確認さ
れたことから、ＪＡでは防除の徹底を呼びかけた
ところです。
出穂期から見た刈り取り予想は、平年並で、あ
きたこまちで９月 21日頃と予想されております。
大豆については、発芽後雨が少なかったことか
ら初期生育が停滞したものの、その後、回復し病
ちゃっきょうすう
害虫の発生もないことから、現在は着 莢数が多く
順調な生育となっております。
小麦については、天候に恵まれたことから、品
質も良く平年を上回る収量となりました。
メロンについては、外観・糖度ともに安定して
いますが、少雨により小玉傾向となりました。
南瓜については、作付面積が昨年より拡大した
ことや、少雨の影響が少なかったことなどから、
全体として大幅な出荷増となりました。

大潟村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略について

総合戦略は、人口の現状と将来の展望を提示す
る人口ビジョンを策定し、これを踏まえて、今後
５カ年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策
をまとめ、人口減少対策と地域活性化を進めるも
のです。
６月 29日に、議会、農林水産省、秋田県立大学、
報道関係及び関係機関団体から構成される「大潟
村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略策定委員
会」を立ち上げ、「移住・定住促進」「結婚・子
育て支援」「産業振興対策」の３項目を基本目標
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に設定しました。
総合戦略の策定にあたり、村民の皆さま、事業
所の方に、地方創生に関する定住・結婚・子育
て・村の環境などについてアンケート等を実施し
ております。
今後、アンケート結果を分析し、村の課題や目
指すべき方向を把握し、３つの基本目標に沿った
「大潟村版総合戦略」の素案を、年内にまとめ、
成案を来年２月までに策定してまいります。
また、総合戦略と並行して、村の基幹産業であ
る農業の振興策を強力に進めるため、農業特区に
ついて、村内関係機関から要望を提出していただ
き精査しております。

秋田県消防操法大会について

９月４日に由利本荘市の秋田県消防学校におい
て開催された秋田県消防操法大会についてですが、
大潟村消防団は、男鹿潟上南秋支部の代表として
ポンプ車操法の部に出場し、見事第３位に入賞し
ました。
これまで選手を支えてこられた、ご家族・団
員・消防署員や議会を始めとする村民の皆さまの
ご支援に、心より感謝申し上げます。
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ひだまり苑等の指定管理者変更に伴う説明会について
８月22日に、ひだまり苑において、施設利用者
と家族向けの説明会を開催したところ、56名の関
係者に出席していただきました。
はじめに私から「指定管理者制度と選定結果に
ついて」、次に社会福祉法人正和会から「平成28
年度からの運営方針について」説明し、その後、
質疑応答を行いました。
質疑では、スムーズな引継ぎ、医療機関の連携、
変更になった理由などについて質問が出されまし
た。
引継ぎに関しては、正和会から、部門毎の責任
者を年明け後に配置して準備を整えていく方針で
あること。敬仁会からも利用者第一で協力したい
旨の話をいただきました。
また、職員については、ひとりでも多く残って
もらえるように待遇を考慮したいとの方針も示さ
れました。
医療については、周辺の救急告示病院のほか、
正和会グループの医療機関、湖東厚生病院、村の
診療所と連携して進めていきたいとの説明があり
ました。
指定管理者変更の理由については 、指定管理者
制度のもと、公募することになっており、今回、
初めて複数の法人から応募があり、厳正な審査の
結果、正和会に決まった旨説明させていただきま
した。
今回の質疑では、不安の声がいくつかあがりま
したが、具体的な説明によって「安心した。」
「宜しくお願いしたい。」との声も聞かれました。
今後も村として、正和会、敬仁会と連携協力し、
スムーズな移行を進め、利用者と家族の皆様に安
心してもらえるよう努めてまいります。

８名、浦安市職員４名の計24名が、８月７日から
９日までの２泊３日の日程で、大潟村を訪れまし
た。
村では、大潟ミニバススポーツ少年団との交流
試合をメインに、農家への民泊、「浦安こまち」
圃場での農業体験、ザリガニつりなどの体験交流
を行いました。

バスケの交流は真剣勝負！

浦安市の児童をはじめ、引率で初めて村を訪れ
た皆さんからも、「とても貴重な体験をすること
ができた。」との感謝の言葉をいただきました。
事業にご尽力くださいました大潟ミニバススポ
ーツ少年団父母の会、大潟村・浦安交流推進協議
会はじめ関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
来る 10月10日には、２泊３日の日程で、大潟小
学校５年生児童が、浦安市を訪れ体験交流を行う
予定となっております。
大潟村と浦安市の交流は、今年度から「浦安こ
まち」の生産販売や浦安市民を対象とした「農業
体験ツアー」の実施など新たな事業もスタートい
たしました。
９月 26日には、松﨑市長が稲刈りに来ることに
なっており、今後も、浦安市との交流を大切に深
めてまいります。

ひだまり苑

大潟村・浦安市子ども交流事業について

今年度の子ども交流は、浦安市舞浜ミニバスス
ポーツ少年団女子チーム12名、コーチや浦安市バ
スケットボール協会会長をはじめとする引率者が
浦安市の小学生たちの農業体験。
自分たちで収穫したメロンを手にニッコリ
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認定こども園について
平成27年３月、認定こども園の整備方針等を検
討し、その検討結果を村へ意見として提出するた
め、「認定こども園等整備検討委員会」を立ち上
げました。
第１回会議は、８月31日に開催し、９月４日に
は、先進地視察として美郷町の認定こども園２施
設の視察を行いました。
今後は、２度目の先進地視察も行い、平成27年
度中に、合計で６回ほど会議を開催する予定であ
ります。

美郷町立 千畑なかよし園の視察

中学校の外国語指導助手について

新たに着任した方の名前は、ローランド・ウィ
ルさん、出身はアメリカウィスコンシン州出身で、
24歳の男性です。７月29日に来村し、翌日から中
学校で勤務しております。
大潟村に来て１ヶ月半程経過し、学校の勤務や
村での生活にも慣れ、先生や子どもたちと親しく
接しているようです。
地域の方々との交流も始まっており、英語指導
はもちろん、国際交流の一翼を担っていただける
ものと期待しております。

村民の英会話同好会に参加するローランド先生

９月定例会で可決された議案
大潟村個人情報保護条例の一部を改正する条例案
大潟村手数料条例の一部を改正する条例案

大潟村と秋田県との間の行政不服審査会の事務の
委託について

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の施行に伴い、所要の
整備を図るものです。

行政不服審査法の改正に伴い、同法の規定によ
りその権限に属せられた事項に関する事務を秋田
県に委託するものです。

工事請負変更契約の締結について
平成 27 年６月 23 日に議決を経た、大潟村字中
央３番地内宅地造成工事請負契約の締結について、
工事内容が変更になったことから、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。

財産の取得について
小型動力ポンプ用軽積載車（デッキバン型）に
ついて、平成 27年８月24日に、指名競争入札を執
行し、次の業者が落札したので、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３条の規定に基づき、議会の議決を経るもので
す。
○小型動力ポンプ用軽積載車（デッキバン型）
契約金額852万1,200円
契約の相手方 猿田興業 株式会社
代表取締役社長 猿田 五知夫

○
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平成27年度大潟村一般会計補正予算案
補正前の額
3,523,119千円
補 正 額
20,515千円
補正後の額
3,543,634千円
＜主な歳入＞
・国庫支出金
2,438千円
・その他
21千円
・前年度繰越金
18,056千円

＜主な歳出＞
・個人番号カード交付事業
1,135千円
・あきた創業サポートファンド出資事業1,000千円
・道路側溝補修事業
1,284千円
・秋田県町村電算システム共同事業組合負担金
12,715千円
・社会保障・税番号制度対応システム改修委託事業
2,834千円
・地方公会計システム導入事業
1,000千円

９月定例会で同意された議案
大潟村固定資産評価審査委員会委員の選任について

大潟村固定資産評価審査委員会委員
鎌田 満広 氏 （53歳、東2-5）
任期：平成27年９月26日から
平成30年９月25日まで

大潟村教育委員会委員の任命について

大潟村教育委員会委員
近藤 守夫 氏 （57歳、西3-4）
任期：平成27年９月25日から
平成31年９月24日まで

９月定例会で認定された案件
平成26年度大潟村歳入歳出決算認定について
５ページに特別会計、６〜７ページに一般会計の決算の概要を掲載しています。

平成26年度

大潟村特別会計決算

特別会計は、水道事業や診療所運営など特別な事業を行う場合に、一般会計と切り離し、その会計ごとの
特別な歳入（例えば水道料金など）を歳出に充てる会計制度です。大潟村では７会計が設けられています。
平成26年度の特別会計の決算は次のとおりです。
（単位：円）

特 別 会 計 名
診

療

所

特

別

歳 入
会

計

国民健康保険事業特別会計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
介護サービス事業特別会計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
水

道

事

業

特

別

会

計

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

69,377,892
718,559,052
251,134,026
282,660,482
50,425,475
143,714,248
127,185,108

歳 出

66,076,997
694,108,270
236,118,026
273,392,419
50,136,378
138,012,795
120,892,384

差引額

3,300,895
24,450,782
15,016,000
9,268,063
289,097
5,701,453
6,292,724
○
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一般会計
計
区

分

村

歳 入
決 算 額

税

地 方 譲 与 税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金

736,362,201
91,873,000
1,318,000
3,492,000
1,517,000
48,695,000
11,458,000
743,000
1,309,880,000
1,160,000

平成26年度

（単位：円）
区

分

決 算 額

分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄

附

金

繰

入

金

繰

越

金

諸

収

入

村

債
合

計

35,090,876
42,567,350
1,659,156,357
297,075,271
2,589,267
1,409,000
135,000,000
174,970,637
58,766,993
1,333,000,000
5,946,123,952

決算
１億2,659万

【歳入の概要】
平成 26 年度の歳入総額は 59 億 4,612 万
3,952 円で、前年度と比較して 2 億 5,712
万 3,978円の減（ 4.1 ％減）となっていま
す。

