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「男鹿半島・大潟ジオパーク」再認定審査、好感触！
日本ジオパークの認定地域には、４年に１度日

審査員の方々からは「４年前に出された課題を

本ジオパーク委員会が活動状況などについて調査

克服し、新たな取り組みを行うなど確実に前進し

をする再認定審査が義務づけられております。

ている」と高評価を受けました。

2011年に東北地方で初めて認定された「男鹿半
島・大潟ジオパーク」も、11月２日〜４日の３日

今回の再認定審査については、12月14日に東京
で開かれる日本ジオパーク委員会で審議され、即

間、保全状況や課題克服に向けての取り組みなど

日結果が公表される予定です。

について審査を受けました。

東北で初のジオパーク、そして初の
再認定審査とあってメディアも注目

干拓博物館での審査の様子

インピ中学校生徒が来村、大潟中学校生徒と親睦を深めました
10月26日（月）〜29日（木）にかけて、韓国のイン
ピ中学校の生徒20名が大潟村を訪れ、大中生やホーム
ステイ先の家族と交流しました。
初めは緊張気味のインピ中の生徒も、歓迎会の出し
物で大中生がジェスチャークイズを出題すると、夢中
で手を挙げて解答し、一気にリラックスできた様子で
した。
２日目以降は、手づくり稲庭うどん体験や、大潟中
学校訪問、きりたんぽ作りなど、様々な形で日本の文
化や歴史に触れ、両校生徒は互いに親睦を深めました。
この交流事業は毎年行われていて、今年の10月８日
〜12日には大中生５名が韓国を訪問しました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」11/1掲載♪
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2 歓迎会でのジェスチャークイズ。お題は日本の文化に関する物事

ホームステイ先のお宅で一枚

きりたんぽ作りに挑戦
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秋の褒章 池田彰 氏が藍綬褒章を受章されました
2015年秋の褒章において、池田彰 氏（東2-4）が、永年にわたって
消防団活動に貢献された功績により、藍綬褒章を受章されました。
同氏は、昭和50年１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
率先してあたって来られました。また、団員の操法指導にも注力され、
平成14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分
団長として大きく貢献されました。
一昨年１月には団長に就任され、団の運営及び団員の指揮を担って
おられます。永年の献身的な努力と不断の労苦に対し改めて敬意を表
します。
誠におめでとうございます。

児玉一彦 氏が生涯スポーツ功労者として文部科学大臣表彰を受けられました
10月９日（金）、文部科学省において、児玉一彦 氏（東2-1）が生
涯スポーツ功労者として文部科学大臣表彰を受けられました。
同氏は昭和61年４月から大潟村ラグビースポーツ少年団コーチ及び
本部長（昭和 43 年の設立以来４代目）として永年にわたりリーダー
の役目を果たし、スポーツ少年団事業のみならず、村内スポーツ活動
の推進と発展、各単位団指導者の育成と資質向上にも尽力されました。
また、地域にとどまらず平成15年からは秋田県スポーツ少年団常任委
員としての重責も担い、現在では、副本部長に任命されています。
この度の表彰は、これらの功績が認められたものです。
誠におめでとうございます。

山﨑ミチ 氏が大潟村明るい選挙推進協議会委員として総務大臣表彰を受けられました
11月20日（金）、県正庁において、山﨑ミチ 氏（西2-3）が大潟村
明るい選挙推進協議会委員として総務大臣表彰を受けられました。
同氏は、昭和61年５月から20年間に渡って同協議会の委員を務めら
れました。また、平成８年７月からの10年間は副会長として会の運営
にも携わりました。その間、選挙違反のないきれいな選挙、投票率向
上のための啓発活動などに尽力されました。
この度の表彰は、これらの功績が認められたものです。
誠におめでとうございます。

第13回あきたふるさと手作りCM大賞に大潟村も参加しました！
県内25市町村が30秒間のオリジナルCMでふる

気になるCMの内容と大潟村の順位は、ぜひ放送に

さとを自慢しあうコンテスト「第13回あきたふる

てご覧ください。

さと手作りCM大賞」（秋田朝日放送主催）の審査

【放送日時】12月12日（土）16:00〜17:30（予定）

会が11月15日（日）、秋田県児童会館において開

【放送局】秋田朝日放送

催され、大潟村も参加しました。

【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

その審査会の様子がつぎのとおり放送されます。
○
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小学校

学習発表会〜みんなが主役！笑顔がかがやく学習発表会〜

トップバッターの緊張をはねのけて、
力強く叩き切りました

日頃の元気な授業風景が想い浮かぶような、１年生の発表

10 月 31 日（土）、小学校体育館において、学習
発表会が行われました。会場には、家族など大勢の
人が訪れ、児童らの日頃の学習の成果を見守りまし
た。
オープニングを飾ったのは、太鼓クラブによる力
こと

強い和太鼓演奏でした。次に箏 クラブが、普段から
指導を受けている

村の先生

と一緒に、美しい音

色を奏でました。
続いて１年生による劇「スーパー１年生の１
日」、２年生による劇「竹取物語 2015 」、４年生
村の先生

と一緒に、繊細な音色を奏でる箏クラブ

による菜の花タイム「教えて防災レンジャー」、音

２年生による劇「竹取物語2015」『姫を月には行かせないぞ！』

○
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４年生は、自分たちの訓練体験をもとに、
日頃の防災意識の大切さについて発表

音楽部は、「地上の星」など３曲を、歌やソロパートを交えて演奏

５年生は、 AKB48 の「ハロウィンナイト」に合わせたダンス
や、集団行動、ダブルダッチを披露

楽部の演奏、３年生による音読劇「もうすぐ雨に〜
のち晴れ」、５年生によるダンス「ハロウィンナイ
ト」や集団行動、６年生によるオムニバス劇「テレ
ビ大潟の１日」など、趣向を凝らした発表に、来場
者は笑顔で拍手を送っていました。
最後には、全校合唱「クリスタルチルドレン」
「グレイトパワー」を披露し、会場が狭く感じるほ
どの力強い歌声に、「涙が出てきた」という保護者
もいました。

６年生の﹁テレビ大潟の１日﹂では︑ニュースや︑スポー
ツ︑音楽など様々な番組で来場者を楽しませてくれました

３年生による音楽劇。歌やリコーダー、朗
読を交えて、不思議な物語を見事に表現

＊公式ブログ「おおがた散歩」11/2掲載♪

家庭科やクラブの制作展示
学習発表会終了後、児童が栽培・収穫
したサツマイモの即売会は大賑わい

全校児童の歌声は、広い体育館に強く
響き渡りました

○
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GPS農業機械の自動操縦が実演されました
11月９日（月）、県立大学フィールド教育研究
センターにおいて、「先端農業技術GPS農業機械
の今を知る実演会」が開催されました（主催：大
潟村、ＪＡ大潟村）。
実演会では、ドローンやレーザーレベラーなど、

