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新年のごあいさつ

大潟村長

髙橋

浩人

あけましておめでとうございます。

を一種の新しい農村開発、産業を含んだニュータ

村民の皆様には、ご家族お揃いで健やかに新年

ウンとしてとらえたところにあります。

を迎えられたことと、心からお慶び申し上げま
す。
また、平素は村行政の各分野にわたり、格別の
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

高山英華先生は後に、「高蔵寺、多摩、筑波と
いった日本の主要なニュータウン計画を手がけた
が、新都市の計画として、八郎潟は最も成功し
ているように思える。それはこの地が、大都市郊
外に建設された住宅地中心のニュータウンと違っ

昨年は、大潟村創立 50周年を経て100周年に向

て、働く場を持ち、しかも町全体が住民たちに

かう、第一歩の年と位置づけてスタートしまし

よって、今も誇りを持って支えられているからで

た。50周年事業は、記念式典や記念行事だけで終

あろう。」と述べられています（東京の都市計画

わるのではなく、100 周年に向けた起点とするこ

家高山英華より）。

とで事業を進め、記念式典の場において大潟中学

私は、大潟村に更に深い愛着と誇りを持って、

生と共に「大潟村未来宣言」を行うことが出来ま

今後も村民の皆様と共に村づくりを進めてまいる

した。

所存であります。

未来宣言は「今後の村づくりの指針」として、
昨年策定が始まった大潟村創生総合戦略にも活か
され、現在、策定が進んでいます。

二つ目は、日本海中部地震で大きな被害が出た
村の堤防の復旧に尽力された、応用地質株式会社

また昨年は、大潟村に関して違う角度から新し

の 社長からお話を聞く機会があったことです。地

い発見がありました。一つは、地域開発を担当す

震のあった昭和 58 年当時は、まだパソコンやコ

る国交省の方と懇談する機会があり、都市計画家

ピー機も一般には無く、スタッフが堤防の被害調

の高山英華先生（故人）の話を聞いたことです。

査、改修設計、工事管理と不眠不休で４年間取り

高山英華先生は、八郎潟干拓において当時の農
水省の依頼によってマスタープラン作りを行いま

組んだお話でした。
オランダの技術で、軟弱地盤の上に築き上げた

した。その根本的な思想は、日本の将来の農業や

堤防ですが、オランダでは地震が無く、地震対策

農村はどうあるべきか、そうしたなかで、八郎潟

までは考慮されていなかったことで、液状化現
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象により大きな被害が出てしまったとのことでし

全な農作物の生産を農家の皆様と共に続けてまい

た。

ります。

その対策としては、矢板打ちと暗渠による排
水、アスファルトで覆うことにより堤防内の水位
を下げ、液状化を抑えることにありました。

さて、本村の村づくりの取り組みについては、
今後も村の人口 3000人を維持して村の発展を図る

そうしたことから、社長も現状の堤防に関して

ために、大潟村創生総合戦略の策定を進め、「産

は心配されていました。現在、堤防管理につい

業振興対策」「結婚・子育て支援」「移住・定住

て、村は議会と共に強く秋田県へ要望していると

促進」における施策の取りまとめをしているとこ

ころであります。

ろであります。あわせて、基幹産業である農業を
より効率的に展開するために農業特区の申請も
し、国との協議を進めています。また、用排水路
の土地改良施設の更新についても、国営事業とし
て進めていくために、土地改良区はじめ関係団体
と共に国へ働きかけているところであります。
今後も、大潟村では国のモデルとなるような農
業を展開できるよう、環境整備を進めてまいりま
す。
農家の皆様においては、農政の大きな転換期の
中において、今後の各自の経営の方向を定める重

日本海中部地震は干拓堤防の大きな傷跡
を残しました（写真は昭和58年撮影）

稲刈りも終わりひと息ついた頃、突如、太平物
産株式会社の肥料表示偽装事件が明らかになり、
当村においてもその被害を受けてしまいました。

要な時期に来ています。今後につながる、意欲あ
る取り組みが実現できるよう、国・県の事業も含
る取り組みが実現できるよう、国・県の事業も含
め施策の展開を図ります。
め施策の展開を図ります。
福祉に関して、４月よりひだまり苑の指定管理
が社会福祉法人正和会に替わります。村では、ス

会社の利益を上げるために、意図的に製造工程

ムーズな引き継ぎにより入所者へ負担をかけない

において偽装を繰り返していたとのことで、憤り

ように、正和会と共に取り 組んでまいります。ま

を通り越して呆れるばかりです。

た、社会福祉協議会とも連携を図り、今後の村福

事件発覚後、農協、カントリー、村で情報交換

祉の充実を進めてまいります。

を行い対応してまいりました。その中で、秋田県

教育に関して、保幼小中の連携教育を進化させ

や農林水産省、全国農業協同組合中央会、県選出

ると共に、保幼を統合した認定こども園の平成30

国会議員等へ事件の対応を要望に行き、それぞれ

年開園に向けて、準備を進めてまいります。

においても対応していただき、心強く思っており
ます。

再生可能エネルギーに関して、村のバイオマス
資源（籾殻）を活用した、地域分散型エネルギー

そ して、全農では、農家への損害賠償、環境直

インフラプロジェクトのマスタープランづくり

接支払の補償と要望していた内容で対応すること

を総務省の補助事業で進めているところでありま

になり、解決に向け前進したものと思います。

す。主には、温泉エリア、農業ハウス、福祉エリ

村では環境創造型農業を推進し、減農薬・減化
学肥料の特別栽培や有機栽培に力を入れ、最近で

ア、学校エリア、村営住宅等に籾殻を利用した熱
供給を段階的に進めることを検討するものです。

は八郎潟の水質に配慮した栽培にも取り組み、農

村のバイオマス資源を活用することで、地球温

地の約 80％で環境に配慮した栽培に取り組んで来

暖化防止、農業と地域経済の好循環にもつなげて

たところであり、そうした中での事件でした。

いきたいと考えています。

最近、建設会社や製薬会社など、こうした偽装

本年、大潟村創生総合戦略の確実な推進を図

事件が明るみに出てきました。日本は品質におい

り、村民の皆様とともに力強く歩み続ける所存で

て「信頼がおける」、日本人は「信用ができる」

あります。今後とも、村行政へのご理解とご協力

ことが国内外の評価であったはずが、とても残念

をよろしくお願い申し上げます。

です。
村の農作物の栽培においては、今後も環境創造

皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、新年
のあいさつといたします。

型農業を推進して、環境に配慮しながら、安心安
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村議会12月定例会

学校給食の調理業務における異物混入事故について
去る11月26日の大潟小学校における給食時に、
カレ−ライスの副菜として出された「福神漬け」
に小さなビニ−ル片が混入しているのを６年生の
児童が発見し、担任に届け出たものであります。
担任から連絡を受けた共同調理場長である小学
校長の指示により、幼稚園、小中学校すべての教
室の福神漬けを回収したところであり、また、一
部の早めに給食を食べていた園児・児童について
は、健康状態を調査し、特に異常がないことを確
認したところであります。
異物の混入は、給食調理中、調理員が、福神漬
けの袋をハサミで開封する際に、誤って使い捨て
手袋の先端を一緒に切り、そのビニール片が混入
してしまったものであります。
村における学校給食の｢調理業務｣は、本年４月
より「株式会社ル−ラル大潟」に委託しており、
６月の事故発生後においては、調理業務の改善や
衛生管理の徹底を厳しく指導してまいりました。
しかし、調理マニュアルに従った作業 前後の基
本的な確認がなされなかったことが原因で、再び
このような事態を引き起こす結果となり、誠に遺
憾であり、大変申し訳なく思っております。
今後は、受託業者と綿密な連携をとりながら、
これまで以上に、調理マニュアルの徹底をはじめ、
調理業務改善策の徹底に最善を尽くしてまいりた
いと存じます。
この度の事故において、給食を受けている園児、
児童、生徒及び関係の保護者、議員の皆様はじめ
多くの関係者にご迷惑とご心配をおかけしました
ことを、深くお詫びを申し上げます。

に取り組んできた農家をはじめ販売事業者など、
関係者にとっては許せない行為であり、強い憤り
を感じております。
村では、農家の被害を最小限にくい止めるため、
農林水産省、全国農業協同組合中央会、秋田県選
出国会議員及び秋田県に対し、被害補償をはじめ
必要な対策を講ずるよう要望してまいりました。
今後も、大潟村農協をはじめ関係機関、団体と
情報を共有し連携しながら、この事態に対応して
まいります。
そして、確実な補償の支払いや次年度以降の作
付けについて、農家が安心して営農できるよう働
きかけを続けてまいります。

村づくり懇談会について
去る 12 月１日に、「総合戦略」「公共下水道
管渠改修事業」「自然エネルギー」「認定こども
園」など８つの懇談テーマを設けて開催いたしま
した。
事前に、各団体から提出された意見・要望に対
し回答するとともに、出席者からは、認定こども
園、生産調整廃止後の大潟村農業、介護、研修の
バス借り上げ補助、街灯の設置、下水道工事の騒
音などの発言がありました。
これらの意見・要望につきましては、来年度予
算に反映させるなどして、村づくりを進めてまい
りたいと考えております。