繰越金

2.9%

■前年度と比較し増額になった主な項目
県支出金
1億1,311万3,288円増（61.5％増） 繰入金
村債
9億4,170万円増（240.7％増） 2.3%
■前年度と比較し減額になった主な項目
村税
5,051万1,263円減（6.4%減） 財産収入･
地方交付税 1億9,320万5,000円減（12.9%減） 寄付金･諸収入
国庫支出金 7億2,243万3,234円減（30.3％減）
1.1%
繰入金
3億8,500万円減（74.0%減）

県支出金

5.0%

地方譲与税・
各種交付金

村税

2.7%

12.4%

村債

22.4%

歳入決算額
59億4,612万
3,952円

地方交付税

22.0%

国庫支出金

27.9%

分担金及び
負担金 0.6%

使用料及び
手数料 0.7%

○主要事業と決算状況
区分/ 決算額

総務部門

民生衛生部門

○
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主要な施策の内容

・職員研修事業 1,212千円
・男鹿半島・大潟ジオパーク推進事業 23,853千円（県負担：10,000千円）
・定住化促進事業 42,863千円
・西４丁目企業誘致推進事業 6,324千円
・チャレンジマインド海外研修事業 2,026千円
・マイタウンバス運行事業 13,294千円
・自治会活動推進事業 4,748千円
・秋田県町村電算システム共同事業組合負担金 43,925千円（国庫負担：1,781千円）
・村創立50周年推進事業 46,613千円
・役場庁舎内照明ＬＥＤ化推進事業 1,253千円
・湖東厚生病院運営費補助事業 13,203千円
・福祉医療費支給事業 28,301千円（県負担：12,683千円）
・がん検診事業 8,984千円（県負担：113千円、その他：1,790千円）
・防災行政無線更新事業 220,246千円（国庫：65,736千円、地方債：89,800千円）
・八郎湖水質改善事業 844千円
・自然エネルギー事業化調査検討事業 5,029千円
・ごみ収集運搬業務委託事業 11,903千円
・八郎湖周辺清掃事務組合事業 34,632千円

平成27年10月号

歳 出

大潟村一般会計

一般会計

報告

人件費（議員・各種委員報酬、職員給与等）
扶助費（福祉医療費、入浴券、子ども手当等）
公債費（村で借り入れた地方債の償還金）
物件費（火災保険料、物品、修繕、委託料等）
維持補修費（道路や建物等の補修費用）
補助費等（各種補助金・負担金等）
積立金（減債基金等、基金への積み立て）
投資及び出資・貸付金
操出金（各種特別会計への事務費補助等）
普通建設事業費（大潟環状線舗装補修事業等）
災害復旧事業費
合
計

区

1,462円の黒字決算
0.0%

扶助費

2.9%

人件費

10.5%

37.5%

612,481,774
168,522,150
1,149,022,120
758,579,168
89,057,112
547,021,516
47,238,000
45,000,000
215,794,398
2,175,076,252
0
5,807,792,490

【歳出の概要】

災害復旧事業費

普通建設
事業費

分

（単位：円）
決算額

歳出決算額
58億779万
2,490円

平成 26 年度の歳出総額は 58 億 779 万
2,490 円で、前年度と比較して 2 億 2,048
万 4,803円の減（ 3.7 ％減）となっていま
す。

公債費

19.8%

■前年度と比較し増額になった主な項目
消防費
2億3,388万1,429円増（163.5%増）
公債費
2億9,184万2,302円増（34.0%増）
■前年度と比較し減額になった主な項目
総務費
1億1,770万3,825円（17.1%減）
農林水産業費
6億3,752万4,555円（25.8%減）

物件費
操出金

3.7%
投資及び出資･
貸付金 0.8%

補助費等

13.1%

9.4%
積立金

0.8%

維持補修費

1.5%

区分/ 決算額

主要な施策の内容
・チャレンジプラン推進事業 27,206千円（県負担：8,684千円）
・農業基盤整備促進事業 1,317,053千円（国庫：1,317,035千円）
・「潟の店」施設整備事業 168,878千円（県負担：99,000千円、地方債：48,000千円)
農林水産業部門 ・大潟村浦安市交流事業 3,368千円
・多面的機能支払交付金事業 33,301千円（県負担：800千円）
・村創立50周年記念植樹事業 28,339千円（県負担：19,000千円）
・景観作物栽培推進事業 2,535千円
・観光PR事業 4,893千円
商工部門
・合宿誘致事業 5,002千円
・住区内側溝高圧洗浄事業 52,121千円
土木部門
・大潟環状線舗装補修事業 80,649千円（国庫：48,274千円、地方債：5,400千円）
・村創立50周年記念スピーチコンテスト 1,444千円
・第29回国民文化祭2014あきた「川柳の祭典」事業 7,661千円（県負担：4,469千円)
・村創立50周年記念写真展実施事業 3,046千円
・第23回全国市町村交流レガッタ大潟大会実行委員会補助事業 8,864千円
教育部門
・八郎潟干拓記念駅伝 村創立50周年記念大会招待事業 1,301千円
・水上スキー場整備事業 758千円
・大潟漕艇場整備事業 39,799千円（県負担：29,000千円）
○

7

大中祭 The sky is the limit 〜大空に夢を描いて〜

トップバッターの役割を十二分に果たす、
威勢の良い踊りとかけ声でした

も か

池田心香さん（２年、東3-4）による
国語弁論。「危機意識を育てる」

○
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保健委員会の寸劇

「Changing the World（世界を変え
る）」と題して、松井理沙子さん
（３年、東3-3）による英語暗唱

９月５日（土）、中学校において、大中祭が開催され
ました。
午前の部は、１年生による「NEWソーラン節」の威勢
の良いかけ声と踊りで幕を開けました。
保健委員会からは、「質の良い睡眠を取るために、寝
る前に携帯電話やゲームを見るのを控えましょう」など
といった注意喚起を、寸劇で発表がありました。
国語弁論、英語暗唱と続き、学年対抗の合唱コンクー
ルでは、３年生が見事な一体感で会場全体の心を掴んで
最優秀賞に輝きました。
お昼休憩には、麺類や菓子パンなどの軽食コーナーや、
バザーが大賑わい。各学年の展示コーナーにも多くの来
場者が訪れ、生徒たちの日頃の学習成果や奇想天外なア
イデア、芸術作品に感嘆の声をあげていました。
午後の部のトップバッターは、２年生が授業の一環で
５月から練習を重ねてきた、百姓踊り。小気味いい笛・
太鼓と、情緒豊かな踊りを披露しました。
続いてクイズ大会では、予選を勝ち抜いた生徒らによ
る決勝が行われ、熱戦を繰り広げました。

３年生の合唱。万感の思いで涙腺がゆるむ生徒も

２年生による百姓踊り。笛・太鼓・踊りと
入れ替わりながら、全員で作り上げました

体が自然と動き出す、スウィング・ジャズ！

吹奏楽部の演奏は、迫力あり、遊び心あり。吹奏
楽部以外の３年生がダンスで花を添えれば、先生た
ちはカラオケメドレーで見事な歌声を披露しまし
た。ラストナンバーはスウィング・ジャズの定番
「Swing,Swing,Swing」。軽快なリズムとダイナミック
な演奏に、自然と手拍子がおこり、会場は一体となって
盛り上がりました。
全校合唱では、大中生全員で力強い歌声を披露し午後
の部の前半を締めくくりました。
ここで終わらないのが大中祭。午後の部の後半は、生
徒たちによる、生徒たちのための「エンターテイメン
ト」の時間です。
各グループ独創的な衣装をまとって登場し、カラオケ
やダンス、バンド演奏など、密かに重ねてきた練習の成
果を発表し合いました。
エンディングでは全員で大合唱し、苦労を共にして準
備してきた大中祭の大成功を喜び合っていました（左ペ
ージ上段の写真）。
＊公式ブログ「おおがた散歩」9/7、9/10 掲載♪

クイズ大会でのひとコマ。「やったねっ!!」

今年も出ました、全身タイツ集団!!

元気いっぱいの踊りとスマイルで特別賞を受賞!!

見たことのあるキャラクターがたくさん。
コミカルでも、演奏は本気です♪

バレー部の３年生がキュートなダンスで最優秀賞!!

大トリは３年男子のバンド演奏♪
会場のボルテージは最高潮!!

○
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平成27年10月号

大潟村合同金婚式・敬老会

50年の夫婦生活を振り返り、懐かしんでいました
９月11日（金）、サンルーラル大潟において、
平成27年度合同金婚式と敬老会が開催されました。

が行われ、喜寿、傘寿、米寿、卒寿の方々に祝い
金等が贈呈されました。

金婚を迎えられたご夫婦は、昭和40年に婚姻さ

また、幼稚園児によるおゆうぎやフラダンスの

れたご夫婦で、式典には５組のご夫婦が参加され

アトラクションも催され、列席者は手拍子を取っ

ました。金婚式では、婚姻日に発刊された新聞を

たり、拍手を送ったりして楽しんでいました。

見ながら、思い出話に花を咲かせていました。
金婚式終了後、約 250 名の方が参加して敬老会

閉会に際しては、今後とも健康で長生きするこ
とを誓い合い、声高らかに万歳三唱がされました。

アトラクションには大きな拍手
健康長寿を祈念して、万歳三唱

ひだまり苑
９月12日（土）、特別養護老人ホームひだまり
苑において、敬老会が開催されました。式典では、
傘寿、米寿、卒寿、白寿を迎えられた方々一人ひ
とりに、村長から祝い金が贈呈されました。
また、利用者代表として土田英夫さんから謝辞
が述べられました。
式典終了後には湖踊会によるアトラクションも
催され、列席者は大いに楽しんでいました。