GPSを使った精密な作業機械が紹介されました。
中でもひときわ来場者の目をひいたのは、ロボ
ット農機研究の第一人者、北海道大学野口伸教授
のプロジェクト＝有人・無人協調作業システムで
した。このシステムでは、予めプログラムされた
作業工程に基づいて、１人で同時に２〜３台のト
ラクター作業をすることができます。無人で走る
トラクターに、来場者は感嘆の声をあげていまし

前の２台は無人で走行。後ろの１台に人が乗っています。
オペレータは作業監視と速度・耕深調整をするだけ

た。

秋の火災予防運動が実施されました
11月１日（日）〜７日（土）までの７日間、秋
の火災予防運動が実施されました。
期間中は消防団による巡回、啓発活動、防災行
政無線によるサイレンの吹鳴などが行われました。
運動初日の１日には、朝６時30分のサイレンに
合わせ、消防団の駆けつけ訓練が行われ、消防設
備・救助資機材の点検を実施しました。
村民の皆様もこの機会に防火に関する意識を高
め、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。

冬期間にかけて暖房などの使用が増えます。
火の取り扱いには十分気をつけましょう

平成27年度全国農業青年交換大会秋田大会

大潟村にも視察団訪問

10月29日（木）〜30日（金）にかけて、全国農
業青年交換大会秋田大会（農業近代化ゼミナール
の全国大会）が行われました。

29日には秋田市で式典やシンポジウムが行われ、
30日には大潟村など全県３コースに分かれてバス
スクールが実施されました。
大潟コースの参加者は、㈱大潟村あきたこまち
生産者協会でコメネピュレを始めとした多彩な商
品展開を見学・試食しました。また、㈱大潟村カ
ントリーエレベーター公社も視察し、大規模な乾
燥・調製設備を見学。全国各地から参加した若手
農業者により、活発な意見交換が行われました。

○
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新進気鋭の若手農業者たち。
参考になりそうなことはすかさずメモを取っていました
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秋田県消防協会男鹿潟上南秋支部の防災訓練が大潟村で行われました
11月５日（木）、大潟村内各所において、秋田
県消防協会男鹿潟上南秋支部の防災訓練が行われ
ました。
訓練は震度６の地震発生を想定。小中学生の避
難訓練、各支部６隊による一斉放水訓練、サンル
ーラル大潟での高所火災防御訓練および負傷者の
緊急搬送、東３丁目住区では、住民による人命救
出・蘇生訓練、炊き出し訓練などが行われました。
また、西部承水路では、秋田県消防防災航空隊
ヘリコプターによる転落した釣り人の救助訓練と
いう緊迫した場面もありました。
訓練は終始滞りなく行われ、参加者は改めて防
災意識を高めた様子でした。

倒壊した家屋の下敷きになった負傷者を、住民が救
出し、救急救命措置を取る訓練

大潟村健康づくり推進委員会から

インフルエンザを予防しよう！
インフルエンザは、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など、全身の症状が急激に現れるのが特
徴です。特に子どもや高齢者は抵抗力が弱く、重症化するおそれがあるため注意が必要です。

☆インフルエンザにかからないために☆

外出後の手洗い・うがい

人混みは避ける

流水・せっけんを使った手洗いで、手や指に
ついたウイルスを除去することができます。
通勤や通学、買い物などで外出した後には、
こまめに手洗いを行いましょう。

インフルエンザが流行したときには、できる
だけ人が多いところへの外出は控えるようにし
ましょう。
また、マスクをつけるなど感染対策をしま
しょう。

適度な湿度を保ちましょう

十分な休養と
バランスのよい食事

空気が乾燥すると感染症にかかりやすくなり
ます。特に乾燥しやすい室内では、加湿器など
を使って適度な湿度（50〜60％）を保ちましょ
う。

体の抵抗力を高めるために、十分な睡眠とバ
ランスのよい食事を心がけましょう。

流行前に予防接種を受ける
予防接種は発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
効果がでるまで２週間程度かかるので、早めの接種をおすすめします。
今年度より個別通知は行って
＜予防接種の補助＞
いません。各自予約のうえ接
種して下さい。
対象
回数
補助額
また、65歳以上の方で、肺炎
生後６ヵ月〜
１回につき
13歳未満：２回
球菌の予防接種をまだ受けて
中学３年生
13歳以上：１回
2,000円
ない方も、予防接種を受けま
１回
１回 1,000円
65歳以上の方
しょう。
障がいのある方

13歳未満：２回
13歳以上：１回

全額

高校生〜64歳の方で
村診療所接種する方

１回

１回 1,000円
（自己負担：1,000円）

１歳未満では、抗体ができにくい
ためインフルエンザの予防接種をし
ても罹患することが多いです。その
ため、家族が予防接種をするなど予
防することが大切です。
○
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大潟村人事行政の運営状況

平成27年度

大潟村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、大潟村職員の給与・職員数な
どについてお知らせします。

1.職員数（各年４月１日現在）
部

門

H27
44人
12人

対前年比

育

H26
46人
11人

下水道

１人

１人

─

その他

４人

４人

─

小

５人

５人

─

62人

61人

△１

一般行政

総務他

特別行政

教

公営企業等
合

○職員の定員適正化の取り組み

職 員 数（※）

区分

計

計

村では、事務の合理化を図りコストの削減に努
めるため、平成16年度から職員15％削減を目指し
ながら職員の適正化に取り組んできました。より
一層、行政サービスの質の向上及び業務の効率化
を図るため適正な定員について検討しています。

△２
１

・平成27年度進捗状況
計画人数

61人

61人

実績人数

※一般職の職員数（H26年度以前は教育長を含み、H27年度は
教育長を含まず）であり、非常勤職員を除いています。

2.平均給与月額と平均年齢（平成27年４月１日現在）
区

分

一般行政職

平均年齢

平均給料月額

平均給与月額（※）

39.5歳

276,195円

322,080円

※給料月額とは基本給のことで、給与月
額とは、給料月額に諸手当込みの金額
のことです。

3.初任給と経験年数別の平均給与月額（平成27年４月１日現在）
区

分

一般行政職

初
大学卒
高校卒

任

採 用
２年後

給

172,200円
140,100円

184,200円
148,500円

4.一般行政職の級別職員数（平成27年４月１日現在）
区

分

１

級

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

合

計

標準的な職務

主事

主任

主査

課長補佐

主席課長補佐

課長

職

員

数

14人

14人

4人

7人

4人

4人

47人

構

成

比

29.8%

29.8%

8.5%

14.9%

8.5%

8.5%

100%

※・上記職員数は、一般行政職の職種に区分されるものです。（他に、税務職・福祉職等があります。）
・「１.職員数」の一般行政部門職員数とは一致しません。
・標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

5.人件費の状況（普通会計）
【平成25年度決算】

6.給与費の内訳（一般会計）

【平成26年度決算】
人件費
6億4,931万4千円

人件費
5億1,264万4千円

13.1%

8.4%

人件費以外
55億5,930万5千円

91.6%

人件費以外
43億1,103万1千円

86.9%

※人件費には給与のほか、報酬・共済費・特別職の給料を含みます。
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給料
1億