太平物産株式会社の肥料成分偽装問題について

この度の問題は、有機農産物等の生産に積極的
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大潟村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略について

村では、わが国の新たな農村のモデルとして、
人口3,000人を維持し、今後もたゆまず歩み続ける
ことを基本的視点に、「産業振興対策」「結婚・
子育て支援」「移住・定住促進」の３つの基本目
標を定め、人口減少対策と地域活性化に資する
「総合戦略」を策定し、その実現に向けて取り組
んでまいります。
総合戦略の策定にあたっては、議会をはじめ、
村内各機関・団体、村民等からのアンケート結果
など多様な意見を反映させ、年内に素案をまとめ、
成案を来年２月までに完成することにしておりま
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、 17項目の農
業特区を提案し、去る、 11 月 12 日に内閣府国家
戦略特区ワーキンググループのヒアリングを受け、
今後、提案内容について協議してまいります。

地域おこし協力隊について

村では、３人目の地域おこし協力隊として、ス
ポーツ振興による地域活性化、地域づくりを目的
として募集したところ、10月１日に宮城県仙台市
ゆうせい
の佐々木優成氏を任用したところです。
平成28年９月８日から11日に開催される「世界
学生水上スキー選手権大会」の準備・運営やスポ
ーツによる村づくり事業
の企画・運営などの業務
に当たることにしており
ます。
任用期間は、平成 28 年
３月 31 日までとなってお
りますが、更新により最
長で３年間任用できるこ
ゆうせい
佐々木優
成氏
とになっております。

水難救助訓練、小中学校における避難訓練や消防
署と消防団の連携による各種消火、救助訓練など、
本番さながらの緊迫感の中で行われ､充実した訓練
となりました。
改めて、訓練に参加していただきました村民、
消防関係者の方々に感謝申し上げますとともに、
今後もこのような訓練を通して更なる防災対策の
強化、住民の防災意識の高揚に努めてまいります。

婦人会・日赤奉仕団・婦人消防協力隊による炊き出し訓練

大潟村・浦安市ふるさと都市交流協定の締結について

大潟村・浦安市ふるさと都市交流協定は、大潟
村と浦安市が相互の信頼と尊敬を礎として、友好
関係をさらに推進することを目的としております。
去る 10 月 17 日に、浦安市民まつりの会場にお
いて調印し、大潟村、浦安市及び大潟村民、浦安
市民が、文化、教育、産業など幅広い分野での交
流を通じて、都市と農村の連携モデルとなるよう、
交流を推進することで合意したところであります。
このふるさと都市交流協定を契機に、これまで
の交流事業をさらに拡大するため、今後、具体的
な内容について、浦安市と協議してまいります。

総合防災訓練について
去る11月５日に秋田県消防協会男鹿潟上南秋支
部主催による総合防災訓練が当村を会場に実施さ
れました。
この訓練は、男鹿・潟上・南秋地区の各市町村
が持ち回りで実施する大規模な訓練で、大潟村で
は平成21年以来６年ぶりの開催となりました。
今回は、「秋田県沖の３つの海域を震源とする、
震度６弱の地震が発生した。」との想定のもと、
村民をはじめ、６市町村の消防関係者や小中学生、
訓練会場となったサンルーラル大潟の従業員など
約700名が参加しました。
訓練では、住民による初期消火訓練、倒壊家屋
からの救助訓練、炊き出し訓練を実施しました。
さらに、県の消防防災ヘリコプター出動による

ふるさと都市交流協定調印式

太陽光発電事業について
平成26年、大潟村ほか村内企業等の出資により
設立した株式会社大潟共生自然エネルギーによる
太陽光発電所は、建設工事及び東北電力への系統
連系が順調に進んだことにより、９月末で完成し、
当初計画より３ヶ月早い10月１日より売電を開始
しております。
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発電状況については、10月、11月とも計画値よ
り１割から２割程度上回り、事業は順調にスター
トしたところであります。
また、本事業は建設費の一部を地域や広く全国
の市民から出資していただき、その利益を出資者
へ還元する地域発電所の取り組みを進めてまいり
ました。
その出資総額は、計画目標の１億円に対し9,450
万円となる見込みで、うち村民出資率が 39 ％と
全国各地の同様のソーラーファンドと比べ、地元
出資率が高く、村民の皆さまの関心の高さがうか
がえ、改めて、事業を確実に軌道に乗せ、かつ地
域・村民に資するプロジェクトとして推進してい
く所存であります。

西３丁目から県道42号線を挟んで
西側に広がるメガソーラー

分散型エネルギーインフラプロジェクトに関
係する、再生可能エネルギーの活用について
去る11月13日から22日までの10日間の日程で、
私を含む７名で、デンマークにおけるバイオマス
による熱利用を中心に視察調査を行ってまいりま
した。
地域熱供給は、基礎的社会資本の一環を成して
いるというほど当たり前のように整備され、地域
住民が関わりながら、その熱源として地域のバイ
オマス資源を活用していました。
別途の機会を設け、その内容を村民の皆さまに
報告したいと考えておりますので、よろしくお願
いします。
本年度、村としましても、デンマークを参考に
しながら、バイオマス資源を有効に活用する計画
づくりを進めてまいります。

日本ジオパーク再認定審査について
去る11月２日から４日にかけて、男鹿半島・大
潟ジオパークの日本ジオパーク再認定審査が行わ
れました。
日本ジオパークには、現在、39地域が認定され
ておりますが、認定地域には４年に１度、日本ジ
オパーク委員会による再認定審査が義務づけられ
ております。
○
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当日は、県外から３名の審査員が来られ、ジオ
サイトの現地視察やガイドの活動紹介、現況報告
会などが行われ、４年間の活動内容や課題克服に
向けての取り組みが審査されました。
審査員からは、「課題を克服し、新たな取り組
みも見られるなど確実に前進している。これから
も発展、成長していくジオパークという印象を受
けた。」との講評を頂いたところであります。
12 月 14 日に東京で開催される、日本ジオパー
ク委員会において再認定が審議され、その結果が、
即日発表される予定となっております。

大潟村子ども海外研修事業について
去る10月８日から12日の４泊５日の日程で、大
潟中学校の生徒５名、引率者３名が韓国を訪問い
たしました。
また、延期となっていた韓国インピ中学校の大
潟村訪問も、去る、10月26日から29日の３泊４日
の日程で行われ、生徒20名、引率者４名が大潟村
を訪問しております。
昨年度は、セウォル号の沈没事故や大韓航空の
運休に伴い、相互の訪問が中止となっていたため、
２年ぶりの相互交流となりました。
生徒同士、互いに異なる文化や歴史を学び、理
解し友情を深め合うこ
とができたと感じてお
ります。
来年度以降の交流事
業の実施については、
インピ中学校側では、
相互交流の継続を強く
希望しており、村とし
ましても、継続してい
く考えであります。
今後の交流の方法や
手巻き寿司体験もしました
受入体制等については、
実行委員会、中学校及び教育委員会と検討してま
いります。

認定こども園について

認定こども園の整備方針等を検討する「認定こ
ども園等整備検討委員会」では、これまで会議を
４回、美郷町と八峰町の３施設において視察研修
を行ったところであります。
なお、会議では、視察施設の参考にすべき点を
あげてもらい、認定こども園の整備方針等の提言
書を作成するため、意見集約を行っているところ
であります。
今後につきましては、年度内に、あと２回ほど
会議を開催し、意見がまとめられ、提言書として
提出される予定であります。

12月定例会で可決された議案
大潟村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に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例案
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に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供について、必要な事項
を定めるため、条例を制定するものです。
大潟村村税条例等の一部を改正する条例案
地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法
施行規則等の一部を改正する省令の公布に伴い、
所要の規定を整備するものです。

平成28年１月号

大潟村介護保険条例の一部を改正する条例案
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
規定を整備するものです。
大潟村ふるさと交流施設の指定管理者の指定について
大潟村ふるさと交流施設の指定管理者を以下の
とおり指定するものです。
【期間】平成28年４月１日〜平成33年３月31日
【指定管理者】（株）ルーラル大潟
代表取締役会長 宮田正馗

大潟村国民健康保険条例の一部を改正する条例案
健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の規
定を整備するものです。
平成 27年度大潟村一般会計・特別会計補正予算案
(1)大潟村一般会計補正予算
補正前の額
3,569,507千円
補 正 額
27,233千円
補正後の額
3,596,740千円
〈主な歳入〉
・前年度繰越金
26,480千円
〈主な歳出〉
・老人保健費
4,665千円
・排水対策事業
17,000千円
・南地区新規ハウス用地貸付事業
2,160千円
(2)国民健康保険事業特別会計補正予算
補正前の額
880,225千円
補 正 額
6,120千円
補正後の額
886,345千円
〈主な歳入〉
・前年度繰越金
6,120千円
〈主な歳出〉
・一般被保険者高額療養費
4,902千円
平成27年度大潟村一般会計補正予算（第６号）
大潟村一般会計補正予算
補正前の額
3,596,740千円
補 正 額
1,678千円
補正後の額
3,598,418千円