○
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敬老会

平成27年10月号

八郎潟干拓記念駅伝競走大会・秋田県女子ロードレース大会
８月30日（日）、第47回八郎潟干拓記念駅伝競
走大会がスポーツラインで行われ、一般の部、高

《女子ロードレース》
【中学生・３㎞】
萩野 真紀（鷹巣中） （10分02秒）

校の部ともに大会新記録が出る好レースとなりま

優勝

した。

準優勝 中嶋 夏奈（鷹巣中） （10分05秒）

また、同時開催の第33回秋田県女子ロードレー
スには66名が参加し、どの選手も力強い走りを見

３位

澤田 茉奈（秋田桜中）
（10分15秒）

【一般、高校・５㎞】
三ヶ田 楓（花輪高） （16分38秒）

せてくれました。主な結果は次の通りです。

優勝

《干拓駅伝》

準優勝 三上 優香（花輪高） （17分03秒）

【一 般】48.272㎞（17チーム）

３位

※大会新
【高校生】48.272㎞（５チーム）
優勝

秋田工業高校（２時間29分44秒）
※大会新

準優勝 花輪高校

（２時間39分09秒）

【中学生】18.000㎞（10チーム）
優勝

美郷中学校 （０時間59分01秒）

８位

大潟中学校 （１時間05分19秒）

（安東謙真・矢久保展・三浦皓太・菅原琉貴弥・
佐々木泰生・三浦凌一郎）

けんしん

３ 位 秋田中央高校（２時間40分32秒）

中学生の部では大中チームも８位と健闘︒

秋田自衛隊Ａ（２時間37分44秒）

写真は１区︑一番右が安東謙真さん︵３年︑中央１︶

優勝

鈴木 菜未（大曲高） （17分05秒）

村民駅伝大会 紫組Ａが圧巻の３連覇
９月９日（水）、村内特設コースで第37回村民駅伝大会

【大会結果】
１位：紫組Ａ（東3-2、東3-3、北2-4)

が開催されました。

こうた

かいち

小雨の中、11チーム（オープン参加２チーム含む）が神

三浦皓太・佐野開智・三浦凌一郎・小

社前を一斉にスタート。直後のカーブでの、肩がぶつかり

野友義・青柳佑宜・本荘渉・杉森博光

そうな競り合いが真剣さを物語っていました。
レース展開を牽引したのは、昨年・一昨年と優勝してい

ゆうき

わたる

２位：大潟村カントリーエレベーター公社
３位：黄組（東2-1、東2-6）

る紫組Ａ（東3-2、東3-3、北2-4）でした。常に首位をキ
ープし、２位に１分半余りの大差を付けて、３連覇を決め
るゴールテープを切りました。
紫組Ａの皆さん、おめでとうございます。

どとう

げき

商店街前の中継地点ではたくさんの観客がランナーに檄を飛ばしていました

カモシカのような怒濤のラストスパートで、
○ 11
勝利のたすきをアンカーへ

大潟神社例大祭
みこし

みこし

はら

神輿に神様を乗せ、お祓いを受けていざ出発！

も

ひだまり苑やふれあい健康館の前で神輿を大きく揉むと、
お年寄りから大きな拍手があがっていました

９月10日（木）、第37回大潟神社例大祭が行われ、

ごこくほうじょう

五穀豊穣などが祈願されました。
み こ し

午前から昼過ぎにかけては、神様を乗せた神 輿が
各住区を巡行し、統前町を中心とした男衆による威
勢の良いかけ声に、沿道の住民たちからは多くの拍
手が起こっていました。
午後の部最初には、商店街において踊りや太鼓の
奉納が行われました。小学５年生女子による手古舞、
小学６年生による子ども太鼓の際には、子どもたち
て こ ま い

小学校５年生による、華やかな手古舞

の練習の成果を見ようとたくさんの観客が訪れ、大
きな拍手を送っていました。また、子ども太鼓を指
導した龍勢会の演奏もありました。
続いて商店街から神社までの神輿巡行では、「ソ
イヤ！ソイヤ！」のかけ声と共に神輿を大きく揺さ
ぶり、祭が終わるのを惜しむようにジリジリと歩を
進めていました。また、一昨年から交流事業を行っ
ている仙北市から来た龍神神輿も加わって、威勢の
良いかけ声とお囃子が村に響き渡りました。

みこし

ゆ

ミニ龍神神輿。
「いざ、行かん！」

みこし

こちらは大型の龍神神輿。
上下左右、豪快にうねりながら、悠々と進んでいきました

神社へ近づくと、終わりを惜しむようにその歩幅は小さく。
○
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はなぼう

そして 花棒

の奪い合いが始まります！

お囃子で神輿を先導した後、神社の前で最後の奉納太鼓。
小学校６年生が短期間の練習でがんばりました

平成27年10月号

大潟神社奉納ちびっこ相撲大会

結果

９月 10 日（木）、平成 27 年度大潟神
社奉納ちびっこ相撲大会が行われました。
大潟神社例大祭と合わせて、例年は大
潟村相撲場で行われるところ、あいにく
の天気のため会場を村民体育館に移して
行われました。それでも子どもたちの元
気いっぱいの取り組みが大潟神社に奉納
されました。
屋内用の土俵が使用されました

結果は以下のとおりです。
５ 年 生
優 勝
準優勝
３ 位

佐々木悠大
れ お

４ 年 生
福田 隼人

清塚 玲央

中原 圭太

ゆうた

だいすけ

澤田石優大
金子

はやと

颯

松本 大翼
み わ

千田 実和

３ 年 生

２ 年 生
そ ら

１ 年 生

幼 稚 園
金子 聡汰

桜田 悠真

村上 蒼空

門間 拓実

はる

きだい

いぶき

佐々木 晴
今井 綾香
三村 正義

髙階 稀代

勝田 一颯

はるか

はると

白戸 悠禾

杉山 陽翔

ちあき

ゆうし

佐野 千彰

浅野 裕

高橋

るい

塁

今井 悠斗
にっき

三村 日葵

秋田県消防操法大会 大潟村消防団第１分団が３位入賞
９月４日（金）、由利本荘市の秋田県消防学校
において、第52回秋田県消防操法大会が開催され
ました。大潟村消防団からは、第１分団が男鹿潟
上南秋支部の代表としてポンプ車操法の部に出場
し、日頃の練習成果を発揮して、第３位に入賞し
ました。
猛暑や大雨が続く中で訓練を重ねてこられた選
手の方々、おめでとうございます。また、選手を
支えてこられたご家族・団員を始めとする皆さま
に感謝いたします。
今後とも、大潟村の防災力の要としてご活躍さ
れることを願っております。

奥から、指揮者 川﨑健次 班長、１番員 三浦久樹 班長、
２番員 清塚淳一 団員、３番員 勝田修弘 団員、４番員 工藤猛 団員

秋田25市町村対抗駅伝“ふるさとあきたラン” 大潟チーム健闘
９月 13日（日）、横手市において、第２回秋田25市
町村対抗駅伝

ふるさとあきたラン

が開催されまし

た。
この大会は全県25市町村のチームが出場する駅伝大
会で、昨年の秋田市大会から始まりました。
大潟チームは、合同練習の成果を発揮して健闘しま
したが、出場36チーム中35位、県内３村中３位という
結果でした。
「会場が横手市ということで、実際のコースで練習
が出来ず、みんな苦しい走りになったと思う」とキャ
プテンの田口雄大さん（東2-6）は振り返りました。
選手・関係者の皆さん、お疲れ様でした。
※結果の詳細は大会公式ＨＰで見ることができます。

後列左から、本庄ゆかりさん（東3-2）、田口雄大さん（東2-6）、小澤透さん（西2-1）
かのん
中列左から、佐藤海音さん（西1-2）、斉藤満さん（西2-1）、杉森博光さん（東3-2）、
安東謙真さん（中央1）
まさこ
はるひ
前列左から、田口恵梨さん（東2-4）、近藤真子さん（西2-4）、佐々木暖日 さ ん（ 北
1-2）、三浦凌一郎さん（西2-1）
○
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大潟招待ミニバスケットボール大会 大潟ミニバススポ少が準優勝!!
８月23日（日）、村民体育館において、第27回
大潟招待ミニバスケットボール大会（通称：大潟
カップ）が開催され、全県から集まった８チーム
が覇を競いました。
大潟チームは、４人しかいない６年生が主軸と
なってチーム一丸となり、１回戦は琴丘チームに

45対30で、２回戦は協和チームに44対35で勝利
しました。決勝戦では惜しくも米内沢チームに敗
れはしたものの、大潟チームの持ち味である粘り
強いプレーで、大会を大いに盛り上げました。
準優勝、おめでとうございます。

さぁオフェンス!!

当たりでは負けないッ!!

大潟ミニバススポ少は
新入会員を募集しています！
大潟ミニバススポ少では、新入会員
を募集しています。興味のある方は下
記までお気軽にご連絡ください。
【練習時間】週に４日程度、
１日２時間
【練習場所】小学校体育館
【連絡先】大潟ミニバススポ少父母の会
櫻田一成 ☎ 090-1490-9600

全力を出し切ったあとは良い笑顔♪

男鹿半島・大潟ジオパーク・クリーンアップが開催されました
９月６日（日）、男鹿市の鵜ノ崎海岸と大潟村西部承水
路において男鹿半島・大潟ジオパークのクリーンアップ活
動が行われました。
ジオパークでは、当該地域の保護・保全活動が重要な理
念として位置づけられており、当日は男鹿市と大潟村から
約40名がジオサイトの美化活動に参加し、２トントラック
１台、軽トラ２台分のごみや流木を回収しました。
またその後、大潟の自然を愛する会のメンバーによって、
西部承水路に捨てられたルアー類の回収作業が行われまし
た。
ジオパーク再認定に向けて、皆さまのご協力よろしくお

これだけのごみや流木を回収しました

願いいたします。
西部承水路でのルアー回収

○
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鵜ノ崎海岸でのクリーンアップ

田吾作

全県大会出場決定

８月23日（日）、29日（土）の両日、八郎潟町
の弁天球場において、第46回全県おはよう野球大
会南秋田地区予選が行われました。
大潟村の第１代表「田吾作」は、１対０の緊迫
した試合展開となった１回戦を制すと、続く準決
勝も継投で４対０と勝利しました。
決勝戦でも田吾作の勢いは止まらず、八郎潟バ
ーンズとの打ち合いを制して、７対４で全県大会
出場を決めました。
全県大会は10月17〜19日、こまち球場、八橋球
場（秋田市）で行われます。
南秋田地区代表としてのご健闘をお祈りいたし
全県大会での活躍も期待しています！

ます。

桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会結果
９月10日〜13日、大潟村水上スキー場で第60回桂宮杯全日
本学生水上スキー選手権大会が開催されました。今年は全国
から10大学が参加し、男女別にトリック・スラローム・ジャ
ンプの種目が行われました。競技は３種目の合計得点で競わ
れ、主な結果は以下のとおりです。
【男子団体】
１位：立教大学、２位：慶応義塾大学、３位：学習院大学
【女子団体】
１位：学習院大学、２位：立教大学、３位：明治学院大学