9,513万5千円
65.8%

給与費総額
2億9,652万3千円

歳出総額
49億6,034万5千円

歳出総額
60億7,194万9千円

○

【平成27年度当初予算】
期末勤勉手当
6,880万3千円
23.2％

職員手当

3,258万5千円
11.0%

職員数 職員一人あたり

58人

※一般職（村長・副村長を除く）

511万円

平成27年12月号

7.特別職の給料等の状況

大潟村職員の給与は、人事院・県人事委
員会の給与勧告、国や他の地方公共団体と
の均衡を考慮しながら、村議会の審議を経
て条例で定められ、条例に基づいて支給さ
れています。

（平成27年４月１日現在）

区分
村
副
教
議
副
議

村
育
議

給料･報酬額
620,000円
587,000円
529,000円
237,000円
212,000円
199,000円

長
長
長
長
長
員

期末手当

2.90月分
○人事院・県人事委員会の給与勧告とは
民間事業所の給与の実態を調査し、職
種・役職・年齢・地域等を同じくする者の
給与を比較し、差がある場合など必要に応
じ、内閣又は県知事に対し勧告をします。

8.職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（平成27年４月１日）
区 分
期末手当
勤勉手当
計

６月期
1.225月分
0.675月分
1.900月分

12月期
1.375月分
0.675月分
2.050月分

計
2.600月分
1.350月分
3.950月分

○人事院って？
国家公務員の人事管理のほか、公務員は
労働基本権を制約されているため、その代
償として労使関係の安定と給与等が社会一
般の情勢に適応するよう必要な勧告を国に
対して行っています。

②退職手当（平成27年４月１日現在）
大潟村

区分
勤続年数

自己都合
20.445月分
29.145月分
41.325月分
49.59月分

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

勧奨・定年
25.55625月分
34.5825月分
49.59月分
49.59月分

9.勤務時間その他勤務状況
①勤務時間の状況

③時間外勤務手当（一般会計決算）
区分
平成25年度
平成26年度

区分

【休憩時間】正午から午後１時00分まで
特別の勤務時間を定めています。

職員一人あたり
196千円
236千円

②年次有給休暇の取得状況
（平成26年１月１日〜12月31日）

【勤務時間】午前８時30分から午後５時15分まで
※幼稚園や保育園などの各施設は、必要に応じて

支給実績
10,802千円
14,147千円

村長部局

対 象
職員数
35人

総付与
日 数
1,371日

総取得
日 数
347.5日

平
均
取得日数
9.9日

※対象職員数は、平成26年１月１日〜12月31日
まで全期間を在職した一般職員数である。

10.研修の実績（平成26年度）
区

分

内

容

修了者数

行政研修（テーマ研修）

自らテーマを持ち、職務遂行に必要な知識等の習得に努めるとともに、
意識改革及び政策形成能力の向上に努めた。

９名

新規採用職員研修

新規採用職員の基本的な知識、技能を習得し、職務に早く適応できる
ように努めた。また、農業体験を実施し、農家との交流を深めるとと
もに農業の理解を深めた。

４名

職

職務内容に応じた課題解決方法を学び、自己啓発に努めた。

６名

政策形成・実務能力・コミュニケーションスキル等職員の能力開発向
上に努めた。
市町村アカデミー（千葉県）で実施する各種研修に参加し、職員の能
力開発向上に努めた。
テーマを決定し講演等の合同研修を実施し、職員の自己啓発、知識向
上に努めた。

18名

級

別

研

修

能 力 開 発 研 修
ア カ デ ミ ー 研 修
役 場 合 同 研 修

４名
延べ52名

11.福利厚生の状況
職員福利厚生推進協議会への補助

2,122千円（H26年度実績）

人間ドック、検診、インフルエンザ予防接種への補助、各種スポーツ大会参加費等への補助
【問合せ】総務企画課総務広報班

☎ 45-2111
○
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

「マ イナンバー総合フリーダイヤル」が開設されました。
マイナンバー総合フリーダイヤル

０１２０−９５−０１７８（無料）

●「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお
答えします。
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
●既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介して
います。
【利用時間】
平日 9:30〜22:00／土日祝 9:30〜17:30（年末年始12月29日〜１月３日を除く）
※

※

一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合（有料）
・マイナンバー制度に関すること
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること

☎０５０−３８１６−９４０５
☎０５０−３８１８−１２５０

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること
☎０１２０−０１７８−２６
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること
☎０１２０−０１７８−２７
（英語以外の言語については、平日9:30〜20:00までの対応となります。）

【問合せ】総務企画課

☎ 45-2111

非 常勤保育士 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】12月25日（金）まで
写真を貼った履歴書提出（面接あり）
【問合せ】役場総務企画課 ☎ 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。
○

10

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を提出してくださ
い。
【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

平成27年12月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター
今月の行事
◎乳児相談
【日時】12月７日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H27.9.7〜10.7生の乳児
◎パパママ学級
【日時】12月16日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】妊娠中のご夫婦
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
子育て講演「家族みんながHAPPYに〜みんな
で支えあう子育て〜」
楽しく子育てしていく秘訣についてお話しい
ただきます。パパ、ママ、ご夫婦での参加お待
ちしております。
【日時】12月９日（水）10:00〜
【会場】保健センター
【講師】本田正博 氏
（あきたイクメンネットワーク）
【その他】託児あります（ご希望の方は、事前
にお知らせ下さい。）

◎専門医による「心の健康相談日」
12月８日（火）、22日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
12月15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

保健センター ☎ 45-2613

◎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。
【日時】12月10日
（木）
・24日
（木）
14:00〜15:00
【会場・申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
12月９日（水）9:50〜 ふれあい健康館
12月９日（水）13:00〜 保健センター
栄養相談も可
12月16日（水）9:50〜 ふれあい健康館
12月21日（月）9:30〜11:00 保健センター
１月６日（水）9:50〜 ふれあい健康館
１月６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。
■減塩の健康教育
秋田県民の食塩摂取量は、多く、年齢と共に
上昇傾向にあります。食塩の摂り過ぎは、高血
圧や動脈硬化の原因となり、がんや脳卒中、心
筋梗塞など生命を脅かす病気と大きな関わりが
あります。
食習慣を見直し、自分の健康を知るとともに
家族の健康を考える機会にしてみませんか。参
加お待ちしております。
【日時】12月17日（木）10:00〜11:30
【会場】保健センター
【実施内容】
①食塩と生活習慣病の関係
②普段の食事にどの位塩が入っているのか？
③食 事 の 食 塩 を 減 ら す に は ど う す れ ば 良 い
か？
④健康的な食事はどんな食事・・・など
【参加費】無料
【講師】秋田県栄養士会 管理栄養士
加藤 博子 氏
【申込期限】12月10日（木）

◎ちょこっとでの血圧測定
【日時】12月15日（火）、22日（火）
10:00〜11:30
【会場】ちょこっと
【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

○
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住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613

健 康教室「男性のためのメタボリック解消教室」
運動による体力づくりと、メタボリックシンド
ロームの解消をめざします。

参加者募集

【申込期限】12月４日（金）
【申込・問合せ】

【対象】40歳以上の男性（健診等で肥満等が指摘さ

保健センター ☎ 45-2613

れた方）
【開催日】12月11・18・25日
１月８・15・22・29日
２月５・12・19・26日 （全て金曜）
【時間】10:00〜11:30
【会場】保健センター