(3)介護保険事業特別会計補正予算
補正前の額
262,195千円
補 正 額
1,482千円
補正後の額
263,677千円
〈主な歳入〉
・前年度繰越金
1,482千円
〈主な歳出〉
・居宅介護サービス計画給付費
1,482千円
(4)後期高齢者医療特別会計補正予算
補正前の額
50,041千円
補 正 額
610千円
補正後の額
50,651千円
〈主な歳入〉
・保険料
443千円
〈主な歳出〉
・後期高齢者医療広域連合納付金
610千円

〈主な歳入〉
・前年度繰越金

1,678千円

〈主な歳出〉
・中学校体育館西口風除室等設置事業
・中学校敷地内街灯設置事業

1,293千円
385千円

○
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幼稚園

なかよし発表会

僕たち私たち、何があっても、「へっちゃらぽんち」♪

さすが年長さん。とび箱にフラフープ、なわとびも軽快です♪

11月28日（土）、幼稚園において、なかよし発
表会が行われました。
初めに年長・年中による歌と合奏、ハンドベル
で来場者を歓迎し、続いて各組がそれぞれ元気い
っぱいの踊りや体操を披露しました。また、年
長・年中合同のオペレッタ（歌と踊りを交えた
くらえ！手裏剣！
僕たちニンニンジャー！

劇）では、海の仲間たちの賑やかなダンスパーテ
ィーを見事に表現していました。
幼稚園に３歳児が加わって初めてのなかよし発
表会は、会場に入りきらない程の保護者が来場し、
園児たちの元気で可愛らしい発表に拍手を贈って
いました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」11/30掲載♪

跳んで、叫んで、男祭りだ！

恋する乙女の恥じらいポーズ？

小さくたって、
私のハートは100 パーセント♪

○
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「大人も子どももハグしちゃお♪」

小さなアイドルたちが
「ウニャウニャよ♪」

宝島はどこだー！？

オペレッタ「うみのなかまのダンスパーティー」
暴れん坊サメさんを、イカスミビームで撃退だ！

保育園

親子クリスマスお楽しみ会

小さなミッキーマウスとミニーマウスが
可愛らしく踊ってくれました♪
みんなで踊ればもっと楽しいね♪

サンタの登場でみんな大喜び！

スお楽しみ会が開催されました。
踊り「ぺんぎん体操」や「ミッキーマウスマー
チ」では、可愛いコスチュームを着た園児たちが元
気な踊りを披露し、会場から温かい拍手が贈られま
した。
その後も園児たちは、保護者と一緒に歌や踊り、
手遊びなどでたくさん体を動かし、家族やお友達と
の触れ合いを楽しんでいました。
ステージの上はちょっと照れるかな？

みんな大好き、
「おひさまパワー！」
ちびっこぺんぎんさんたちのオンステージ♪

12月19日（土）、保育園において、親子クリスマ

大潟幼稚園

給食の時間︑クリスマスのプレゼントの話で盛
り上がっていました︒
先生﹁Ａちゃんはサンタさんに何をお願いするの？﹂
するとすぐに︑
Ａちゃん﹁小さな赤ちゃん♪﹂
先生﹁サンタさん叶えてくれるかな︒お父さんと
お母さんにもお話ししておくといいね♪﹂
Ａ子﹁うん！﹂
子どもたちが楽しみにしているクリスマス︒子
ど も の 素 直 な お 願 い 事 は と っ て も か わ い ら し く︑
聞いていてほほえましく感じます︒どんなクリス
マスプレゼントが届いたのかな☆

☆サンタさんのプレゼントはなあに？

園庭で男の子たちがおいかけっこをして遊んで
いるとき︑Ａくんが泣いていました︒
すると︑築山からＢくんがゆっくり歩いてきま
した︒
そで
Ｂくんを見てみると︑上着の袖から両腕を抜い
すそ
て︑裾から腕を出している状態でした︒
Ｂくん﹁僕ね︑手が４本なんだよ︒
﹂
と︑にやっとしながら言うと︑周囲の男の子たち
はおかしくて大笑い！
泣いていたＡくんも笑って︑すっかり元気になっ
ていました︒
友だちと遊ぶことが楽しくて一緒に遊ぶだけで
なく︑泣いている子を気にかける優しい一面もあ
る子どもたちです︒

☆Ｂくんのおかげで元気になったよ

in
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千葉県 浦安市と「ふるさと都市交流協定」締結
10月17日に、千葉県浦安市と「ふるさと都市交
流協定」が締結されました。
大潟村と浦安市は、平成 22 年に村の小学５年
生が初めて浦安市を訪問してから相互交流が始ま
りました。６年目を迎える今年度は、農地の無い
浦安市の市民が、大潟村の圃場で JAS有機米づく
りに携わるという「浦安こまち事業」も実施され、
作られたお米は浦安市民の皆さんに大変好評でし
た。
今後も「子ども交流」や「浦安こまち事業」と
いった従来実施している事業を中心に、交流が継
続・発展するよう取り組んでいきます。
今後も広く村民の皆様が関わるような内容にし
ていきますので、ご理解・ご協力をお願い致しま
す。

田んぼ提供者で、「浦安こまち」の管理をされ
てきた末田さん（西1-2）も品質の良さをＰＲ

春には田植え、秋には稲刈りも体験した松﨑市長

小松 愛里さんがバレーボールで大学日本一に輝く！

○
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写真提供：東海スポーツ

厳しい練習を乗り越え掴んだ金メダル︒
仲間と喜びを分かち合う

【大会結果】
準々決勝
対 東北福祉大学 3-2
準 決 勝
対 青山学院大学 3-1
決
勝
対 日本体育大学 3-0

ゼッケン20番が小松さん。高さを活かした堅いブロック
精度の高いサーブでもチームに貢献

第 62回全日本バレーボール大学女子選手権大会
（全日本インカレ）が11月30日から12月５日の日
程で名古屋市で開催され、小松愛里さん（大学２
年、西2-3）が所属する東海大学が優勝し、大学日
本一となりました。
決勝戦は全セットともデュースとなる大接戦で
したが、昨年の準決勝で敗れた雪辱を期す東海大
学が、連覇を狙う日本体育大学を３−０のストレ
ートで下しました。
小松さんはミドルブロッカー（センター）とし
て２回戦からフル出場し、大会を通じて持ち前の
高いブロックで相手の攻撃を封じ、ブロード攻撃
やサービスエースなどで得点を重ね、東海大学の
４年ぶり７度目の優勝に大きく貢献しました。
「日本一になるために厳しい練習を乗り越えて
きた。優勝できて本当に嬉しい。」と小松さん。
日本一の栄冠、おめでとうございます。

平成28年１月号

再認定の知らせを受けて握手を
交わす︑村長と渡部男鹿市長

祝・男鹿半島・大潟ジオパーク再認定！
12月14日（月）に東京で開かれた日本ジオパー
ク委員会において、男鹿半島・大潟ジオパークの
日本ジオパーク再認定が決定しました。
認定地域には４年に１度の再認定審査が義務づ
けられており、男鹿半島・大潟では11月２日から
４日にかけて干拓博物館や男鹿市ジオパーク学習
センターなどで審査を受け、教育プログラムやガ
イド体制、拠点施設の整備状況などが高く評価さ
れました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」12/15掲載♪

佐伯賢治 氏に秋田県交通指導隊勤続優良隊員表彰（12年以上勤続）
10月23日（金）、秋田市文化会館において第42
回秋田県交通指導隊大会が開催され、大潟村交通
指導隊の佐伯賢治 隊員（東2-5）が勤続優良表彰
（12年以上勤続）を受けられました。
佐伯隊員は平成15年８月１日に任命されて以来、
交通秩序の維持及び交通事故防止のために努めら
れています。その功績が認められ、この度の表彰
となりました。
今後とも大潟村の交通安全のため、ご尽力くだ
さるようお願いいたします。

村道の愛称決定！
大潟村では、総合中心地内の主要３路線に村民
誰もが親しめる愛称を募集したところ147 件の応
募があり、 11 月 27 日に髙橋村長を委員長とした
『村道愛称選考会』を開催しました。
選考委員から「これからも変わらず分かり易い
名称。」ということで選考を行った結果、次の名
称が選定されました。たくさんのご応募ありがと
ǎ