男子のジャンプでは、飛距離44.8ｍの
大会新記録が出ました！

＊公式ブログ「おおがた散歩」9/17掲載♪

2016世界インカレ 大潟村での開催が決定!!
毎年日本の学生水上スキー選手権大会（＝インカレ）が
開催されるここ大潟村で、2016年世界学生水上スキー選手
権大会（＝世界インカレ）が開催されることが正式に決定
しました。
世界の技を、間近で堪能しましょう！そして世界と競い
合う日本の学生たちを、ぜひ皆さんで応援しましょう！

トリックでは多彩な技を競い合いました

秋田県民スポーツ大会ボウリング競技
個人女子の部で小玉真紀子（北1-2）さんが優勝！
９月６日（日）、大館市の北星アイネックスにおい
て、平成27年度秋田県民スポーツ大会ボウリング競技
が開催されました。
大潟村から出場の小玉真紀子さんは、９ゲームトー
タルの点数で競う個人女子の部で1,674点（１ ゲーム
平均186点）という安定したプレーを見せ、みごと優勝
を飾りました。
おめでとうございます。

○
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平成28年１月 マイナ

10月以降順次、地方公共団体情報システム機構から全村民にマイナンバーが記載された「通知
カード」が送付されます。
通知は、世帯ごとに送付されますので、大切に保管してください。
マイナンバーとは、住民票を有する全ての国民に対して、１人ひとりに付けられる 12桁の番号
のことです。
平成28年１月以降、社会保障分野・税分野・災害対策分野で、マイナンバーが使用されるよう
になり、福祉関係などの申請の際に用意しなければならない書類が減るなど、手続きが簡素化さ
れます。

Ｑ マイナンバーは何に使われるの？
Ａ 以下の分野で利用されます。
①社会保障関係の手続き
・雇用保険等の資格取得や確認、給付
・ハローワーク等の事務に利用
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護
②税関係の手続き
・税務署に提出する確定申告書、届出書、調書等
③災害対策
・被災者台帳の作成事務
・被災者生活再建支援金の給付

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

Ｑ マイナンバーはどうやって届くの？
Ａ 住民票の住所地に、簡易書留で送付されます。

以下の書類が入っているか確認してください。
①宛名台紙
②通知カード、個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書（世帯人数分同封）
③説明用パンフレット（１通につき１部同封）
④個人番号カード申請書の返信封筒（１通につき１部同封）

【問合せ】大潟村役場 総務企画課 ☎ 45コールセンター（全国ナビダイヤ
○
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ンバー制度が始まります！
■希望する方は、身分証明書としても使用できる
「個人番号カード」を申請できます。

【個人番号カードとは】
個人番号、氏名、住所、生年月日、性別に加えて顔写真とＩＣチップを登載したカードで
す。個人番号カードは、本人確認できる身分証明書として利用することができます。また、
ＩＣチップに記録された電子証明を用いてｅ−Ｔａｘの電子申請にも利用できるようになり
ます。
【個人番号カードの申請方法】
個人番号カードを申請する場合は、マイナンバーの通知の際に同封されている「個人番号
カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に、必要事項を記入し、顔写真を貼って、返信
用封筒に入れて送ってください（個人番号カードは、無料で取得できますが、顔写真はご自
身で用意していただかなければなりません）。
【個人番号カードの受け取り方法】
個人番号は、平成28年１月以降、ご本人が役場の窓口でお受け取りください。その際には
次の３つが必要となります。
①通知カード（個人番号カード発行の際、通知カードは回収します。両方は持てません。
また、住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードを取得した時点で廃止し回
収します。こちらも両方は持てません。）
②個人番号カードが準備できたことを知らせる「交付通知書」
③運転免許証などの本人確認書類
④住基カード（お持ちの方のみ）

ご注意ください！
＊マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
＊マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供
する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
（注）内容に変更があった場合は、広報やホームページ等でお知らせします。

2111、大潟村役場 住民生活課 ☎ 45-2114
ル）0570-20-0178
○
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

大 潟村ふるさと会総会・親睦会のお知らせ
大潟村ふるさと会の総会が、下記のとおり開催さ
れます。当日は総会の後、会員である東京近郊在住
の村出身者のみなさんと村からの参加者とで親睦会
も開催されます。
みなさんの親類・友人等で、東京近郊にお住まい
の方がいらっしゃいましたら、是非、旧交を温め、
東京での新しい交流の場としてお気軽に参加してい
ただくよう、ご紹介をお願いします。

非 常勤保育士

【期日】 10月17日（土）
【時間】総会16:00〜 親睦会17:30〜
【会場】ホテルイースト21東京
（東京都江東区東陽6-3-3）
【会費】3,000円（ご夫婦での参加の場合5,000円、
小学生から高校生まで1,000円）
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

募集のお知らせ

【雇用形態】非常勤職員（週５日勤務）
【雇用期間】雇入日〜平成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〜
【必要資格】保育士・幼稚園教諭免許
【募集期限】10月23日（金）まで
写真を貼った履歴書提出（面接あり）
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

障 がい者を対象とした非常勤職員

募集のお知らせ

【雇用形態】非常勤職員（週５日程度勤務）
【雇用期間】雇入日〜平成28年３月31日
【勤務時間】8:30〜16:30の原則７時間
※勤務日数・時間については応相談
【勤務内容】公共施設の清掃、電話対応等
【報
酬】時給800円
【募集人数】若干名
【受験資格】介助なしに職務の遂行が可能な方で、
次のいずれかの要件を満たす方。

【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

大潟村川柳倶楽部

ふる里の景色が呼ぶとすぐ帰る 池田郷太郎

工藤善一郎

今野 茂

虫の声秋の夜長の演出家

少しでも北へとおもう甲子園

宮野洋子

せみしぐれ

ふる里と親には恥をかかせまい

宮田善拓

ケータイをＯＦＦにして聞く蝉時雨
川渕キヨ子

増えるのは皺と白髪と飲み薬

馬場 登

佐藤金治

ふる里は人影消えた村になり

大内一遙

紙オムツ強い親父の裏の顔

賑わいの後の淋しい布団干し

北林 强

白一点波紋ひろがる趣味の会 下間りょう子

迎え火の炎にかすむ過疎の村

抱っこされジジを見下ろすハイタッチ
佐藤 豊

遠藤順子

松岡正樹

猛暑日もお盆過ぎたら遠慮がち

ＴＰＰ巨大迷路に迷い込み

伊藤康子

渡部兼美

夏バテに優しくふれる涼風が

畠山政雄

往く孫に汗に隠した涙顔

ふる里は心に宿る宝物

高橋武松

武士の情け雑草は手で抜いている
一ノ関せい子

盆終えて肌良い風が頬なでる

小林信雄

ひとおもい伝えてこだま砕け散る 瀧澤山龍

秋風が果実の味を深くする

舘岡稲風
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秋茄子に一筆添えて出す葉書
○

１）身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が
１級〜６級までの方
２）療育手帳の交付を受けている方
３）精神保健福祉手帳の交付を受けている方
【選考方法】面接試験
【申込方法】写真を貼った履歴書の提出

平成27年10月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

国 民健康保険の被保険者証の更新について
〜新しい保険証が送付されます〜
現在国保に加入されている皆さんには、平成 27
年 10 月１日から使用する新しい被保険者証が９月
下旬に送付されています。窓口での更新手続きは不
要です。
被保険者証は、皆さんが保険医療機関等で受診す
るときに国保の加入者であることを確認できる唯一
の証明です。受診される方は次のことをお守り下さ
い。
１．平成 27年10月１日以降に保険医療機関等を
受診する場合は、新しい被保険者証を窓口に提
示してください。
２． 70 歳以上の方は、負担割合を表す証として
別途交付している「国民健康保険高齢受給者
証」を、被保険者証と一緒に保険医療機関等の
窓口に提示してください。

男 鹿潟上南秋地区

また、社会保険への加入や転出など、資格異動が
あった場合は、被保険者証を持参のうえ、速やかに
手続きくださるようお願いいたします。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114
平成28年９月30日
○○○○○○○

みほん
大潟 太郎

男

昭和◎◎年◎月◎日
大潟 三郎
南秋田郡大潟村字東◎丁目◎番地◎
昭和○○年○月○日
平成27年10月１日

新しい保険証は、一般被保険者証はピンク、退職被
保険者証はグレーになります。

総合防災訓練のお知らせ

11月５日（木）に、大潟村で男鹿潟上南秋地区の
総合防災訓練が実施されます。この訓練は毎年、男
鹿潟上南秋地区の６市町村が持ち回りで実施してい
るものです。
今回の訓練では、日本海沖を震源とする地震発生
に伴う火災、水難事故、家屋倒壊等への対応を想定
した各種訓練の実施を予定しております。
住民の皆様による救助訓練や火災対応訓練なども
予定しておりますので、ぜひご参加ください。
訓練内容の詳細については、10月中旬に全戸へち
らしを配布する予定です。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

戦 没者等のご遺族の皆さまへ

訓練は様々な場面を想定して行われます

第10回特別弔慰金の請求を受け付けています

この弔慰金は、戦後70周年にあたり、今日の我が 【支給内容】額面25万円、５年償還の記名国債
国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に 【請求期間】平成30年４月２日まで（随時受付中）
思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するも 【その他】第８回又は第９回の受給者で、引き続き
第10回の受給者になると見込まれる方には、直接
のです。
通知をしていますので、忘れずにご請求ください。
【支給対象】平成27年４月１日を基準日とし、遺族
年金の受給権を有するご遺族がいない場合に、戦
また、これまで弔慰金をもらっていない方でも、
没者等の死亡当時のご遺族のうち、基準日現在最
前回の受給者が亡くなるなどにより、新たに支給
先順位にある方一名の請求により支給します。
対象となる場合があります。お心あたりのある方
※戦没者との生計関係や支給順位等条件があります。 はお問い合わせください。
【請求・問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114
詳しくはお問い合わせください。
○
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住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613