健 康教室「すっきりリフレッシュ体操」
ストレッチ、筋力アップにより体重の減少を目指

参加者募集
【申込期限】12月４日（金）
【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

します。
【対象】40歳以上の女性（健診等で肥満等が指摘さ
れた方）
【開催日】12月８・15・22日
１月12・19・26日
２月２・９・16・23日
３月１日

（全て火曜）

【時間】13:30〜15:00
【会場】保健センター

献 血へのご協力をお願いします
次の日程で献血を実施します。一人ひとりの献血が尊い命を支えています。皆さんのご協力をお待ちし
ています。
【日時・場所】１月８日（金）9:30〜16:00
献血場所
農協駐車場
役場駐車場

受付時間

9:30〜11:00
14:30〜16:00

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

無 料クーポン券をお持ちの方で、婦人科検診をまだ受けていない方へ
村では対象の女性に、医療機関で個別に婦人科検
診を受診できる無料クーポン券をお渡ししていま
す。
まだ検診を受けていない方は、この機会にぜひ受
診して下さい。
【検診内容】子宮がん検診、乳がん検診
○
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【検診期間】平成28年３月31日まで
【その他】医療機関に必ず事前にご予約ください。
年度末は混み合うことが予想されますので、お早
めに予約することをお勧めします。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

平成27年12月号

住民生活課からのお知らせ

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】１月８日（金）
【時間】10:30〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【対象】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】12月９日、
16日、１月６日（全て水曜)
【時間】13:30〜15:00
【会場】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」
ひざのセルフケア（自分で行う手入れ）の方
法を学びます。
【開催日】第３回：12月11日（金）
第４回：12月25日（金）
【時間】10:00〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【対象】申込みした方

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

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】１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

選挙管理委員会からのお知らせ

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

歳を前に村を離れた方が戻ってきた
ても実際に居住
住 民票が村にあっ
20 場合はご連絡をお願いします
されてない方の選挙権について
20歳になると選挙権を有しますが、実際に投票す
るためには、選挙管理委員会が管理する「永久選挙
人名簿」に登録される必要があります。20歳前に村
を離れ、20歳を過ぎて村に戻ってきた場合は、選挙
管理委員会へご連絡ください。確認後、３か月経過
した時点で村の永久選挙人名簿に登載されます。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111

公職選挙法における「住所」とは、生活の本拠を
指すものです。このことから、住民票が村にあって
も実際に居住されていない方については、村におけ
る選挙権が与えられません。
速やかに実際の居住地へ住民票を異動くださるよ
うお願いします。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111
○
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産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

農 業体験受け入れ農家大募集！
平成27年度に引き続き、平成 28年５月に、東京
都にある私立の女子中学生が修学旅行で大潟村を半
日ほど訪れ、農業体験を行います。
大潟村や米づくりの魅力を東京の中学生に伝える
絶好の機会となりますので、ぜひ農家の方の受け入
れ協力をお願いいたします。
なお、別途皆様へチラシを配布させて頂きます。
そちらに詳細を記載致しますので、ご参照くださ
い。
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

定公共賃貸住宅
特 入居者募集
（独身用）
【募集個数】１戸

トファンドが
あ きた創業サポー
設立されました
10月１日、秋田広域での創業を、資金と経営支

【家賃】22,000円/月

援でサポートする目的で、秋田信用金庫、秋田周辺

【募集期間】12月７日（月）〜11日（金）

広域市町村圏の自治体（秋田市、男鹿市、潟上市、

【入居条件】①１ヶ月あたりの所得が158千円以上

五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村）、フュー

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。
【問合せ先】産業建設課 ☎ 45-3653

チャーベンチャーキャピタル株式会社が出資し、
ファンドを設立しました。
設立から10年以内の企業、個人事業主、女性起業
家、若手起業家等を支援します。
ご相談は秋田信用金庫本店又は船越支店となりま
す。
詳細は下記までお問い合わせ下さい。
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

水 道の凍結にご注意を
12月〜２月にかけて、水道の凍結事故が多発しま ※修理業者（指定工事店）については産業建設課ま
す。水が出ないのはもちろんですが、破裂等を伴い
ますと高額な修理費がかかることがありますのでご
注意願います。
○こんなときが危ない！
・外気温が−４度以下のとき
・真冬日が続いたとき
・旅行等により長期間水道を使用しないとき
○防止方法
・『水抜き栓』による水落としの実施
○凍結した際の対処法
・水道管や蛇口にタオル等を巻き付け、ゆっくり
と時間をかけてぬるま湯をかける
・上記にヘアドライヤーの熱風をかける
・ストーブ等で部屋全体を暖める
○
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でお問い合わせください。
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

平成27年12月号

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

除 雪作業にご協力をお願いします
冬期間の安全な路面の確保のため、村では村道の
除雪体制に万全を期しています。
安全で確実な除雪のために次のことにご協力をお
願いします。
１．路上駐車はやめましょう！
除雪作業の妨げとなり住区のみなさんに迷惑が
かかります。
２．玄関先や車庫前などの雪寄せにご協力を
玄関先や車庫前に残った雪は、各家庭で除雪を
お願いします。
※機械の性能上、どうしても雪が残ってしまう場
合があります。
３．早朝・夜間の作業にご理解を
除雪作業は交通量の少ない早朝、夜間に行いま
す。騒音、振動などによりご迷惑をおかけしますが
ご理解ご協力をお願いします。
４．雪捨て場（右図）の適切な利用を
昨年と同じ北２丁目地内の防災林沿を雪捨て場
とします。利用はルールを守りましょう。

５．ゴミ集積所の雪かきは各自治会で
ゴミ集積所に残った雪は、各自治会等地域住民
の方々で除雪をお願いします。
琴丘→

↑
能
代

防災林
雪捨て場
雪捨て場
防災林

雪捨て場
防災林

野球場

墓地公園

体育館

ルーラル
潟の湯
船
越
↓

西3丁目

中央

東3丁目

注）捨てるときは道路の入り口付近に捨てないで、奥の方へ
捨てるようにし通行の妨げとならないようにしてください。
また、雪以外の土砂やゴミなどを混入しないでください。

【問合せ】産業建設課

☎ 45-3653

平 成28年度 未来農業のフロンティア育成研修生２次募集！！
平成28年４月より２年間、実習や講義を通じて農
業経営に必要な知識や技術を習得することができま
す。１年目は県内各試験場で研修し、２年目からは
県内先進農家等で実践的な技術等を身につけること
ができます。
【研修コース】
募集コース
研修先
作物コース
農業試験場（秋田市雄和）
野菜コース
農業試験場（秋田市雄和）
花きコース
花き種苗センター
（潟上市昭和）
果樹（りんご等）
果樹試験場（横手市平鹿）
果樹試験場天王分場
果樹（梨等）
（潟上市天王）
肉用牛
畜産試験場（大仙市神宮寺）
酪農
【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。
②研修終了後、確実に県内に就農できる方。
③応募時点で年齢が45歳未満の方。
④１次募集に応募していない方。