うございました。
選定された愛称
①『干拓通り』
②『中央西通り』
③『中央東通り』

Ǐ

応募者
松岡正樹さん（東3-4）
みいね

信太美稲さん（西3-2）
佐藤晃之輔さん（西1-1）
佐藤晃之輔さん（西1-1）

Ǎ

Ǎ

ǎ

向かって左から、松岡さん、信太さん、村長、佐藤さん

Ǐ
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全日本アンサンブルコンテスト中央地区予選、
大潟中学校・小学校が共に金賞受賞！
12月19日（土）・20日（日）、秋田県民会館において行わ
れた全日本アンサンブルコンテスト第38回秋田県大会中央地
区予選において、大潟中学校・大潟小学校が共に金賞を受賞し
ました。
19日（土）の中学校の部（秋田市・男鹿潟上南秋地区）に
る い
出場した大潟中学校の金管８重奏（Trp1 大畑瑠衣、Trp2 菊
か ず な
地主奈、Hrn1 鎌田恵理、Hrn2 佐藤実喜、Trb1 小助川みの
ひ な
り、Trb2 新田翔子、Eup 佐々木陽菜、Tub 浮田直希）は、
アレンスキー作曲「６つの小品」より「子守歌、ロシアの主題
によるフーガ」を演奏し、見事に金賞を受賞、全県大会への切
符を掴みました。大潟中学校の全県大会出場は、平成10年以
来17年ぶりの快挙。おめでとうございます。
20日（日）には小学校の部が行われ、大潟小学校の金管５
ま さ こ
ゆ り
はな
重奏（Trp 近藤真子、Trp 岡田友梨、Hrn 一箭花、Trb 鎌田
きょうか
理子、Tub 伊東響花）は、矢吹祐介作曲の「ファースト ステ
ップ！」を演奏、見事に金賞を受賞し、全県大会出場を決めま
した（H24年以来、３年ぶり）。おめでとうございます。
全県大会での活躍にもご期待申し上げます。
【全日本アンサンブルコンテスト 秋田県大会】
会場：秋田県民会館
中学校の部：１月23日（土）
小学校の部：１月24日（日）

中学校の部、金管８重奏の皆さん

小学校の部、金管５重奏の皆さん

「４時からライト＆乗ったらベルト運動」が実施されました
11月26日（木）、農協前の交差点において、「４時
からライト＆乗ったらベルト運動」が実施されました。
この運動は、日没時間が早まるこの時期の早めのラ
イト点灯、また、全ての座席のシートベルト着用を呼
びかけるため、交通安全協会が毎年行っているもので
す。
当日は、交通指導隊やシルバー人材センターも協力
して、同交差点を通行する車両のドライバーに対して
啓発を行いました。
ドライバーの皆様においては、早めのライト点灯と
全席シートベルト着用の徹底をお願いいたします。

「４時からライト」「乗ったらベルト」と書かれた
プレートを掲げ、ドライバーに啓発を行いました

交通安全母の会が、子育て・高齢者世帯訪問事業を実施
12月４日（金）から12月31日（木）まで、交通安全
母の会の皆さんが、村内の高齢者及び子どもがいる世
帯を対象に戸別訪問事業を行いました。
この事業は、交通安全啓発用品の配布や対話を通し
て、高齢者や子どもの交通安全意識を啓発する目的で
実施されたものです。
交通事故ゼロを目標に掲げる村として、今後も交通
安全の啓発に努めますので、村民の皆様のご協力をよ
ろしくお願いします。
○
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中学２年生、修学旅行先の東京で
百姓踊りを披露
11月26日（木）、大潟中学校２年生が修学旅行
の一環で百姓踊りを披露しました。
場所は東京都品川区、秋田県の東京アンテナシ
びさいかん
ョップ「美彩館」の正面入り口前。
発表前に品川駅周辺で行った宣伝活動も功を奏
して、たくさんの観衆が集まりました。
生徒たちは少々緊張しながらも、踊りを楽しみ、
とても充実した表情でした。

都会のど真ん中で、堂々とした踊りを披露

青色回転灯パトロール講習会が行われました
11月17日（火）、役場において、青色回転灯パ
トロール実施者を対象に講習会が開催されました。
この講習会は、五城目警察署から講師を招き、
青色回転灯積載車を運転し防犯パトロールを行う
際に必要な知識や方法、注意事項を確認すること
を目的とし、２年間有効な「パトロール実施者
証」の発行・更新を行っていただくための講習会
です。
村の安全安心のため、今後とも皆さまのご協力
をお願いいたします。

役場職員と美留造園が清掃ボランティアを行いました
12月９日（水）、役場職員と美留造園による清
掃ボランティアが行われました。
場所は保育園から役場庁舎にかけての赤レンガ
の遊歩道と、ふれあい広場。約 60 名が、本格的
な冬を迎える前に枯れ葉を掻き集め、スコップや
み
箕でダンプに積み込みました。集まった枯れ葉は、
２ｔダンプ２台分にもなりました。
ダンプを提供していただいた美留造園様、あり
がとうございました。

小春日和の昼休み、気持ちよく清掃できました

一日行政体験事業が行われました
12月１日（火）、役場及び関連施設において、
一日行政体験事業が行われました。
この事業は、村民の皆様に村行政機構の各ポス
トを体験していただき、行政に対する理解を深め
ていただくことを目的に毎年行われています。
体験者19名は、それぞれ事前に希望した部署で
説明を聞いたり、実際に業務を体験したりしまし
た。
体験後の感想では、「村職員は少ない人数で多
くの業務を行う必要があり、大変。その中で住民
が担えることがあれば、私たちの声がもっと届く
のでは」、「役場の仕事を内側から見る機会は貴
重なので、今後も続けていただきたい」などの意
見をいただきました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」12/2掲載♪

保育園の先生を体験した見上憲子さん（壮悠会、写真右）
と、広報担当を体験した小野未来さん（西1-4自治会）

○
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平成27年度

村づくり懇談会

12月１日（火）、役場において、村づくり懇談
会が行われました。今年度のテーマは以下の８項
目でした。

事業があります。
教育委員会と住民生活課、どちらの窓口に来て
いただいても、利用者の皆さんにご迷惑がかから
ないように調整させていただきます。

①大潟村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略に
ついて
②マイナンバー制度について

【要望】
以前に博物館にあった「環境創造21宣言」の大

③災害時避難場所整備工事について

きな看板について、去年は村創立50周年の看板を

④公共下水道管渠改修事業について

設置する関係で外したようだが、今年もまだもと

⑤北の橋改修工事について

の看板に戻ってない。

⑥自然エネルギー（バイオマス利用・太陽光発
電）について

大潟村が環境に配慮した農業をやっていること
の良いＰＲになると思うので、また人目につくよ

⑦認定こども園について

うな場所に設置してはどうか。

⑧2016年世界学生水上スキー選手権大会について

【回答：教育委員会】
今年度はジオパーク再認定に向けた展示を行っ

懇談会は、最初にこれらのテーマについて各課

た関係で、一時的に外しています。

から説明があり、その後の参加者から質問・要望

「環境創造 21宣言」の看板については、今後また

に対して当局側が回答するという形式で行われま

使うことを検討していきます。

した（テーマ外の質問・要望も可）。
皆さまからいただいた貴重なご意見は、今後の
村政に活かさせていただきます。ありがとうござ
いました。
以下、当日の主な質問・要望とその回答を掲載
いたします。

【要望】
ミニバスの練習は夜７時〜７時半に終わる。こ
れからの時期、その時間になると真っ暗で、体育
館側の駐車場には街灯が無いので足下が見えない。
これから冬期間にかけて凍結したりするとなお危
ないと思う。一度現地を確認していただき、街灯

【質問】
かけはしが無くなって、生涯教育関係のバスが
借り上げになり、半額補助という形になった。
この補助金の対象は、原則として生涯教育に関
係するものということだが、住民生活課でも福祉

の設置を検討していただきたい。
【回答：教育委員会】
別件も含めて現場を見させていただきました。
子どもたちの安全安心が第一ですので、関係課
と協議しながら対処していきます。

関係でバスの半額補助がある。この線引きがはっ
きりしない場合はどちらに相談すればよいか。
【回答：教育委員会】

【要望】
認定こども園が平成30年からスタートするとい

バスの半額補助については生涯教育団体を対象

うことだが、設計や、どこに建てるのか、といっ

とした補助事業と社会福祉団体を対象とした補助

たようなことについて、村民の意見を反映できる

○
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平成28年１月号

ように早めに公表していただきたい。

いと思う。

【回答：教育委員会】

【回答：教育委員会】

平成27年３月に整備検討委員会を設置しました。
そして平成28年度に基本設計・実施設計をし、平

どちらの形を取るにしろ、皆様に安心していた
だけるよう、これから検討して参ります。

成29年度に工事を行って、平成30年４月１日に開
設するという予定です。

【要望】

どこに何を、ということについては現在、検討

大潟村のほとんどの農家は家族経営なので、必

真っ最中です。村外の認定こども園を視察するな

ず介護の問題がついてくる。ひだまり苑や周辺市

どしながら検討中です。村民の方々から広くアイ

町村の施設もあるが、定員に限りがある。家族で

デアを頂けるよう、姿形が出てきた段階で公表し

対応できればそれに越したことはないが、中には

ていきたいと考えています。

たいへん苦労されている方もいる。
何か対策を検討していただければと思う。

【質問】
認定こども園の内容（時間等）はどのようにな

【回答：住民生活課】
世帯によって様々なケースがあると思いますの

るのか。

で、包括支援センターを中心に調査して対応した

【回答：教育委員会】

いと思います。

認定こども園の内容については、法律の縛りも
あります。具体的にはこれから検討に入っていく
予定です。

【回答：村長】
これから高齢者が増えていくことは大潟村にお
いても間違いないことですが、ひだまり苑やケア
ハウスなどで全てに対応するというよりは、介護

【要望】
小中学校が夏場に非常に暑いという。エアコン
を付けることが出来れば子どもたちも勉強により
集中できるのではないか。無理であれば、ブライ

予防に力を入れて、訪問介護、訪問看護などと組
み合わせていきたいと考えています。
また、社協とも話し合いながら村全体で支える
ような仕組みを作っていきたいと思います。