総 合検診のお知らせ
生活習慣病予防・がんの早期発見のため、総合検診を実施します。年に１回は健康診査を受けましょう！
【日程】
月 日

対象住区

10月21日（水）
22日（木）
23日（金）
26日（月）
27日（火）
28日（水）

75歳以上の方・障がいのある方
東2-4、東2-5、東2-6、東3-4、中央
西1-1、西1-2、西1-4、西2-1
西2-2、西2-3、西2-4、西3-1、北1丁目
西3-2、西3-4、東2-1、東2-3、北2-4
東3-1、東3-2、東3-3

【受付時間】
午前６時30分〜９時30分

特定健診・後期高齢者健診・胃がん検診・肺がん等検診
大腸がん検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診

午後０時30分〜１時30分

子宮がん検診（卵巣がん検診も含む）・乳がん検診
（21日は子宮がん検診、乳がん検診はありません。）

【場所】 保健センター
【対象・料金】
検診項目
特定健診
後期高齢者健診
胃がん検診
子宮がん検診

乳がん検診

大腸がん検診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診

対象年齢

検診料金

39歳以下
40〜74歳で大潟村の国保加入者
75歳以上
30歳以上
20歳以上の女性
40 歳以上で昨年乳がん検診を受けていな
い女性

１，１００円
無料
無料
９００円
１，８００円
マンモグラフィ一方向（50歳以上）
１，０００円
マンモグラフィ二方向（40歳以上）
１，６００円

30歳以上
50歳以上の男性
・40歳の方
・ 41 歳以上で今まで一度も肝炎ウイルス

５００円
５００円
７００円

検診を受けたことのない方
肺がん等検診

40歳以上

骨粗鬆症検査

35歳〜70歳

レントゲン４００円
喀痰６００円
６００円

●平成25年度から肺がん検診と結核検診を統合し、肺がん等検診として実施しています。65歳以上の方は
年に１度はレントゲン撮影を受けてくださるようお願いします。
●村は、国保の被保険者の40〜74歳の方を対象に特定健診を実施します。国の医療制度改革により、平成

20年度から保険や健康保険組合などの医療保険者に40歳以上の被保険者に対する内臓脂肪型肥満に着目
した「特定健診・特定保健指導」の実施が義務づけられています。
・39歳以下の方については、ご加入する医療保険に関わらず、村の健診を受けることができます。
・国保以外の医療保険の被扶養者の方については、医療保険者が発行する「特定健診受診券」を持参すれ
ば、村で実施する健診を受けることができます。
○

20

平成27年10月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613

◎「ちょこっと」で気軽に血圧測定♪
10月６日（火）、16日（金）10:00〜11:30

保健センター
今月の行事

◎乳児健診
【日時】10月８日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.5.8〜6.8生）
７ヶ月（H27.2.8〜3.8生）
10ヶ月（H26.11.8〜12.8生）
の乳児
13ヶ月児（H26.9月生）
◎２歳児親子歯科健診
【日時】10月14日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H25.４月〜５月生の幼児と親
◎専門医による「心の健康相談日」
10月13日、27日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
10月20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

◎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。
・22日（木）14:00〜15:00
【日時】10月８日（木）
【会場･申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
10月７日（水）9:50〜 ふれあい健康館
10月７日（水）13:00〜 保健センター（栄養相
談も可）
10月14日（水）9:50〜 ふれあい健康館
10月19日（月）9:30〜11:00 保健センター
11月４日（水）9:50〜 ふれあい健康館
11月４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。

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

大潟幼稚園

☆﹁いろいろな言葉を勉強中？﹂

暑い日︑鼻血が出てしまった友だちを心配して
声をかけてくれたＡくん︒
Ａくん﹁Ｂくん︑大丈夫？﹂
先生﹁Ａくん︑Ｂくんのこと心配してきてくれた
んだね︒ありがとう︒やさしいね︒﹂
Ａくん﹁早く止まるといいね︒今日︑暑いからふ
やけちゃったのかもね︒﹂
先生﹁暑くて体がふやけちゃったかもね︒それを
のぼせるって言うんだよ︒﹂
Ａくん﹁そうそう︑のぼせるだった︒アハハハ！﹂
いろいろな言葉を使えるようになったＡくん︒
心配してくれたおかげでＢくんの鼻血はすぐに止
まってくれました︒

☆﹁何して遊ぼうかなぁ？﹂

先生﹁何して遊ぶ？﹂
Ａちゃん﹁私︑ブロックがいいなあ︒ブロックで
お家作ろう︒﹂
先生﹁どんなお家作る？すてきなお家作って
ね！﹂
Ｂちゃん﹁私のお家にブロックリーあるよ！﹂
先生﹁え？︵ブロック？ブロッコリー？︶﹂
Ｂちゃん﹁私ブロックリー嫌いなの︒﹂
先生﹁Ｂちゃん︑もしかしてブロッコリーのこと？
Ｂちゃん︑ブロッコリー苦手なんだね︒﹂
︒似てる︑似てる
ブロッコリーとブロック …
︵笑︶
Ｂちゃん︑ブロッコリーを食べられるようにな
るといいね︒

in

○
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保健センター ☎ 45-2613

個 別受診勧奨（コール・リコール）事業をおこないます
下記の日程で「大腸がん検診のお勧め」の電話をします。

◎以下に該当する方には、10月13日（火）～16日（金）に電話をします。
村の総合検診で大腸がん検診を受けると回答した方と、過去３カ年村の大腸がん検診を受けていない方
に「がん検診コールリコールセンター」から電話で検診案内をします。
【電話の内容】検診のお勧めです。

◎11月18日（水）～20日（金）対象の方に電話をします。
村の総合検診で大腸がん検診を受けると回答した方で、検診を受けなかった方に
「がん検診コールリコールセンター」から電話で追加検診の案内をします。
【電話の内容】追加検診のお勧めと申し込みをとります。
＊大腸がん検診の追加検診は12月７日（月）、８日（火）を予定しています。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

平 成27年度季節性インフルエンザ予防接種（ワクチン接種）について
10 月1 日からインフルエンザワクチンの接種が開始されます。
流行する前にワクチンを接種しましょう（接種期間27年10月１日〜28年２月29日)。
【季節性インフルエンザ予防接種への大潟村の助成制度】
インフルエンザ予防接種については、皆さんの判断で接種していただくことにな
りますが、大潟村では、希望される方の費用負担を軽減するために、下記のように
助成します。
対象

提示書類

補助額

生後６カ月〜中学３年生
母子健康手帳、各種健康保険証、予診票
（13歳未満は２回接種）

１回につき 2,000円

65歳以上の方

各種健康保険証、予診票

１回 1,000円

障がいのある方

各種健康保険証、障がいを証明できるも
全額
の、予診票

高校生〜64歳の方で
村診療所で接種する方

各種健康保険証

１回 1,000円
※診療所で接種する場合のみ助成

【接種の手順】
①接種日を予約する。
・接種を行っている医療機関に連絡して予約をします。
※基礎疾患のある方は、かかりつけ医の指導を受けてください。
※接種を行っていない医療機関もありますので、医療機関に直接問い合わせるか、大潟村保健センタ
ー（45-2613）までお問い合わせください。
②提示書類を持って受診する。
※ワクチンは、昨年まで３価ワクチンでしたが、今年は４価（Ａ型株H1N1、Ａ型株H3N2、Ｂ型株
２種類）ワクチンとなります。それに伴い医療機関によっては接種料金が上がり、自己負担が増え
ることがあります。
なお、診療所で受ける場合は、接種料金は2,000円になります。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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地域包括支援センター ☎ 22-4321

今月の介護予防
◎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】10月６日（火）
【時間】10:30〜11:30
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上
◎ひざ教室「らくひざ教室」
11月13日よりらくひざ教室を開催します。
詳細は、全戸配布時にお知らせします。

◎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】10月７日、14日、21日、11月４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

大 潟村ケアハウスゆうゆう入居者募集
大潟村ケアハウスゆうゆうでは、入居者を募集し
ています。自由にくつろげる空間の中で、あなたも
一緒に生活してみませんか。
【入居条件】 60 歳以上の自立した生活が可能な方
で、自炊が困難または高齢のため独立した生活に
不安のある方。
【募集部屋数】２部屋
【備考】食事は施設で用意します。
温泉入浴が楽しめます。
【申込・問合せ】ケアハウスゆうゆう
☎ 22-4311

環境エネルギー室からのお知らせ

環境エネルギー室 ☎ 45-2115

稲 わら・もみ殻の焼却をやめましょう！
稲わら焼き・もみ殻焼きは県条例で原則禁止されています。
特に、周辺に影響の出やすい10月１日から11月10日まで
の間全面的に禁止されています。
稲わら焼き等で発生する煙が、道路での視界不良や体調不
良の原因となることがあります。これらを未然に防ぐために
も、周囲の空気を汚さない環境に優しい米作りを心がけまし
ょう。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115
秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班
稲わら・もみ殻の焼却は県条例で禁止されています
☎ 018-860-1603
○
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産業建設課 ☎ 45-3653

成28年度未来農業のフロンティア育
平 成研修生募集
北 の橋改修工事に伴う交通規制について
！！
平成28年４月より２年間、実習や講義を通じて農

「北の橋」の改修工事が実施されています。下記

業経営に必要な知識や技術を習得することができま

期間中は片側通行により工事を行いますのでご理解

す。１年目は県内各試験場で研修し、２年目からは

とご協力をお願いいたします。（通行できる供用帯

県内先進農家等で実践的な技術等を身につけること

幅は3.25ｍです。）

ができます。

【施工業者】石井工業㈱（三種町）

【研修コース】

【規制期間】平成27年９月上旬〜平成28年３月18日

研 修 先

研修コース

農業試験場

作物、野菜、花き

畜産試験場

酪農、肉用牛

果樹試験場

りんご、なし、ぶどう

花き種苗センター

花き

【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

潟環状線舗装補修工事に伴う交通規
大 制について
経年劣化や沈下により補修が必要となった大潟環
状線の舗装補修工事が実施されます。下記期間中は

【応募資格】
①農業後継者、または新たに農業を始める方で、
就農意欲の高い方。

片側通行により工事を行います。ご不便をおかけし
ますがご協力をお願いいたします。

②研修終了後、確実に県内に就農できる方。

【施工業者】鈴成建設㈱（大潟村）

③応募時点で年齢が45歳未満の方。

【規制期間】10月上旬から11月20日

【申込期限】平成27年10月16日（金）期限厳守
※申し込みをお考えの方は早めに問い合わせ下さい。

至 総合中心地

【その他】
①募集人数には限りがあります。
②書類審査、小論文、面接試験があります。
南の橋

③研修期間中は研修奨励金または青年就農給付金
（準備型）を受給できます。
④詳細な募集要項は、県ＨＰ及び村ＨＰにも掲載
されています。
【申込・問合せ】

南の橋から
南方向へ約400ｍ

産業建設課
☎ 45-3653

至 男鹿市

定公共賃貸住宅入居者募集
特 （独身用）
【募集戸数】１戸
【家

賃】22,000円／月

【募集期間】10月５日（月）〜９日（金）
【入居条件】①１ヶ月あたりの所得が158千円以上

487千円以下
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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【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