【受付期限】平成28年１月15日（金）期限厳守
※申込をお考えの方はお早めにお問合せくださ
い。
【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。
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詳細な募集要項及び様式は、県ＨＰ（美の国あ
きたネット／農業研修センター http://www.
pref.akita.lg.jp/atkikaku/）に掲載されていま
す。
【申込・問合せ】
産業建設課 ☎ 45-3653

○
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議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 議会12月定例会の日程（予定）
平成27年第６回（12月）定例会は以下の日程で
行われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしておりま
す。
【会期】12月10日（木）〜16日（水）
【日程】
10〜11日：本会議
（村政報告・一般質問・総括質疑）
11〜15日：各委員会審議
16日：本会議（委員長報告・提出議案の採決）

【備考】議会の日程は12月１日現在の予定です。
日程については、審議状況等により変更される場
合がありますので、議会のホームページでご確認
いただくか、電話でお問い合わせいただきますよ
うお願いします。
【問合せ】議会事務局 ☎ 45-2587
総務企画課 ☎ 45-2111
ホームページアドレス

http://www.ogata.or.jp/gikai/

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

ご みを出すときは次の３点を必ず守りましょう！
① ごみは必ず収集日の午前５時から午前８
時までに集積箱に出してください。
８時以降に出されたごみは収集されない場合が
ありますので、ご注意ください。
② ごみは必ず大潟村指定ごみ袋に入れ、分別を正
確に行ってください。指定ごみ袋に入っていな
い、分別が正確でないなどのごみは、収集されま
せんのでご注意ください。
③ ごみは住区内の集積箱に出してください。

ごみ出しのルールに関しては、皆様にお配りし
たごみカレンダーにも記載されておりますので、
そちらもご確認ください。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたしま
す。
【問合せ】
環境エネルギー室
☎ 45-2115

生 ごみ減量化講習会の開催について
生ごみの減量化を推進するため、村民を対象とし
た講習会を下記の通り実施しますので、お気軽にご
参加ください。
【日時】12月８日（火）13:30〜15:00
【会場】役場第一会議室・役場車庫（消防大潟分署
となり）
※初めに役場第一会議室へお越しください。
【用意するもの】防寒具・軍手・長靴・メモ用具
※汚れてもいいような服装でお願いします。

公 衆トイレの冬期間閉鎖について
12 月〜２月の冬期間は、降雪や凍結防止のた
め、公衆トイレ（墓地公園、公民館前、干拓記念
碑前）の使用を休止いたしますのでご協力をお願
いします。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115
○
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【その他】講習に参加された方には密閉バケツ１個
を無料進呈いたします。
【問い合わせ】
環境エネルギー室
☎ 45-2115

・剪定木類の
庭木
受入休止期間について
庭木・剪定木類について、ごみ処分場（リサイク
ルセンター）で受入を行っておりますが、12月〜２
月の冬期間は、降雪のため受入を休止します。その
間は各自で保管してくださるようお願いします。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

平成27年12月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎ 45-2611

公民館支援講座・教室

申込・問合せ

公民館

☎ 45-2611

◎ガーデニング教室
床の間や玄関にピッタリ！お正月用のフラワー
アレンジメントを楽しみましょう。
【日時】12月27日（日）9:30〜12:00
【会場】公民館（和室）
【定員】20名
【講師】中本利江子

氏

【参加費】2,500〜3,000円
【持ち物】花ばさみ
【申込期限】12月18日（金）

公民館ホームページ上でも、行事を紹介しています♪
きらきら塾や各種講座など、これから行う事業の詳細について、公民館のホー
ムページ上でも確認することができます。未定の部分についても、詳細が決まり
次第更新していきます。
また、過去の活動の写真なども掲載していますので、ぜひご覧ください♪
《公民館ホームページ》URL: http://ac.ogata.or.jp/commu/
携帯・スマホからはこちら↑

新 しい本、入りました（11月分）
今年も残すところあと僅か。今年も素敵な作品に出会うことはできましたか？
読み残した本はありませんか？2015年締めくくりの月、自分だけの１冊を探しに
ぜひ公民館図書室へお寄りください。
【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

タイトル

１ 下町ロケット２
２ 人魚の眠る家

ガウディ計画

著者
池井戸
東野

潤

圭吾

№
６

タイトル

著者

おやすみロジャー
カール＝ヨハン・
魔法のぐっすり絵本 エリーン

７ クリスマスの森

ロジャ−・
デュボアサン

せかいいちのねこ
ヒグチユウコ
（MOEのえほん）

３

０歳からみるみる賢くなる
久保田
55の心得

カヨ子 ８

４

12ヶ月のガーデニング
garage
DIY−garage style−

９

ラオスにいったい何があるとい
村上
うんですか？

春樹

５

おんぶにだっこでフライパン！
中林
−４人育児の奮闘記−

10

大前研一
大前
日本の論点２０１６〜１７

研一

美和

○
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子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462
干拓博物館 ☎ 22-4113

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♪
うち

子育て支援センターは、就学前のお子さんとお家
の方が一緒に過ごす場です。育児相談にのったり、
イベント情報の提供を行ったりもしています。
家庭では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？
友だちの輪や、地域とのつながりも広がりますの
で、ぜひ、友だちを誘って遊びにきてください。
【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

不思議な虫眼鏡？
「あれ、あれ、ママの顔がいつもとちがう！」

先月の「保育園内プチツアー♪」。お母さん同
士が友だちになって、保育室巡りをしました

【12月のさくらんぼクラブ予定】
●『クリスマスお楽しみ会♪』
【日時】12月19日（土）9:00〜11:00
【会場】子育て支援センター・保育園ホール
【内容】今年は保育園の行事『親子クリスマスお
楽しみ会』に仲間入りして、たくさんの友だち
と一緒に、クリスマスの雰囲気を味わいなが
ら、親子でふれあい遊びを楽しみます。
※プレゼント準備のため、12月８日（火）までに
申込みをしてくださるようお願いします。
【問合せ】
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
☎ 45-2462 担当：栄田・飯塚

男 鹿半島・大潟ジオパークの無料アプリが完成しました

○
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という古地図に、現在地を盛り込んだもので、
今と約150年前を比べながらジオめぐりができま
す。
※古地図は男鹿半島海岸沿いのデータです。
【ダウンロード方法】
スマートフォン・タブレットの「App Storeまた
はGoogle Play」より「GEOPARKS JAPAN（ジ
オパークぶらり）」と検索の上、ダウンロードくだ
さい。
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