ンドを付けるなどしてはどうか。
【回答：教育委員会】
夏場に教室が暑いという意見は保護者からも寄

【質問】
減反制度が無くなった後、村の農業はどのよう

せられています。先生たちの話を集約すると、特

になるか。

に２階が暑いということですが、その時期は主に

【回答：村長】

夏休みにあたっていますので、他市町村の状況も
見ながら慎重に検討していきたいと考えています。
また、ＩＣＴなど、他の事業との優先 順位も考
慮していかなければならないと思います。

減反政策がなくなった後は、農家が自ら判断し
て取り組んでいくことになります。
加工米や畑作で減反したときの補助制度は残る
ということなので、すぐには大きく環境が変化す
ることはないと考えています。

【質問】
平成30年の認定こども園の開設に伴って、保育

ただ、競争がますます激しくなることは予想さ
れますので、大潟村としては、生き残っていくた

園の給食が委託になると聞いたが。

めの戦略を持っていかなければいけないと思って

【回答：教育委員会】

います。

幼稚園から中学校までの、給食調理業務委託に
合わせ、保育園でも27年度から（株）ルーラル大
潟へ調理業務を委託しております。なお、認定こ
ども園については、検討中であります。
【要望】
認定こども園の給食は、小中学校から持ってく
るのではなく認定こども園独自でやったほうがい
○
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園芸作物栽培指導員
林 智仁のコラム
と も ひ と

私、2015年７月１日より大潟
村に着任致しました、園芸作物
栽培指導員の林智仁と申します。現在、『園芸作
物の振興普及』『農産物の販路拡大』『営農支援
業務』を担当させて頂いております。
今回は自身のプロフィールと現在の活動内容に
ついて簡単にご報告させて頂きます。
林 智仁（はやし ともひと）：1982年９月28日生
まれ（33歳）・岐阜県岐阜市出身。
名古屋大学大学院生命農学研究科博士課程 修了。
博士（農学）：名古屋大学
専門分野は作物学・土壌学・植物生理学・植物
育種学です。また、最近のマイブームは『運動』
です。お腹のメタボンが気になりウォーキング
やストレッチを始めたのですが…全然痩せません
（笑）
《これまでの職務経歴》※ぜひ写真と共にご覧下
さい。年を追うごとに林の体が肥大していくのが
良く分かります（笑）
◆2008年04月〜2011年10月：名古屋大学農学
部・助手（大学院生兼任）
作物の低コスト多収栽培技術の開発、有機肥料
や農薬の開発、作物の遺伝子組み換え、作物や土
壌に含まれる微量元素・残留農薬の測定、実験実
習の講義、学会発表や論文執筆、農業改良普及業
務（栽培技術や営農プランの提案）等に従事して
きました。

閣府主催の震災復興プロジェクトも兼任し、農作
物や土壌に含まれる放射性セシウムの測定、汚染
土壌の浄化、汚染土壌地域での作物栽培試験、農
業改良普及や風評被害の実態調査に従事してきま
した（福島県磐城農業試験場との共同研究）。

植物細胞を顕微鏡で観察！

◆2012年10月〜2015年06月：名古屋大学大学
院生命農学研究科・博士研究員
作物の高品質栽培技術の開発、植物の生理的メ
カニズムの解明、農薬・殺虫剤の開発、作物の遺
伝子組み換え、研究プロジェクトの運営（ JICA：
西サハラ地区における陸稲栽培技術の普及）、植
物や土壌に含まれる有害金属・微生物の測定、実
験実習や座学の講義（作物生産学・基礎生物学な
ど）、学会発表や論文執筆等に従事してきまし
た。また、地元の農業高校への出前授業にも従事
してきました。

学会会場にて友人らと記念撮影

◆2015年07月〜現在：大潟村役場産業建設課・
園芸作物栽培指導員
現在、大潟村農産物の販路拡大、大潟村物産展
の企画、栽培のしおり（最新版）の作成、農業特
区申請に向けた活動、肥料設計や栽培方法のご提
案等に従事しております。

研究仲間との集合写真（右端が私）

◆2011年11月〜2012年09月：東京大学農学部
附属農場・特任助教
研究プロジェクト（経済産業省：セルロース系
バイオエタノールの生産システム開発事業）の一
貫として、バイオエタノール原料植物の栽培試験
（ inインドネシア）、有機肥料・農薬の開発、バ
イオエタノールの生成、研究プロジェクトの運営
（日本政府・インドネシア政府間の調整業務、ス
ポンサーの獲得）に従事してきました。また、内
○
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園芸団地巡回中の１コマ

今後も生産者の所得向上に貢献できるよう、全
力で職務に邁進する所存です。何卒、ご指導ご鞭
撻の程、よろしくお願い申し上げます。

平成28年１月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

平 成28年度非常勤職員の募集について
来年度、役場等で働く「非常勤職員」を募集します。
希望者は、写真を貼った「履歴書」を総務企画課まで提出して下さい。
【雇用期間】平成28年４月１日〜平成29年３月31日
【募集職種】
職

種

勤務時間帯（内７時間）

事務補助（役場、教育委員会、保幼小中他施設）
保育園保育士、幼稚園講師
保育士補助、講師補助
校務員、用務員
上下水道技師
児童厚生員、児童クラブ支援員
学校生活支援員（保幼小中）

8:15〜17:15
7:30〜18:00
7:30〜18:00
8:15〜16:00
8:30〜17:15
8:30〜18:00
8:00〜18:00

各施設により、勤務開始時間、終了時間、休憩時間、週休日が異なります。
※学校事務、校務員、学校生活支援員は、土日祝日の他、教育委員会が指定す
る日を休日とし、他の非常勤より勤務日数が少なくなります。
【報酬】時給900円〜
【勤務時間】上記勤務時間帯のうち、７時間
【募集期限】平成28年１月15日（金）
【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】平成28年１月22日（金）
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。

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

○
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平成28年１月号

総務企画課からのお知らせ

大 潟村公共施設
○役 場 庁 舎
○公
民
館
○博
物
館
○体
育
館
○診
療
所
○保健センター
○村民センター

総務企画課 ☎ 45-2111

年末年始の休業期間のお知らせ

12月31日（木）〜１月５日（火）
12月31日（木）〜１月５日（火）
12月31日（木）〜１月３日（日）
12月31日（木）〜１月３日（日）※詳細はP26
12月31日（木）〜１月５日（火）
12月31日（木）〜１月５日（火）
12月31日（木）〜１月５日（火）

利用希望等の事情に応じ開館します。
○ふれあい健康館 無休（ただし12月31日（木）〜１月５日（火）の
開館時間は9:00〜16:00）
○ご み 処 分 場 12月31日（木）正午〜１月３日（日）
○ご み 収 集 12月31日（木）〜１月３日（日）
○八郎湖周辺クリーンセンター
12月31日（木）正午〜１月３日（日）

住民生活課からのお知らせ

休業期間中の緊急連絡

大潟村総務企画課
☎45-2111
に連絡をお願いします。
警備会社に電話が転送
されますので、ご用件
をお話しください。警
備会社から、役場職員
に用件が連絡されます。
保健センター ☎ 45-2613

か らだにやさしい！料理教室
調理実習がメインの教室です。コレステロールや血糖値が
気になる方に、いつもの食材を使って簡単においしくできる
おすすめ料理をご紹介します。栄養ミニ講話もあります。
コレステロールや血糖値が気になる方、家族の方、参加し
てみませんか？
【日程と内容】右のとおり
【時間】毎回10:00〜13:00
【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（コレステロールや血糖値
が気になる方、健診でコレステロー
ル、血糖値が高めだった方、ご興味の
ある方）
【定員】各先着20名
【講師】管理栄養士 谷口 典子 氏
【申込期限】１月12日（火）
【申込・問合せ】保健センター
☎ 45-2613

１月21日（木）
「コレステロールが気になる方の食事①」
（献立）サバ缶ドライカレー、サラダ、
きのこのスープ、デザート
１月28日（木）
「男性のための栄養教室」
（献立）ご飯、長芋と豚肉の生姜焼き、
和え物、みそ汁
２月17日（水）
「血糖値やカロリーが気になる方の食事」
（献立）シュウマイ、卵焼き、キャベツ
のカレー炒め 他
２月24日（水）
「コレステロールが気になる方の食事②」
（献立）豆腐ステーキ肉みそかけ、さつ
まいものサラダ、スープ 他

心 の健康づくり講演会「認知症を学び地域で支えよう」
認知症は高齢化に伴って発症率が高まるとされま
す。
秋田緑ヶ丘病院は、平成 27 年の秋から県内で２
番目の認知症疾患医療センターとなりました。セン
ター長の坂本先生をお迎えして、認知症の症状やそ
の対応等について伺います。この機会にぜひ認知症
について学んでみませんか。
○
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【日時】２月１日（月）14:00〜15:20
【会場】ふれあい健康館
【講師】秋田緑ヶ丘病院 統括顧問
秋田県認知症疾患医療センター長 坂本 哲也 氏
【その他】申込不要、参加費無料
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