村 道脇の管理について（お願い）
大潟村では村道の草刈り作業を行っておりますが、
放置されたトレーラー等が草に隠れているため作業
機械が破損するなどの被害が発生しております。村
道敷きへの放置は重大な事故につながるため、トレ
ーラー等の適切な管理をお願いします。
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

平成27年10月号

産業建設課からのお知らせ

新 米まつりinおおがた

産業建設課 ☎ 45-3653

開催のお知らせ

今年も新米の季節がやってきました。実りの秋、大潟村では今年もおいしい新米が穫れています。その
新米の特売を始め、餅つきや大抽選会などの催し、協賛イベントもたくさんあります。お誘い合わせの上、
是非ご来場ください。
【日時】10月４日（日）9:00〜14:00
【会場】ホテルサンルーラル大潟前
【主なタイムテーブル】
八郎太鼓 龍勢会による和太鼓演奏
9:00
米粉グルメinおおがた
10:30 餅つき体験＆無料配布（１回目）
12:00 新米おにぎり無料配布
13:00 餅つき体験＆無料配布（２回目）
※詳細は大潟村公式ＨＰからダウンロードできます。 あぜ道に届くほどたわわに実った新米。
皆さんの舌で、そのおいしさを確かめてください♪
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

体 育館を月曜日も開館します。
11月から３月の冬期間は休館日である月曜日を一部開館します。健康、体力づくりに
有効活用してください。
なお、月曜日の開館時間と利用対象は次のとおりです。
【午後の部】 13:00〜16:00 一般開放
【夜間の部】 17:00〜22:00 団体利用開放
※9:00〜12:00 は清掃等のため休館します。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

Ｂ ＆Ｇプールの忘れ物
Ｂ＆Ｇプールに忘れていったタオルやゴーグル・
メガネなどを村民体育館で預かっています。心当た
りのある方は確認をお願いします。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

ス ポーレおおがた

ウォーキングのお知らせ

《10月のおすすめウォーキング》
つたしちぬま

◎蔦七沼の紅葉ウォーキング
【日時】10月18日（日）午前6:30出発（村民体育館）
【場所】青森県 蔦七沼
【参加費】1,500円（バス代＆傷害保険料込み）
【申込期限】10月13日（火）
【持ち物】昼食、着替え、雨具
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
○

25

平成27年10月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎ 45-2611

新 しい本、入りました（９月分）
今月は各書店スタッフおすすめの本を中心に選びました。テーマはずばり『コー
ヒーを飲みながら読みたい小説』です。
公民館図書室にある本の中から本当におもしろい一冊に出会いに、ぜひ探しに来
てみてください。
【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
№
１ 翼

タイトル

著者
白石 一文

２ 珈琲屋の人々

池永 陽

３ 流れ星が消えないうちに
お待ちしています 下町和菓子
４
栗丸堂

橋本 紡

№
タイトル
著者
７ ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文
つれづれ、北野坂探偵舎心理描写
８
河野 裕
が足りてない
９ タルト・タタンの夢
近藤 史恵

似鳥 航一

10 サーカスナイト

５ ボッコちゃん

星 新一

６ バケモノの子

細田 守

「相続専門」のプロだけが知っている相
11 続から家族と資産を守る
61のポイント 杉森 真哉
山本 鎭雄
12 目耕録- 定年退職後の晴耕雨読

よしもとばなな

＊公民館図書室大活字本の貸出について
10月１日（木）から12月21日（月）までの期間、大活字本の貸出を始めました。通常の２〜３倍の大
きな字で書かれている本です。小さな文字を読むのが苦手な方や高齢者の方でも読書を楽しめるように、
大活字本コーナーを設けておりますのでご利用ください。
＊大型絵本の展示、貸出について
児童図書コーナーで今月から大型絵本の展示、貸出を始めました。お立ち寄りの際は手にとってぜひご
覧ください。お子さまへの読み聞かせに活用しながら大型絵本の魅力をお楽しみください。
【大活字本、大型絵本の貸出に関するお願い】
①本を借りる際は、図書室または児童図書コーナーにある図書貸出簿に必ず必要事項をご記入してくだ
さるようお願いいたします。
②本は１人５冊まで、貸出期間は２週間となります。
③大活字本の貸出期間は返却日も含めております。必ず期間を守るようお願いいたします。
④本を返却する際は、元の場所に返却するようご協力ください。

＊大潟村きらきら塾＊
◎ハロウィーンパーティー
英語を使ったゲームやパーティーをして、
お友達と一緒に楽しみましょう。
【日時】10月24日（土）9:50〜12:00
【対象】幼稚園児（保護者付添い）
・小学生
【定員】30名（定員になり次第締切り）
【会場】大潟村公民館大集会室
【講師】森田 千尋 氏
【参加費】
①お菓子が必要なお子さま１人300円（保険料含む）
②お菓子が不要なお子さま１人50円（保険料のみ）
※どちらも申込時にご持参ください。
【申込期限】10月14日（水）
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611
○
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◎お茶会
和のこころを学び、日本文化に触れてみませ
んか。お茶と一緒においしいお茶菓子もどうぞ。
【日時】11月７日（土）10:00〜12:00
【対象】幼稚園児・小学生
【定員】20名
【会場】大潟村村民センター
【協力団体】裏千家お茶愛好会
【参加費】150円（お茶菓子代）
※当日ご持参ください。
【申込期限】10月30日（金）
【申込・問合せ】公民館
☎ 45-2611

平成27年10月号

子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462
公民館 ☎ 45-2611

教育委員会からのお知らせ

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター♪

子育て支援センターは、就学前のお子さんとお家
の人が一緒に過ごす場です。育児相談に乗ったり、
イベント情報の提供をおこなったりしています。
家庭でなかなか経験できない、季節や年齢に合わ
せた遊びを親子で一緒に体験し、楽しみませんか？
10月は、幼稚園・保育園合同のふれあい運動会
やふれあい消防に参加します。
友だちの輪や、地域とのつながりも広がりますの
で、ぜひ、お友だちを誘って遊びにきてください。
保育園の玄関で、カメさんもお出迎えしていますよ
♪
【利用時間】月曜日〜金曜日 9:30〜12:00
13:00〜15:30
※土・日・祝日・年末年始はお休みです。
【利用料】無料
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
☎ 45-2462

玄関のカメさんとお友だちになったよ♪

みて！シャボン玉つかまえたよ♪

＜９月のさくらんぼクラブ予定＞
●『みんなあつまれ、よ〜いどん！』
（幼保合同ふれあい運動会）
【日時】10月３日（土）9:00〜11:00
【会場】幼稚園園庭（雨天時：村民体育館）
【内容】小さいお子さんも、親子でふれあいなが
ら体を動かして楽しめる競技を計画しています
ので、ぜひ、お友だちを誘ってみんなで楽しい
時間を過ごしましょう。参加賞もありますよ♪
※園庭入り口付近に、未就園児控え場所を用意し
ます。競技は、「プログラム№５」です。
９時 50 分頃未就園児控え場所前にお集まりく
ださい。
●『かんたくん、ピッポちゃんとなかよし！』
【日時】10月７日（水）10:00〜11:00
【会場】子育て支援センター（保育園内・園庭）
【内容】大型消防自動車や救急車、ミニ消防自動
車のかんたくんと、救急車のピッポちゃんが保
育園にやってきます（試乗有り）。また、乳幼
児に多いケガや事故の時の対処と予防の仕方に
ついて講話があります。

◎リサイクルカード作り
牛乳パックを再利用して自分だけのリサイクルカードを作
りませんか。クリスマスメッセージ用のカードや、お正月の
年賀状用のカードを作ってお友達をビックリさせましょう！
【日時】11月14日（土）10:00〜12:00
【対象】幼稚園児（保護者付添い）・小学生
【定員】20名
【会場】大潟村公民館調理室
【持ち物】エプロン
【協力団体】生活学校
【参加費】無料
【申込期限】11月６日（金）
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611

○
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教育委員会からのお知らせ

公民館主催講座・教室

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ

公民館

☎ 45-2611

◎男の料理

【日時】10月28日（水）10:00〜13:00
【内容】「魚のおろし方と塩鮭の作り方」
【対象】村民（男性）
【定員】20名
【会場】村民センター
【持ち物】エプロン・三角巾・筆記用具
【参加費】2,000円（材料費）
【講師】大潟村 小林 覚 氏
【申込期日】10月14日（水）

◎本場のゴスペルを体感しよう
ロサンゼルス在住のプロのゴスペル・ミュージ
シャン、レイ・シドニー氏が大潟村にやってきま
す。なかなか生で聴く事ができないゴスペルを皆さ
ん体感してみませんか。
【日時】11月26日（木）19:00〜20:30
【内容】（１）初めてのあなたにゴスペル指導
（２）レイ・シドニー氏と一緒に歌おう
【対象】ゴスペルに関心の有る方（村外の方も可）
【会場】村民センター
【講師】ロサンゼルス在住 レイ・シドニー 氏
美郷町 ビッグ・ウェイブ・ゴスペル・クワイヤ
代表 因幡 千都世 氏
【参加費】500円（小学生・中学生は無料）
【申込期限】11月12日（木）
※ゴスペル練習日を兼ねる。