男鹿半島・大潟ジオパークについ
て︑易しく学ぶことができます♪

男鹿半島・大潟ジオパークを、村内外の方にもっ
と知ってもらい、親しんでもらうためのスマート
フォン・アプリが完成しました。ぜひご利用くださ
い。
◆魅力①『100のジオスポット情報を紹介』
・当ジオパークは22のジオサイトの中に100のジオ
スポットがあり、その情報を解りやすい言葉で紹
介しています。
・GPS対応の地図アプリで、ナビ代わりに現地を回
れます。
◆魅力②『66の観光・文化財情報を紹介』
・観光スポットや宿泊場所、食事や文化財情報など
を紹介しています。
◆魅力③『84の防災情報を紹介』
・主要な「避難所・避難場所」を紹介しています。
・現在地付近の防災情報が分かり、事前に避難場所
などの確認や、災害時に付近の避難場所などを確
認できます。
◆魅力④『今と昔の男鹿半島を比べながらジオめぐり』
・江戸時代後期に鈴木重孝氏が書いた『絹ぶるい』

平成27年12月号

教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

卓 球教室

村 民剣道大会

【会場】村民体育館
【実施日】12月〜３月末の毎週水曜日
【時間】18:00〜20:00
【参加料】大人・子供ともに1,600円（傷害保険は
各自で加入してください。）
【主催】大潟村卓球協会
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

末年始の
年 村民体育館の休館について

村 民卓球大会
【日時】12月20日（日）9:00〜
【会場】村民体育館
【競技種目】個人戦・団体戦・夫婦ダブルス・ラー
ジボール
【参加資格】村内に在住又は勤務する方
【申込期限】12月10日（木）
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村卓球協会
【問合せ】村民体育館
☎ 45-2269

ソ フトテニス教室
【会場】村民体育館
【実施日】12月〜３月上旬の毎週月・水・金曜日
【時間】月曜日 19:00〜
水曜日 9:00〜
金曜日 13:00〜
※曜日が変更になる場合があります。確認の上
お越しください。
【参加料】無料（傷害保険は各自で加入してくださ
い。）
【主催】ソフトテニスクラブ
※初心者の方には、ラケットを貸し出します。
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

【日時】12月23日（水）13:00〜
【会場】村民体育館
【競技種目】トーナメント戦・リーグ戦・個人戦
【参加資格】村内に在住又は勤務する方
【申込期限】12月11日（金）
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村剣友会
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

年末年始の体育館の休館日は下記の通りです
月 日
日 中
夜
閉
12月30日(水)
9:00〜17:00 開館
休 館
休
12月31日(木)
休 館
休
〜１月３日(日)
閉
１月４日(月)
9:00〜17:00 開館
〜17:00 開館
13:00
１月５日(火)
閉
※午前中は清掃のため休館
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

間
館
館
館
館
館

体 育館を月曜日も開館しています。
３月までの冬期間は、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】13:00〜17:00 一般開放
【夜間の部】18:00〜22:00 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

村 民体育館に忘れ物はありませんか？
村民体育館に傘やタオル、その他私物などの忘れ
物はありませんか？村民体育館の玄関に忘れ物コー
ナーがありますので心当たりのある方は12月30日
までに体育館へお越し下さい。持ち主不明の忘れ物
在庫を一度処分します。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

平成27年10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

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

5,670,000円

95.45

株式会社遠藤設計事務所

平成 27 年度大潟村分散型エネルギーイン
フラプロジェクト･マスタープラン策定 プロポーザル 10月16日 19,310,400円
事業に係る調査及び報告書作成支援業務

91.46

認定 NPO 法人環境エネル
ギー政策研究所

公共下水道管渠改築工事設計業務委託 指名競争 10月7日

○
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教育委員会からのお知らせ

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

☆12月の教室内容☆
種 目
ボクササイズ
ちょいスポ
３Ｂ体操
高齢者ラージボール卓球
ユニカール
自力整体
スローエアロビック
シェイプアップ
生活ヨガ
ストレッチポール
モーニングストレッチポール
親子３Ｂ体操
ちびっこ体操
ジュニア複合
ミニテニス
スキー教室＆出張生活ヨガ

日にち
４・11
３
４・11・18
２・９・16
２・16
２・16

25
９・22

14
８・15
15
２
９・16
２・９・16
10・17
８

場 所
村民体育館
村民体育館
健康館
健康館
健康館
村民センター
村民体育館
村民センター
健康館
健康館
村民センター
村民体育館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
八幡平・後生掛け温泉

時 間
備 考
10:00〜
10:00〜
10:00〜 11日は13:30〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
19:30〜
10:00〜
14:30〜
14:30〜
16:00〜
10:00〜
6:30出発 村民体育館に集合

※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。

《その他、スポーレ関係イベント》
＊認知症サポーター養成講座＊
【日時】12月７日（月）10:00〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【講師】地域包括支援センター職員
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

☆どっちが大きい？

in

大潟幼稚園

給食を食べ終わり︑ぽかぽか陽気の園庭の築山
で・・・
Ａくん﹁ぼく大きくなったよ︒﹂
と影が長くなっていることに気づき︑手を広げて
大喜び︒
となりに立って︑
先生﹁先生よりも大きいね︒﹂
と︑そばにいた友だちとも一緒に並んで背くらべ︒
長く伸びた影がうれしそうに手を振っているよ
うでした︒
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☆まんぷくラーメンのなぞ

Ｂくん﹁ぼくね︑まんぷくラーメンに行ったん
だ︒﹂
Ｃさん﹁あ︑私も知ってる！﹂
Ｂくん﹁なんで︑まんぷくラーメンって言うか知
ってる？﹂
Ｃさん﹁知らない︒﹂
Ｂくん﹁大盛りラーメンだから︑満腹になるでし
ょ︒だ〜か〜ら︑まんぷくラーメンって
言うんだよ︒﹂
と話していた二人︒
きっと一人前を全部食べて︑満腹だった
のかなと思った先生でした︒

○

＊スポーレ会員交流会＊
【日時】12月19日（土）10:00〜
【会場】村民体育館
【内容】ユニカール大会＆きりたんぽ鍋（無料）
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

平成27年12月号

地

つれづれ

vol.6

域おこし協力隊 徒 然日記♪

バブル崩壊後、日本は長い経済不況に陥り、回
復の兆しが見えないままです。

「地方創生」について
園川 泰章（34）

東京を始めとする首都圏への人口流出（特に若
年層）により、ヒト・モノ・カネが一極に集中し

潟の店にいます♪
見かけたら気軽に声
をかけてください!