平成28年１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】１月14日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H26.10.8〜11.14生の乳児
◎乳児健診
【日時】１月７日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.7.10〜9.7生）
７ヶ月（H27.4.10〜6.7生）
10ヶ月（H27.1.10〜3.7生）
13ヶ月児（H26.11〜12月生）
◎２歳児親子歯科健診
【日時】１月20日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H25.6月〜7月生の幼児と親
◎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】１月７日（木）14:15〜
【会場】保健センター
【相談医】湖東厚生病院小児科医師
◎ちょこっとでの血圧測定
【日時】１月12日（火）・19日（火）
10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

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】１月７日
（木）
・21日
（木）14:00〜15:00
【会場・申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
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
１月20日（水）9:50〜 ふれあい健康館
１月27日（水）9:30〜11:00 保健センター
２月３日（水）9:50〜 ふれあい健康館
２月３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。
◎専門医による「心の健康相談日」
１月12日（火）・26日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
１月19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
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
【日時】１月14日（木）
10:00 〜 11:30
【会場】保健センター
【内容】ベビーマッサージ
【講師】近藤 真利子 助産師

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

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）
献血場所
受付時間
農協会館
9:30〜11:00
役
場
14:30〜16:00
※薬の種類と献血受付可否について
次の薬について、献血当日に服用されている場合
でも原則として献血にご協力いただけます。

①健康増進のためのサプリメント、②胃腸薬、③降
圧薬、④漢方薬、⑤高脂血症治療薬、⑥アレルギー
治療薬、⑦抗ヒスタミン薬、⑧少量の女性ホルモ
ン・避妊薬、⑨点鼻薬、点眼
薬、塗り薬、貼り薬、⑩抗潰
瘍薬、⑪緩下剤
（最終的な判断は検診医が判
断いたします。）
【問合せ】保健センター
☎ 45-2613
○
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平成28年１月号

保健センター ☎ 45-2613
地域包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

健 康教室「男性のためのメタボリックシンドローム解消教室」
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。
【対象】40歳以上の男性（健診等で肥満等が指摘された
方）
【開催日】１月８日・15日・22日・29日
２月５日・12日・19日・26日（すべて金曜）
【時間】10:00〜11:30
【会場】保健センター
【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

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
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、ご興味のある方）
【開催日】１月12日・19日・26日
２月２日・９日・16日・23日
３月１日
（すべて火曜）
【時間】13:30〜15:00
【会場】保健センター
【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

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）・２月５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
◎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】１月22日（金）※11月からの開催の第５回
１月からの開催：１月15日・29日・２月12日・
26日・３月11日（全て金曜）
【時間】10:00〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【対象】申込みした方

◎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】１月６日・13日・20日・27日
２月３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

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

○
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税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎ 45-2113

１ 月は償却資産の申告月間です
１月６日（水）から、償却資産申告書の受付が始 《平成28年度償却資産申告書へのマイナンバー
まります。
（個人番号・法人番号）の記載について》
事業を行っている個人や法人で償却資産を所有し
平成28年１月のマイナンバー制度の導入に伴い、
償却資産申告書に新たにマイナンバー（個人番号・
ている方は、必ず申告してください。
法人番号）の記載欄が設けられました。
【申告期間】１月６日（水）〜２月１日（月）
なお、個人番号を記載した申告書を提出いただく
【申告の対象】平成28年１月１日現在で所有してい
る償却資産
際には、マイナンバー法に定める本人確認（番号確
（例）ベルトコンベア、畦塗り機、催芽機、パソコ 認及び身元確認。）を実施させていただきます。
ン など
〔本人確認のために持参いただくもの〕
※自動車税・軽自動車税の課税対象は含まれません。
①番号確認
【申告先】税務会計課窓口
個人番号カード、通知カード、個人番号が
（大潟村
【申告用紙】税務会計課の窓口にあります。
記載された住民票の写し
公式ホームページからもダウンロードできます。
)
②身元確認
※平成27年度に償却資産をお持ちの方には、12月
個人番号カード、運転免許証、旅券 など
下旬に申告書をお送りしています。
※法人番号を記載した申告書をご提出いただく場
※償却資産の申告は、確定申告とは別のものです。
合、本人確認資料の添付は不要です。
必ず申告してください。
※確定申告の際に作成する減価償却費計算書の写し 【問合せ】税務会計課 ☎ 45-2113
などで申告していただいても結構です。（必ず住
所・氏名等を明記し押印してください。）

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
○
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平成28年１月号

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

農 業経営基盤強化準備金の受付会のお知らせ
準備金とは認定農業者の方が受けられる税制優遇措置で、当該年の交付金を農用地や農機具を購入
するために積み立てておくことができる制度です。積立金は経費扱いとなり非課税となります。
準備金の申請受付を本年も村内で実施することに 【持ち物】（※新規申請者分）
①平成27年分の交付金交付決定通知書の写し
なりました。
（主に経営所得安定対策関連の交付金が対象で
平成 26 事業年度分を申請された方については、
す。）
東北農政局秋田支局から別途送付された「お知ら
②認定農業者の認定書及び農業経営改善計画書の
せ」をご覧になり、指定された日程で申請されます
写し
ようご協力をお願いいたします。
③平成27事業年度分の仮決算書の写し
なお、前年度申請されなかった方及び新規申請者
④印鑑（認め印で構いません。）
の方については、完全予約制となりますので、申請
を希望される方は役場産業建設課までご連絡下さい。 ⑤自宅の住所を記載し 82 円切手を貼った封筒
（証明書返信用)
【開催日時】平成28年１月26日、
⑥農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼報告
２月２日・９日・16日・23日
書及び申請書（作成できる方）
（全て火曜）
⑦平成 27 事業年度中に②に基づいて購入した農
10:00〜12:00／13:00〜15:00
用地や農機具等がある場合は購入したことを証
【会場】大潟村ＪＡ会館 ２階 小会議室
明できる書類の写し（別途問合せ下さい。）
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

街 灯ＬＥＤ化更新工事の実施について
老朽化により更新の必要な住区内の街灯をＬＥＤ
街灯に更新しています。
更新工事は電灯部分のみを交換するものや支柱か
ら全て交換するものなどあり、今年度は西地区の全
域と東２丁目を実施しています。

工事車両の駐停車などにより、ご迷惑をお掛けし
ますがご理解とご協力をお願いいたします。
工 期 平成28年３月18日まで
契約先 若美電気工事㈱（男鹿市）
【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
○
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【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

平成28年１月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎ 45-2611

公民館主催講座・教室

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎男の料理教室 〜粋な男はイカをもさばく〜
【日時】１月20日（水）10:00〜13:00

【参加費】1,500円

【会場】村民センター

【持ち物】エプロン・三角巾

【内容】イカ料理とお寿司の握り方

【申込期限】１月18日（月）

【対象】男性（村民）
【定員】15名

男性諸君、
オレ様を華麗に
さばいてみな！

イカ以外の
ネタもあるよ！

【講師】小林 覚 氏

◎親子でクッキング
親子でバレンタインチョコを作り、当日大切な
方へプレゼントしませんか？
【日時】２月14日（日）9:30〜12:00
【会場】村民センター

【参加費】1,500円
【持ち物】エプロン・三角巾
子供用飲み物（給水用）
【申込期限】２月５日（金）

【内容】バレンタインデーチョコ作り
【対象】村民15組
【講師】cocotier店主 石川 桃子 氏

＊大潟村きらきら塾・教室

＊

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎お話しひろば・昔っこ遊び
【日時】１月30日（土）10:00〜12:00
【会場】公民館児童図書コーナー・大集会室
【内容】10:00〜10:30 お話しひろば：大型絵本の読み聞かせ・紙芝居など

10:30〜12:00 昔っこ遊び：おはじき・あやとり・お手玉・紙風船など
【対象】お話しひろば：全年齢層、読み聞かせに関心のある方など
昔っこ遊び：保育園児、幼稚園児（共に保護者付き添い）・小学生
【協力団体】お話しひろば（図書ボランティア）、昔っこ遊び（壮悠会）
【申込期限】１月22日（金）
◎EIGO DE ASOBO
英語を使った歌や遊びを楽しみましょう！！
【日時】２月６日（土）9:50〜12:00
【会場】公民館２階大集会室
【内容】英語のゲーム、うた、絵本の読み聞かせなど
【対象】幼稚園児年中〜小学生35名まで
【講師】森田 千尋 氏
【参加費】100円（保険料含む）
【申込期限】１月29日（金）
○
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平成28年１月号