◎第４回地産地消料理教室

【日時】11月14日（土）10:00〜13:00
【内容】人が集まるパーティー料理

◎成人文化講座
「曲げわっぱ弁当箱づくり体験」
秋田県の天然杉を使って、木のぬくもりいっぱい

【対象】村民

のお弁当箱を作ります。使えば使うほど木の肌触り

【会場】村民センター

に味が出てきて、愛着を感じる弁当箱ができますよ

【持ち物】エプロン・三角巾・筆記用具

♪

【講師】デリカテッセン＆カフェテリア 紅玉

【日時】11月９日（月）8:00〜17:00

髙橋 紅 氏

【会場】大館市「大館曲げわっぱ工房」

【参加費】2,000円

【対象】村民

【申込み期限】10月30日（金）

【定員】先着15名（定員になり次第締切り）
【参加費】5,100円（体験料・昼食含む）
※当日ご持参ください
【申込期限】10月30日（金）

○
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教育委員会からのお知らせ

公民館主催講座・教室
◎第３回成人文化講座
「防災キットつくり体験」
自然災害が日本各地で起こっています。最近では

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ

公民館

☎ 45-2611

◎第４回成人文化講座
「布ぞうり作り」
着なくなった古着が見事によみがえる、健康と環

地震だけでなく大雨や強風、竜巻、土砂崩れなどが

境に役立つ「布ぞうり」を作って見ませんか？

発生しています。災害を防ぐ事は不可能ですが、起

【日時】11月27日（金）9:30〜15:00

こった時にどうしたらいいのか、シミュレーション

【定員】10人

をしておくことが最も大切です。

【会場】大潟村公民館

災害に強い地域づくりのために、防災・減災に女

【持ち物】着古したＴシャツ２枚（大きめ）・綿の

性の力を生かすために「24時間生きのびる防災キッ

シャツ（鼻緒用）・洗濯ばさみ３個・はさみ（裁

ト」を作りませんか。

ちばさみ等）・縫い針・縫い糸（縫い糸は何色で

【日時】11月５日（木）10:00〜11:30

も構いません）

【対象】村民

【講師】大潟村 鈴木 文子 氏 他

【定員】30名

【申込期限】11月13日（金）

【会場】大潟村公民館
【持ち物】筆記用具・牛乳パックの空箱１個（つぶ
さないでご持参ください）
【参加費】600円
【講師】大仙市企画部男女共同参画・交流推進課
主幹 髙橋 直美 氏

【申込・問合せ】
公民館 ☎ 45-2611

【申込期限】10月22日（木）

支 援講座
◎はじめてのフラメンコ教室
音楽に合わせてステップの練習からスタートしま
す。
繰り返しの練習ですので、運動不足の解消になり
ます。
【日時】１回目 11月10日（火）19:00〜
２回目 11月24日（火）19:00〜
３回目 12月１日（火）19:00〜
４回目 12月15日（火）19:00〜
※１月、２月も月２回開催予定です。
【対象】村民・村に勤務している方
【参加費】月3,000円
【指導者】能代市 棚橋 絵里奈 氏
【申込期限】11月２日（月）
【申込・問合せ】初めてのフラメンコ教室
代表 中本 利江子さん ☎ 45-3602
公民館 ☎ 45-2611

○
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農業委員会からのお知らせ

農業委員会 ☎ 45-3654

ソムリエが厳選した

樽 ボジョレーパーティー参加者募集
ホテルサンルーラル大潟のソムリエが厳選したボ

・当日は秋田駅より無料の送迎車が出ます。また

ジョレーヌーボーを、おいしい料理とともに堪能し

次の日も秋田駅まで送迎いたします（ただし、

ませんか。

サンルーラル大潟に宿泊の方に限ります）。

【期日】11月21日（土）18:00〜

【申込期間】10月26日（月）〜11月６日（金）

【場所】サンルーラル大潟

【申込・問合せ】農業委員会 ☎ 45-3654

【会費】男性2,000円／女性1,000円
【定員】男女各15名
※先着順（最少遂行人数男女各８名）
【参加資格】
《女性》20歳〜45歳くらいまでの独身の方
《男性》20 歳〜 45 歳くらいまでの大潟村在住の
独身の方
【その他】
・女性の参加者は、希望する場合、サンルーラル
大潟に無料で宿泊（素泊まり）することができ
ます。

コ ミュニケーション スキル アップ セミナー（男性編）のお知らせ
「異性とコミュニケーションを取ることが苦手」

【日時】11月21日（土）16:00〜17:00

と感じている男性は、民間の結婚相談所のとある調

【会場】サンルーラル大潟

査によると、60％以上とのこと（H27年１月）。ま

【対象者】村内在住の独身男性

してや初対面となると「何を話して良いのか解らな

【定員】30名

い」と感じている方も多いはず。

【講師】マナーアドバイザー 佐藤 友子 氏

このセミナーでは、そんな苦手意識を少しでも取
り除くために、異性とコミュニケーションを取る際

【申込期限】11月６日（金）
【申込・問合せ】農業委員会 ☎ 45-3654

の心構えや手法を学びます。
「自分には必要ない」と思っていても、さらなる
「気付き」があるかもしれません。ぜひお気軽にご
参加ください。

出 会いを希望される方はあきた結婚支援センターをご利用ください
あきた結婚支援センターは、秋田県や県内全市町
村、各種団体が共同で設立した任意団体です。
センターでは結婚を希望する方の出会いを応援す
るため、会員登録制によるマッチング（お見合い）
を行っています。
【個別マッチングシステム会員】
入会すると、あらかじめ登録された会員の中か
ら、お相手をパソコン検索システムにより選び、
マッチングの申し出を受けた場合には、センターで
個別にお会いすることができます。
○
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あきた結婚支援センターの入会登録料（１万円）
は大潟村が全額負担しますので、入会登録時の本人
負担はありません。
☎ 45-3654
あきた結婚支援センター ☎ 018-874-9471
【問合せ】農業委員会

平成27年10月号

地

つれづれ

vol.４

域おこし協力隊 徒 然日記♪

ジオパーク再認定に向けて、正念場!!

ジオ
（大地）
の恵み
海よりも
低い大地

森田 僚也
はい、そうなんです！「男鹿半島・大潟ジオパ
ーク」は今、４年に１度の日本ジオパーク再認定
審査を控えているんです！
再認定審査とは、ジオパークとしてきちんと活
動が行なわれてきたかを審査する重大なものです。活動がきちん
とされていないと、日本ジオパークじゃなくなっちゃうんです！
審査は11月、すぐそこまで迫っています。

トワークシンポジウム＆ガイドフォーラム2015in山陰海岸！場所
は京都、兵庫、鳥取で、５日間にも渡るジオイベントです！
最初の２日間はガイドフォーラム。これは日本各地のガイドさ
んによる発表会と勉強会ですね。ジオパークをもっと皆さんに知
ってもらうために、各地でどんな取り組みをしているのか大変参

地面を掘れば
貝の化石が出る

というわけで参加してきました！アジア太平洋ジオパークネッ

考になりました。また、グループ討議もあり、とてもいい刺激を

関係者の方々が、自分達の国の事例などを発表し、それらを勉強
するというものです。ほぼ全ての発表が英語のため、日本語の同
時通訳を聞きながらの学習でした…！それでも世界での取り組み
を生で聴くことができる貴重な体験なので、目ん玉をひんむいて、
耳の穴をかっぽじって勉強させてもらいました。

それは何故か？

残り３日間は国際シンポジウム。これは様々な国のジオパーク

干拓地
だから！

もらいました。

今回の大会は、11月の日本ジオパーク再認定審査へと生きると

だと感じました。
ジオパークって何？と少しでも興味を抱いてくれたそこのあな
た！干拓博物館でお待ちしております！

湖底の栄養分を
たっぷり含んだ
肥沃な土壌で育つ

は、地元の皆さんにこそもっとジオパークを知っていただくこと

大潟村の農作物は
ジオ
︵大地︶
の産物
だったりするのです♪

ても有意義なものでした。そして再認定に向けて最も大切なこと

ともや

作・画 森田僚也

アジア太平洋ジオパークネットワークシンポジウム

グループ討議もとても有意義なものでした

○
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情報・募集・ご案内
天王みどり学園から

天王みどり学園 学園祭のお知らせ
児童生徒によるステージ発表、作品展示、生
徒作業学習製品販売などを行います。地域の皆

秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練12月期生を募集します
【訓練期間】平成27年12月９日（水）
〜平成28年６月30日（７ヶ月間）

さまのご来校をお待ちしております。

【訓練時間】9:20〜15:40

【日時】10月24日（土）9:30〜14:20

【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）

【会場】県立養護学校天王みどり学園・県総合

【訓練科】テクニカルオペレーション科

教育センター講堂

（若年者コース）（20名）

【その他】参加は無料です。

【募集期間】10月２日（金）〜11月４日（水）

【問合せ】秋田県立養護学校 天王みどり学園

【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）

☎ 018-870-4611
秋田労働局から

秋田県の最低賃金が変わります
（10月７日〜）
１時間あたり16円引き上げられ、

６９５円になります。

【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

秋田県内すべての労働者に適用されます。
次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含
まれません。
１）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
２）臨時に支払われる賃金（結婚手当てなど）
３）１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
（賞与など）
４）時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
《ご存じですか？》
・最低賃金制度は、国が最低賃金法に基づいて
賃金の最低額を定め、使用者は、これ以上の賃
金を労働者に支払わなければならないとするも

秋田県木材産業協同組合連合会から

ウッドファーストあきた木材利用ポイン
ト事業について
県産材を用いて住宅を建てる方などを対象に、

のです。

木材利用ポイントを差し上げます。

・今回改正された秋田県最低賃金は、県内の事

【概要】県産材を使って住宅を建設し、又はリ

業所に雇用される全ての労働者に適用される地

フォームをした方や、ペレット及び薪ストー

域別最低賃金です。

ブ、県産木製品を購入した方に、県産品等

・最低賃金は、臨時職員、パートタイマー、ア

（牛肉・日本酒など）と交換できるポイント

ルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。

（１ポイント１円相当で最大20万ポイント）

・日給や月給等の場合についても最低賃金は適

が発行されます。

用されますので、時間額に換算して最低賃金と
比較します。
日給額÷１日の所定労働時間数
月給額÷１ヶ月の所定労働時間数
・使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で
労働者を使用すると最低賃金法違反となります
【問合せ】秋田労働局賃金室 ☎ 018-883-4266
秋田労働基準監督署 ☎ 018-865-3671
○
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【申請期限】平成28年１月29日（金）
※申請方法等詳細につきましては、下記の問
合せ先にご確認下さい。
【問合せ】秋田県木材産業協同組合連合会
☎ 018-837-8091
秋田県林業木材作業課
（木材利用推進班）
☎ 018-860-1915