総務省のプロジェクトの一つと

てしまい、地方の労働人口が減少し、生産性が低

して平成21年度より制度化された「地域おこし協

下している事が経済停滞の一因と考えられると思

力隊」でありますが、恥ずかしながら自分はこう

います。

いった活動があること自体知りませんでした。

そこで「地域が元気になれば、日本が元気にな

情報化社会と呼ばれる世の中ですが、人間とは

る」をスローガンに、これまで歴代政権は「ふる

今の自分の生活圏だけが「リアル」となってしま

さと創生事業」や「地域振興券」の交付など、地

い、なかなか外で起こっている事柄に目を向けら

域活性化政策に取り組んではいますが、残念なが

れないような気がします。しかし、これは非常に

ら目立った効果がないまま終わっているように思

危険で怖い事だと思いました。

います。
しかし、このスローガン自体は絶対に間違って
ないと思います。

それから真剣に「地方創生」について自分なり
に考え、色々な人の話を聞き、現在に至ります。
「停滞する日本経済に一石を投じるようなプロ

そのような状況下、政府は「地方創生」という

ジェクトになればいい。こんなすばらしい活動の

言葉の下、地方の活性化と人口減対策のための総

ほんの一端でも担えれば。」そういった思いで、

合戦略策定に乗り出しました。

大潟村地域おこし協力隊に参加させて頂いた次第

従来のような国主導のバラマキ政策ではなく、

であります。

地方の自主性を尊重する姿勢をあくまで強調して
います。僕はこの言葉を信じたいで す。

マジで！！

し協力隊
地域おこ 贈る
森田が

ジオパークの出前授業、承ります！

○
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情報・募集・ご案内
大潟村合同祈願祭実行委員から

平成28年大潟村合同祈願祭のご案内
昭和31年４月２日〜昭和32年４月１日生まれの
方（還暦）、昭和50年４月２日〜昭和51年４月１
日生まれの男性（厄年）、昭和59年４月２日〜昭
和60年４月１日生まれの女性（厄年）を対象に合
同祈願祭を行います。
参加ご希望の方は１月８日（金）までに、参加
する神事等の金額を下記の口座までお振り込みい
ただき、祈願祭当日、サンルーラル大潟にご参集
ください。
なお、個人情報保護の関係から、全ての対象者
を特定できないため案内通知が届かない方がおら
れると思いますが、何卒ご理解いただき、通知が
届かない場合においても、ご出席賜りますようお
願いいたします。
【日時】平成28年２月１日（月）神事11:00〜
【会場】サンルーラル大潟
【会費】
・神事（御守、破魔矢、御神酒、写真）：男女
とも5,000円

【振込先】ＪＡ大潟村 本所（普）００２２５６５
平成28年大潟村合同祈願祭実行委員会
会計 加藤徳浩
【申込・問合せ】大潟村合同祈願祭実行委員会
60歳還暦代表 谷口良一 ☎ 45-2823
42歳厄年代表 古後優貴 ☎ 45-2424
33歳厄年代表 庄司真紀子 ☎ 090-9742-0379
事務局 山内公輝 ☎ 090-1067-4424
※詳細は事務局までお問い合わせください。

なおらい

・直会：男性8,000円、女性5,500円
※参加する行事の金額をお振込みください
（合計または各金額）

秋田県農業研修センター 12月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所

研修の名称

研修の内容等
手書きによる演習を主体とした複式簿記の

基礎演習
12月１日（火）〜２日（水） 農業経営者研修
講師：由利秋田地域振興局農林部
10:00〜15:00
農業簿記（手書き）
農業研修センター

12月10日（木）
〜11日（金）
10:00〜15:00
農業研修センター

12月13日（日）
13:30〜15:00
生態系公園観賞温室

主査 山形 茂 氏
持参品：筆記用具、電卓

対象・研修経費
農業者等 20名
研修経費
500円／名

パソコン用農業簿記ソフトを活用した複式
簿記による経営診断、分析手法
農業者等 25名
農業経営者研修
講師：北秋田地域振興局農林部
研修経費
農業簿記
（パソコン）
主査 工藤 三之 氏
円／名
500
持参品：パソコン（ Windows7以上、CDROM読込可であること）、筆記用具、電卓
一般 20名
＊手作りで新年を！ 葉ボタンを加え、小さくても素敵な門松。福
研修経費
ミニ門松づくり
がいっぱい来るかも？
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
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（☎ 0185-45-3106）まで

《企画展のご案内》
日時・場所

企画展の名称

展示の内容

料金等

12月５日（土）〜20日（日） 生態系公園の風景 生態系公園を愛してくれる
９:00〜17:00
無料
写真展 方々の撮影した写真を展示。
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
○
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情報・募集・ご案内
青年会から

クリスマスプレゼント配達のお知らせ
青年会では今年も、クリスマスプレゼントの配

【その他】ブーツの他にも配達を希望される方は、

達を行います。申込み頂いた方のご自宅に、青年

申込み用紙にその旨をご記入ください。
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611

会員がサンタに扮してプレゼントを配達いたしま
す。
ご希望の方は、代金を添えて公民館に申し込ん
でください（申込み用紙は公民館にあります）。
【配達日時】12月24日（木）18:00〜20:00
※配達の直前に電話でお知らせします。
【代金】1,000円（お菓子入りブーツ代として）
【申込期限】12月18日（金）

（公財）国際青少年研修協会から

小学生〜高校生のための春休み海外研修 参加者募集
【説明会】全国10都市、１月中旬

体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国
際性を養うことを目的に実施します。

※入場無料・

予約不要
【参加費】39.8〜49.8万円

おひとりでご参加になる方が８割以上、初めて

※１月25日（月）ま

でにお申し込みの方は、早割りで１万円引き

海外へ行かれる方が６割以上ですので、事前研修

【資料請求・問合せ】（公財）国際青少年研修協会

会では仲間作りから丁寧に指導いたします。安心

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-15-4

してご参加ください。

第３花田ビル４階

【内容】ホームステイ、ボランティア、文化交流、
学校体験、英語研修、地域見学、野外活動など
【研修国】イギリス、オーストラリア、カナダ、
フィジー、ニュージーランド、フィリピン

☎ 03-6417-9721

FAX 03-6417-9724
Eメール info@kskk.or.jp

【日程】平成28年３月26日（土）〜４月５日（火）
※９〜11日間、コースにより異なります。
【対象】小３〜高３の方まで

※コースにより異

なります。

秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練２月期生を募集します
【訓練期間】平成28年２月３日
〜平成28年７月27日（６ヶ月間）

【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

【訓練時間】9:20〜15:40

望される方

【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）

【問合せ】秋田職業能力開発促進センター（ポリ

【訓練科】金属加工科（15名）

テクセンター秋田）

住宅リフォームデザイン科（18名）

訓練課 受講者第一係

電気・通信施工技術科（15名）

☎ 018-873-3178

工場管理業務科（15名）
【募集期間】11月24日（火）〜12月21日（月）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）
○
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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

五城目警察署から

12月10日〜16日までは
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』です
平成18年６月、「拉致問題その他北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する法律」が

【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

施行され、国および地方公共団体の責務が定め
られるとともに、毎年 12 月 10 日〜 16 日までが
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とされました。
この機会に、北朝鮮当局による人権侵害問題
に対する関心と認識を深めましょう。
《拉致容疑事案について情報をお持ちの方は》

さい。
【問合せ】秋田県司法書士会 ☎ 018-824-0187
秋田調停協会から

無料調停相談会のお知らせ

五城目警察署

☎ 018-852-4100

秋田県警察本部 ☎ 018-863-1111
または最寄りの交番・駐在所まで。
五城目警察署から

【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】平成28年１月15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

「携帯電話を持ってＡＴＭに行ってくだ
さい」という電話は詐欺です！
医療費・税金・保険金などの還付金について、
電話で連絡することはありません。それは詐欺
の手口です。犯人の手口を知り、家族の大切な
財産を守りましょう。

【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）
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白鳥短歌会