教育委員会からのお知らせ

家庭教育学級

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎乳幼児編「フォト コラージュ ドームを作ろう」
お子さんの写ったお気に入りの写真に好きなパーツをコラージュして、
ナチュラル系インテリアにも合うフォトドームを作ってみませんか？
【日時】２月１日（月）9:30〜11:30
【会場】保健センター（大会議室）
【対象】０歳から６歳児をもつ保護者の方
【定員】10名まで
【講師】日本スノードーム協会認定インストラクター 藤島 美香子 氏
【参加費】2,000円（材料費）
【持ち物】使用したい写真２パターン×同じものを２枚ずつ
【申込期限】１月22日（金）
【その他】大会議室内に託児所を設営します。託児が必要な場合、申込
時にお知らせください（※最大８名まで）。
☆写真セレクトのコツ☆
顔のアップの写真よりも、人物まわりに空間があり、背景が広めの写真の方がコラージュしやすいです。

◎小中高編「臨床心理士のお話」
【内容】日常の悩みの解決方法
【日時】１月19日（火）9:30〜11:30
【会場】公民館
【対象】家庭教育学級生、子育てに関心のある方
【定員】なし
【講師】臨床心理士・学校心理士 石山 宏央 氏

【持ち物】筆記用具
【申込期限】１月15日（金）
※当日参加も可能ですので、是非ご参加ください。
※日常の悩みについて事前に質問がある方は、申し
込み時に案件を提出してください。

◎小中高編「フラワーアレンジメント＆閉校式」
午前中はチューリップのアレンジメントを行いま 【会場】チューリップのアレンジメント
す。
公民館２階和室
午後からは来年度に向けての活動を話し合います。
閉校式 公民館２階第２
家庭教育学級に関心をお持ちの方の参加もお待ちし 第３集会室
ております。
【参加費】 2,500 円（チューリッ
【日時】２月18日（木）9:30〜15:00
プのアレンジメント材料費）
【申込期限】２月12日（金）
【内容】①「チューリップのアレンジメント」
9:30〜11:30
講師 中本 利江子 氏
②「閉校式」13:00〜15:00

公民館ホームページ上でも、行事を紹介しています♪
大潟村きらきら塾や各種講座など、これから行う事業の詳細や活動後の記録を公民館ホームページ上で
確認することができます。詳細が決まり次第紹介していきます。随時更新していきますのでお楽しみに♪
また、公民館主催講座・教室のリクエストを募集しております。お問い合わせは、公民館ホームページ
トップ画面下部にメールアドレスがありますので、こちらから要望などをお寄せください。
《公民館ホームページ》

URL：http://ac.ogata.or.jp/commu/
《公民館メールアドレス》

E-mail：kouminkan@ogata.or.jp
○
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携帯・スマホからはこちら→

平成28年１月号

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

教育委員会からのお知らせ

新 しい本、入りました（12月分）
この冬はお家のこたつでぬくぬくしながら読書で決まりですね！大掃除・初詣・挨
拶まわりなど、一通りお正月行事を終え、一息ついたらみかん片手に読書で過ごして
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。
№

タイトル
1 「神様アンテナ」を磨く方法
誰もが感じているのに気づいていない幸運のサイン

2 臆病な僕でも勇者になれた七つの教え

著者

№

タイトル
6 ビジネススクールでは学べない
世界最先端の経営学

桜井 織子

著者
入山 章栄

ずるい暗記述−偏差値 30 から司
佐藤 大和
7 法試験に一発合格できた勉強法−

旺季志ずか

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカー
岩崎 夏海
3 の『イノベーションと企業家精神』を読んだら

津村 一史
8 中東特派員はシリアで何を見たか
−美しい国の人々と「イスラム国」−

高橋 洋一
4 花のポップアップ・クラフト：飛
び出すカードと飾りもの
高橋 としえ
湊 かなえ
5 ユートピア

9 きょうのおやつは かがみのえほん

わたなべ ちなつ

10 ママがおばけになっちゃった！

のぶみ

〜購入図書一覧を公民館ホームページ上で確認できるようになりました〜
公民館図書室で所蔵している本を確認することができます。ぜひご活用してください。なお、貸出状況
の確認はできませんのでご了承ください。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611

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（12月31日〜１月５日）はお
休みです。
【利用料】無料

さくらんぼクラブ﹁園開放﹂
の日は︑保育園の友だちと一
緒に遊びます︒

うち

【１月のさくらんぼクラブ予定】
●『読んで遊んで☆絵本ってたのしい！』
【日時】１月15日（金）10:00〜11:00
【会場】子育て支援センター
【内容】同じ思いを感じ合ったり、肌のふれあいが仲良しのはじま
りになったりするお話を紹介します。最後は、大人も子どもも一
緒に体を動かしながら、絵本と仲良しになってみませんか？
●『おにのぼうし＆プチプチ金棒をつくろう！』
【日時】１月22日（金）10:00〜11:00
【会場】子育て支援センター・保育園ホール
【内容】ふかふかして柔らかい金棒は、小さな子どもが振って遊ん
でも大丈夫！鬼の帽子をかぶり、金棒を持って、家族で節分を楽
しみましょう。
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
我が子を見守るお父さん！子どもと一緒に
☎ 45-2462 担当：栄田・飯塚 遊ぶ時間も大切にしたいですね。みんな、
子育て支援センターに遊びに来てね！
○
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

学生スキー教室のお知らせ
小 みんなで一緒にスキーを滑ろ
う！

村 民ボウリング大会

【日時】１月23日（土）集合・出発 7:00
【日時】１月25日（月）13:00〜
【集合】村民体育館
【会場】ラウンドワン秋田店
【場所】田沢湖スキー場
【競技種目】個人・男女混合 ６ゲーム
【対象】小学生と保護者（※小学３年生以下は保護 【参加資格】村内に在住又は勤務する方
者同伴）レベルに応じて組分けします。
【参加費】3,000円 ※申込時に持参ください。
【参加費】保険料込500円 ※申込時に持参ください。
【申込期限】１月22日（金）
【その他】リフト代・昼食代は各自負担
【主催】大潟村体育協会
【主催】教育委員会
【主管】大潟ボウラーズクラブ
【指導者】大潟スキークラブ
【申込・問合せ】
【申込期限】１月19日（火）
村民体育館 ☎ 45-2269
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
※冬休み前に全校配付した申込用紙に記入のうえ、
提出してください。（申込用紙は体育館にもあ
ります）

月 曜日も体育館を開館しています。

民スキー&スノーボード大会
村 参加者募集
【日時】２月11日（木・祝）8:30〜
【会場】秋田市オーパス（現地集合）
【参加費】無料
【その他】リフト代・昼食代は各自負担
【申込み】当日、現地にて参加受付けします。
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟スキークラブ
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

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

末年始の村民体育館の
年 休館について
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 間
閉 館
12月30日（水） 9：00〜17：00開館

12月31日（木）

休 館

休 館

〜１月３日（日）

休 館

休 館

１月４日（月）

9：00〜17：00開館
13：00〜17：00開館

閉 館

１月５日（火）

※午前中は清掃のため休館

閉 館

【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）

平成27年11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

東２−１下水道管布設替え工事

指名競争

11月４日

旧庁舎入口多目的ルーム整備工事

指名競争

11月20日

景 観 木 植 栽 業 務 委 託

条件付き
一般競争

○

26

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

5,508,000円

100.00

鈴成建設㈱

4,806,000円

98.89

㈱板橋組

11月30日 31,752,000円

94.99

むつみ造園土木㈱天王事務所

平成28年１月号

村民体育館 ☎ 45-2269
教育委員会 ☎ 45-3240

教育委員会からのお知らせ

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

☆１月の教室内容☆
種 目
ボクササイズ
３Ｂ体操
自力整体
ちょいスポ
シェイプアップ
生活ヨガ
親子３Ｂ
ちびっこ体操
ジュニア複合
ミニテニス
高齢者ラージボール卓球
ユニカール
ストレッチポール
モーニングストレッチポール
小学生スキー教室
太鼓のエクササイズ
ボート教室
スローエアロビ
認知症サポーター養成講座

日にち
８
８・15・22
６・13

場 所
村民体育館
健康館
村民センター
健康館
村民センター
健康館
村民体育館
村民体育館
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
田沢湖スキー場
村民体育館
村民体育館
村民体育館
健康館

28
20・27
25
20
21・28
27
21
13・27
13・27
12・26
19
23
18・25
18・25
29
18

時 間

10:00〜
10:00〜
10:00〜
19:30〜
10:00〜
10:00〜
14:30〜
14:30〜
16:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
19:30〜
10:00〜
7:00
13:30〜
13:30〜
10:00
10:00

備 考

村体集合出発

※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。

教 育資金の融資を受けている方へ

〜村が利子の一部を支援します〜

融資額300万円以内（平成22年３月31日以前に融資
を受けた方については、融資額200万円以内）の教育
資金を平成27年３月31日までに受けられている方を
対象に、当該年度支払利息額の１／２を助成します。
【対象者】・日本生活金融公庫の｢国の教育ローン｣
の融資を受けられている村内居住者。
・村内金融機関から教育資金の融資を受けられた
村内居住者。
【補助額】平成 27年度（平成27年４月１日〜平成
28年３月31日）支払利息額の１／２の額

（例）支払利息額29,297円の場合、14,648円を補
助。29,297円×１／２＝14,648円（１円未満切り
捨て）
【申請方法】
教育委員会に、印鑑・償還表（貸付金支払明細
書）・残高証明書を持参し、備え付けの申請用紙
にご記入ください。（２月29日（月）締切）
※申請の際に振込先口座番号を記入いただきます
ので、口座番号のメモをお願いします。
【問合せ】教育委員会 ☎ 45-3240