平成27年10月号

情報・募集・ご案内
秋田北税務署から

平成27年分の年末調整説明会について
平成27年分の年末調整説明会は、秋田南税務署と秋田

◯会場の収容人数の都合上、対象地域を指
定させていただいておりますが、日程の
北税務署の合同開催となります。
ご都合が合わない場合は、他の対象地域
そのため、以前までは「秋田北部市民サービスセンタ
の説明会への出席が可能です。
ー」（通称：キタスカ１Ｆ地域文化ホール）に於いて開 ◯会場駐車場（有料）は利用台数に限りが
ありますので、公共交通機関をご利用く
催しておりましたが、開催場所が秋田アトリオンに変更
ださい。
となります。
◯説明会で使用する書類
①年末調整のしかた
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書の
受付開始
開催日
開催時間
会場
対象地域
時間
作成と提出の手引き
③給与支払報告書（総括表）の書き方
潟上市
④源泉徴収票・支払い調書提出のチェッ
クポイント
五城目町
11月16日
13:30〜
13:00
◯個人事業の青色申告決算説明会（年末調
（月）
15:30 秋田アトリオン 八郎潟町
整関係事務の説明も含む）は別途開催さ
４階音楽ホール 井川町
れます。
（秋田市中通
※大変混み合うことが予想されますので、
10:00〜
ご承知おきください。
二丁目3-8）
秋田市
9:30
12:00
【問合先】秋田北税務署 法人課税部門
11月17日
（火）
☎ 018-845-1161（代表）
男鹿市
13:30〜
13:00
※自動音声によりご案内しておりますので、
15:30
大潟村
メッセージに従い、「２」番（当税務署
に御用の方）を選択してください。
男鹿地区消防署から

『消防ふれあい広場』のご案内
【日時】10月４日（日）10:00〜12:30
※雨天時は10月11日（日）に延期
【場所】マックスバリュ男鹿店駐車場
【実施内容】
・消防車両の展示コーナー
・高所放水車の体験コーナー
・地震体験コーナー（10月４日限定）
・記念写真コーナー
・ミニ消防車＆ミニ救急車乗車コーナー
・救助隊の体験（綱渡り）コーナー
・心肺蘇生法、AED 体験コーナー
・記念品プレゼント
・住宅用火災警報器の普及啓発コーナー
【その他】各乗車体験コーナーでは整理券を発
行します（数量限定）
【問合せ】男鹿地区消防署
予防係 ☎ 0185-23-3119

秋田県町村会から

平成28年度秋田県町村会
新規職員採用試験のお知らせ
本会では、下記のとおり職員採用試験を行い
ます。
【試験区分】大学卒一般事務
【採用予定人員】３名
【職務内容】一般的な事務
【受験資格】
ア．昭和61年４月２日から平成６年４月１日
までに生まれた者。
イ．平成６年４月２日以降に生まれた者で大
学卒または平成28年３月卒業見込みの者。
【試験日】11月22日（日）10:00〜 ※１次試験
【試験会場】秋田県市町村会館
（秋田市山王四丁目２番３号）
【申込期間】10月20日（火）〜11月10日（火）
【申込方法】申込用紙（秋田県町村会館にあり
ます）に必要事項を記入のうえ、下記まで提
出してください。
【申込・問合せ】秋田県町村会 総務課
〒010-0951 秋田市山王四丁目２番３号
☎ 018-862-3851
○
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情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター 10月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所

10月18日（日）
13:３0〜15:30
生態系公園

研修の名称

研修の内容等

対象・研修経費

カラーサンドにガラス細工・石・花など
おしゃれなジェルキャ
一般 20名
組み合わせて、見るのも楽しい簡単オリ
ンドル作りに挑戦♪
研修経費 1,500円/名
ジナルキャンドルを作ります。

■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

《企画展のご案内》
日時・場所

企画展の名称

９月19日（土）
〜10月４日（日） 秋 癒しの花・
9:00〜17:00
リラクゼーション展
生態系公園

展示の内容

料金等

草花や熱帯花木を中心に
憩い空間を演出。花に囲ま
れリラックスしませんか？

無料

10月３日（土）
トラクター馬車の休日無料
無料
〜10月４日（日） 秋の生態系公園まつり
運行や、草花販売、質問相談、 （草花販売
9:00〜17:00
新米まつり
は有料）
スーパーボールすくいを予定。

生態系公園

【問合せ】指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所
☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474
秋田県中央児童相談所から

労働保険（労災保険・雇用保険）の加入
手続きはお済みですか

「里親」登録者を募集します
秋田県では、10月から11月にかけて、里親登
録を希望する方への研修を行います。里親に興
味のある方は、お近くの児童相談所にお問い合
わせください。
【問合せ】秋田県中央児童相談所
☎ 018-862-7311

入札結果について
（予定価格130万円以上）

秋田労働局から

11月は「労働保険適用促進強化月間」です
労働保険は、労働者を１人以上使用する全て
の事業主が加入することとなっています。
該当する場合は、事業主及び労働者の意向に
かかわらず、加入手続きを行うことが法律で義
務付けられています。加入されていない場合は、
速やかに最寄りの労働基準監督署かハローワー
クにご相談ください。
【問合せ】秋田労働局 総務部
☎ 018-883-4267

平成27年８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。

事業名

契約方式

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

大潟環状線舗装補修工事（第26工区）

条件付き
一般競争

8月25日

19,046,880円

87.65

鈴成建設㈱

○
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情報・募集・ご案内
秋田司法書士会から

無料相談会のお知らせ
【内容】不動産・会社・法人の登記、多重債務、
成年後見等

秋田調停協会から

無料調停相談会のお知らせ
【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

【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）

め事、多重債務問題、交通事故（補償）
【日時】11月13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1-1

【その他】前日の15:00までに電話でご予約くだ
さい。

【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

【問合せ】秋田県司法書士会 ☎ 018-824-0187

☎ 018-824-3121（内線128）

秋田労働局・秋田県から

合同労働相談会のお知らせ
秋田労働局、秋田県が合同で無料労働相談会
を開催します。職場のパワハラ、雇止め、解雇、
損害、労働条件の不利益変更などのトラブルに
ついて、この機会に相談してみてはいかがです
か。本人に限らず、家族、同僚等からの相談に
秋田県土地家屋調査士会から

表示登記無料相談会のお知らせ

も応じます。
また、当日は面談相談が原則ですが、電話で
の相談も可能です。

【日時】11月７日（土）10:00〜14:00

【日時】10月17日（土）10:00〜14:00

【場所】秋田拠点センターアルヴェ ４階和室

【会場】イオンモール秋田 ３階イオンホール

（秋田市東通仲町４番１号）
【相談内容】

【その他】受付けは先着順です。混み合ってい
る場合、電話が繋がらない場合がありますの

◎土地の分筆・合筆、地目変更、建物の新
築・増築・滅失などの登記手続きについて
◎土地の調査・測量、境界問題、筆界特定手

でご了承ください。
【問合せ】秋田労働局企画室 ☎ 018-883-4254
秋田県雇用労働政策課 ☎ 018-860-2334
秋田県労働委員会事務局☎ 018-860-3284

続きについて
【問合せ】秋田県土地家屋調査士会秋田支部
土地家屋調査士 畠山幸成事務所
☎ 018-866-1644
土地家屋調査士 飯塚博之事務所
☎ 018-883-1630

○
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10月の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日(金) 農業委員会定期総会(9:00〜)
３日(土)

村の人口の動き･公共施設の状況

役場

幼保合同ふれあい運動会(9:00〜)
幼稚園
＊さくらんぼクラブの参加競技あり(P27参照)

４日(日) 新米まつり(9:00〜)

小学校

７日(水) ふれあい消防・さくらんぼクラブ
保育園
(10:00〜、P27参照)
大潟村子ども海外研修事業(〜12日)
韓国
＊大潟中生徒が韓国インピ中学校を訪問

９日(金) 前期修業式

幼小中

14日(水) 後期始業式

幼小中

大潟村子ども海外研修事業(〜29日)
26日(月)
中学校
＊韓国インピ中学校生徒が大潟村を訪問
28日(水) 韓国インピ中学校との交流会

中学校

31日(土) 学習発表会

小学校

11月上旬の行事予定
日付

世帯数
人口
男
女

1,080
3,248
1,612
1,636

(−5)
(−9)
(−3)
(−6)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

4
13
0
0

サンルーラル大潟前

マラソン大会・なべっこ交流会

８日(木)

◎人口の動き（９月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目

行事名等

場所等

４日(水) 農業委員会定期総会(13:30)

役場

５日(木) 男鹿潟上南秋地区総合防災訓練

村内各所

◎公共施設の利用状況（８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)
903人 村民センター
988人
1,239人 ふれあい健康館
1,466人
2,192人 ごみ処理量
100ｔ
2,629人 水道使用量
41,261㎥
565人 下水排水量
44,923㎥
127人

◎公共施設の太陽光発電量（８月中）
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 1,171
136 1,129
94
西２分館
3.96
440
51
416
27
西３分館
7.74
848
45
830
27
東２分館
9.99 1,333
225 1,237
129
東３分館
9.99 1,249
257 1,109
117
北１コミ会館 7.20
715
144
638
67
北２コミ会館 5.40
736
38
708
10
南コミ会館
4.32
484
176
385
80
多目的会館
4.95
545
115
478
48
合 計
63.54 7,521 1,187 6,930
599
○売電量の金額換算：291,060円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,568リットル

10月の行政相談
こちらも
チェック
してね。

・保健センター行事

⇒P21参照
・介護予防事業
⇒P23参照
・スポーレおおがた
⇒P25参照
・公民館関連事業
⇒P26〜29参照
・子育て支援センター行事
⇒P27参照

○
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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】10月20日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