濁り酒隠し醸せる蔵の隅
香り沸々李白もかくや
松岡 正樹
まさかなる偽り世界に曝したり
エプリルフールの嘘はかわいい
宮野 洋子
ＣＯ２固定の業を終へ樹々は
もみじ
紅葉落ち葉と命巡らす
大内 一遙
平和なる国とて災害絶ゆるなし
避難集落わが故郷にも
小南 八郎
繋がれて秋風の吹く日本国
不戦の誓い既に危うし
守時 誓子
片よりて列車の窓にのぞき観る
もみじに負けじと虹立ち懸かるを
今野 茂
新米の注文ファックス多からず
少なからずありほどよき多忙
石黒 久司
久々に﹁白鳥﹂歌会にわが出でて
沁みじみ思ふ歌の絆を
菅原 繁
忘れえぬああ青春の大野台
盛る紅葉は老いのみやげに
佐藤 金治
紅葉照る山に二本の虹の立ち
吟行歌会盛り上がりたり
下間 良子
○
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情報・募集・ご案内
(公財)秋田県国際交流協会から

男鹿市民吹奏楽団から

国際交流クリスマスパーティーのお知らせ

第28回定期演奏会のお知らせ

ゴスペルクワイヤ（The Power Praise）によ
るミニコンサートや世界のクリスマスを学ぶク

団員をはじめ、県内外の有志が集い演奏しま
す。子供から大人まで楽しめる曲目となってお
りますので、ぜひお越しください！！
◉第１部クラシック・オリジナルステージ
ショスタコービッチ交響曲第５番第４楽章、
ビゼー組曲「カルメン」より
◉第２部ポップスステージ
NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メイン・テーマ、
踊りあかそう 他
毎年恒例「あなたも指揮者コーナー」も素敵
な記念品とともに用意しております！！
◉第３部近隣中学・高校吹奏楽部との合同演奏
SEKAI NO OWARI メドレー 他
男鹿海洋、男鹿工業、男鹿南中、男鹿北中、
男鹿東中、潟西中、大潟中の吹奏楽部の皆さん
との合同演奏です。総勢100名超の大編成！！
【日時】12月13日（日）
14:00開演（13:30開場）
【場所】男鹿市民文化会館大ホール
【料金】一般：500円 学生：300円
（小学生以下無料）
【問合せ】下間 090-9533-6404

イズ大会、ビンゴゲーム、プレゼント交換など、
みんなで楽しめる内容が盛りだくさん！世界の
クリスマス伝統菓子を味わいながら、いろいろ
な国の友だちを作ってみませんか？子どもから
大人まで、どなたでもご参加いただけます。
【日時】12月19日（土）14:00〜16:00
【会場】アキタスクエア（秋田市中通4-14-16）
【定員】50名（申込順）
【参加費】500円（茶菓子付き）
【問合せ】（公財）秋田県国際交流協会
☎ 018-893-5499
ＨＰ：http://www.aiahome.or.jp

自衛隊秋田地方協力本部から

防衛省採用試験のご案内
防衛省では平成27年度採用試験を次のとおり行います。
陸上自衛隊 高等工科学校
種目
一般
陸上自衛隊
高等工科学校生徒

推薦

種目
陸上自衛隊
高等工科学校生徒

一般
推薦

受験資格

受付
試験日
平成27年11月１日〜 平成28年
15歳以上17歳未満（平成11年
平成28年１月８日 １月23日（土）
４月２日〜平成13年４月１日
までの間に生まれた者）の男 平成27年11月１日〜 平成28年１月９日（土）
〜１月11日（月）までの
子
平成27年12月４日
間の指定する１日
試験科目
科目
形式
程度
択一式
国語・社会・数学・理科・英語
中学校卒業程度
（マークシート）
作文
500字程度
口述試験・筆記試験・作文・身体検査

【問合せ】自衛隊 秋田募集案内所 ☎ 018-864-4929
携帯電話・スマホは
コチラからもアクセス
できます→

○
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12月の行事予定
日付

行事名等

村の人口の動き･公共施設の状況

９日(水) 下学年PTA授業参観

場所等
役場、
役場車庫
小学校

10日(木) 上学年PTA授業参観

小学校

11日(金) ＰＴＡ授業参観(総合学年発表会)

中学校

８日(火) 生ごみ減量化講習会(13:30〜)

19日(土)

親子クリスマスお楽しみ会(9:30〜)
※さくらんぼクラブも参加

保育園

20日(日) 村民卓球大会(9:00〜)

村民体育館

23日(水) 村民剣道大会(13:00〜)

村民体育館

26日(土) 幼小中冬季休業(〜1/13)

幼小中

30日(水) 役場仕事納め

役場

31日(木) 役場年末年始の休業(〜5日)

役場

１月上旬の行事予定
日付
６日(水)

行事名等

場所等

役場仕事始め

役場

大潟村消防出初め式

ふれあい健康館

７日(木) 農業委員会定期総会(15:00〜)

役場

こちらも
・保健センター関連行事
チェック
⇒P11〜12参照 してね。
・介護予防事業
⇒P13参照
・公民館関連事業
⇒P17参照
・子育て支援センター行事⇒P18参照
・スポーレおおがた
⇒P20参照

大潟村マイタウンバスの年末年始の運行について
年末年始の期間中は、マイタウンバスの運行が日
曜祝日ダイヤとなりますので、ご利用の際はご注
意ください。
【日曜祭日ダイヤ運行期間】
平成27年12月31日（木）〜平成28年１月３日（日）

大潟村公共施設
年末年始休業期間のお知らせ
施設名

休業期間

役場庁舎、公民館、診療
月 日木
所、保健センター、ごみ 12 31 ( )
〜１月５日(火)
集積、村民センター
博物館、
12月31日(木)
〜１月３日(日)
体育館(詳細Ｐ19)
月31日(木)正午
12
ごみ処分場
〜１月３日(日)
無休(12月31日(木)〜
ふれあい健康館
１月５日 ( 火 ) は 9:00
〜16:00開館)

休業期間中の緊急連絡

大潟村総務企画課 ☎ 45-2111
○
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◎人口の動き（11月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目
世帯数
人口
男
女

1,077
3,241
1,606
1,635

(０)
(−4)
(−3)
(−1)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

2
2
2
6

◎公共施設の利用状況（10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)
1,003人 村民センター
925人
1,351人 ふれあい健康館
1,476人
1,357人 ごみ処理量
70ｔ
2,947人 水道使用量
39,903㎥
505人 下水排水量
44,138㎥
199人

◎公共施設の太陽光発電量（10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
804
152
771
119
西２分館
3.96
263
70
237
44
西３分館
7.74
626
47
610
31
東２分館
9.99
949
238
877
166
東３分館
9.99
882
281
786
185
北１コミ会館 7.20
378
94
337
53
北２コミ会館 5.40
489
26
470
7
南コミ会館
4.32
358
130
297
69
多目的会館
4.95
399
71
367
39
合 計
63.54 5,148 1,109 4,752
713
○売電量の金額換算：199,584円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,165リットル

12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】12月15日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２委員会室