平 成27年度大潟村教育振興大会のお知らせ
大潟村教育の一層の充実・振興を図るため、村民
及び関係者が相集い、教育の今日的な課題について
理解を深め合う大潟村教育振興大会を次の日程で開
催しますので、是非ご参加ください。
【日時】１月12日（火）14:00〜
【会場】大潟村民センター
【内容】表彰式

講演「昨今のわが国の教育動向と本県教育のあり方」
【講師】秋田県教育委員会教育長 米田進 氏
略歴：五城目町出身、東京外国語大学卒、秋田高
校教諭、秋田県教育庁高校教育課長、秋田南高
等学校長、秋田北高等学校長を経て、平成23年
度より現職。現在、文科省中央教育審議会委員。
【問合せ】教育委員会 ☎ 45-3240
○
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教育委員会からのお知らせ

大 潟書道塾書道展のお知らせ
大潟書道塾による書道展を開催します。
生徒の皆さんによる書き初め作品と、日ごろの競書
作品を展示します。ぜひお越しください。
【期間】２月５日（金）〜２月８日（月）
【会場】大潟村干拓博物館
企画展示室
【問合せ】大潟村干拓博物館
☎ 22-4113

干拓博物館 ☎ 22-4113

博 物館教室
「大潟村の生きもの学習会」
八郎湖の湖底であった大潟村には、現在多くの生
きものが生息しています。以外と知られていない田
んぼや水路の生きものたちについて、一緒に学んで
みませんか。
【日時】２月７日（日）10:00〜11:30
【会場】干拓博物館 ※座学です
【対象】どなたでも可
【講師】NPO水生生物保全協会
木村 青史 氏
【参加費】無料（申し込み不要です）
【主催】大潟村教育委員会
【共催】大潟の自然を愛する会
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 民・議員との懇談会（仮称）を開催します
議会では、村民の皆さんから議会活動や村政の課
題に対する意見や提言をいただき、お互いに理解を
深めながら、ともに村づくりに努めて参りたいと考
えています。
様々なテーマについて、随時自由に発言していた
だき、より多くの事について語り合いたいと考えて
おり、次のとおり開催いたしますので、皆さんお誘
いあわせの上、是非ご参加ください。
【日時】２月５日（金） 13:30〜
【会場】公民館 ２階 大集会室

農業委員会からのお知らせ

Ｗ inter weiss bier Fest
ウインター ヴ ァ イ ス

ビ ア

フェスト
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農業委員会 ☎ 45-3654

参加者募集 〜ドイツ白ビールで樽コンしませんか？〜

ドイツ白ビールを樽ごと楽しみながら、楽しく交
ヴァイス
流をしませんか。 ※weiss＝ドイツ語で「白い」
【日時】２月６日（土）18:00
【会場】サンルーラル大潟
【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》25歳〜45歳までの独身の方
《男性》25歳〜45歳までの大潟村在住の
独身の方
【申込期間】１月15日（金）〜１月22日（金）
○

【内容】①議会活動報告
②フリートーキング（予定）
（テーマ）
○総務部門関係（予算・税金・企画・自治会等）
○産業建設課関係（農業・除雪・上下水道・観光等）
○住民生活課関係（福祉・医療・国保・防災等）
○教育委員会関係（保幼小中・生涯学習等）
○環境エネルギー室関係（ごみ・自然エネルギー等）
○議会関係
【問合せ】議会事務局 ☎ 45-2587

【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。
・当日は秋田駅より無料の送迎車が出ます。また次
の日も秋田駅まで送迎いたしま
す（ただし、サンルーラル大潟
に宿泊の方に限ります）。
【問合せ】大潟村農業委員会
☎ 45-3654

平成28年１月号

地

つれづれ

域おこし協力隊 徒 然日記♪
森田 僚也

祝・ジオパーク
再認定♪

八郎太郎の軌跡を追って

vol.7

「八郎太郎」。大潟村の神社にも祭られる、三湖伝説の主
人公ですね。
三湖とは、南祖坊と八郎太郎が死闘を繰り広げた十和田湖、
辰子姫の姿を表すが如く、深遠ながらも美しき透明度を誇る
田沢湖、そして八郎太郎が終の住みかとして創造せし八郎湖
の事です。ここ大潟村は八郎太郎の創り出した湖を干拓して
誕生した新生の大地。故に八郎太郎の名を語らずして、大潟
村の物語は語れません。
ジオパークである大潟のジオストーリーを考察していくう
ちに、八郎太郎が県民の幸せを願い、この土地を譲る男気を
知り、辰子姫と共に暮らす田沢湖を訪ねてみたいと思いを馳
せるようになりました。
そして先日、遂に田沢湖へ。前日の予報では荒れ模様。し
かし当日はなんのその。八郎太郎と辰子姫は大潟村から足を
運んだ私を快く迎え入れてくれました。
皆さんも大潟村の龍神、八郎太郎へ想いを馳せてみてはい
かがでしょうか。きっと田沢湖の水面のような澄みきった空
へと導いてくれますよ。

泣く程うれしいのね⁝

大地への愛・・・
さすがだね！

言わずとしれた、辰子像。伝説に想いを馳せます。
澄みきった湖水に手を伸ばすと、ひんやり優しい心地よさ

ともや

作・画 森田僚也
○
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情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター １月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所
１月24日（日）
13:30〜15:30
生態系公園鑑賞温室

研修の名称
研修の内容等
対象・研修経費
＊冬はやっぱり！ク
一般 20名
人気のクリスマスローズをメインに、他の植
リスマスローズ寄せ
研修経費
物と一緒に寄せ植えを作ってみよう！
植え
2,000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
１月23日（土）
〜２月14日（日）
９:00〜17:00
生態系公園

企画展の名称

展示の内容

料金等

キンカチャやオレンジトラン
外は真冬の寒さで
ペットバインなどの温室のスタ
も中はあったか！
ー植物や、洋ラン・柑橘類など
春を先取りお花展
がお待ちしております。

無料

【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
秋田大学大学から

お酒と上手につきあう講座
本当は、体のためにお酒を減らしたい。でも、
自信がない・・そんなあなたをお待ちしておりま
す！
【日時】第１コース（1/27・2/4・2/17）
第２コース（2/18・3/2・3/16）
13:30〜15:30
【会場】秋田大学大学院医学系研究科附属地域包
括ケア・介護予防研修センター
【内容】ミニ講話と語らい
【参加費】無料
【その他】できるだけ１コース３日間参加できる方
【申込・問合せ】秋田大学大学院医学系研究科附
属地域包括ケア・介護予防研修センター
電話／FAX 018-884-6508（担当：熊澤）

林業・木材製造業労働災害防止協会から

秋田県内に
「林業死亡労働災害多発警報」発令！
秋田県内で、林業における死亡労働災害が９、
10月に連続発生し２名の尊い命が失われ、極め
て憂慮する事態となっています。
この緊急事態を受け、林業・木材製造業労働
災害防止協会は、11月25日に林災防秋田県支部
に対して「林業死亡労働災害多発警報（12月１
日〜２月29日まで」を発令しました。
林災防秋田県支部では、発令期間中、緊急集
団指導や現場安全パトロール等実施するほか、
林業事業主に対して、自主安全パトロールや一
斉自主点検の実施等を要請していますので、林
業関係者はご協力していただくようお願いいた
します。
【問合せ】林業・木材製造業労働災害防止協会
☎ 018-837-7762
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拓邑俳句会

男鹿の海ハタハタ無数波さわぐ
松岡 正樹
鰰や子育て前にあの世逝く
大内 弘雲
ハタハタや海恋う顔の売られおり
宮野 洋子
店先のぶりこ鰰まづ値札
佐藤モモ子
鰰の玩具の瞳うるみおり
佐々木よしこ
鰰をいろり奉行の父が焼く
佐藤 豊
鰰や漁師と囲む大き鍋
下間 良子
鰰を食べて秋田の人になる
小南 八郎
鰰のレシピ女の自負も込め
佐藤 響泉
里帰り先ず鰰が欲しと言う
仁田原鈴子
鰰や一際光る鍋の中
守時 誓子
鰰のぶりこ寄せ来る男鹿の浜
川渕キヨ子
海荒れてはたはた番屋静なり
池田郷太郎

○
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情報・募集・ご案内
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。
１．自衛官候補生（三次募集）
種 目
受 験 資 格
受 付
試 験 日
歳以上
平成27年12月10日
18
自衛官候補生
平成28年２月７日（日）
〜平成28年２月１日
27歳未満の男子
試 験 科 目
筆記試験（国語・数学・社会）、作文、口述試験、適正検査、身体検査

携帯電話・スマ
ホはコチラから
もアクセスでき
ます↓

２．防衛大学校（一般採用試験（後期日程））
種 目
受 験 資 格
受 付
試 験 日
防衛大学校学生
平成28年１月20日
18歳以上
平成28年２月20日（土）
一般（後期）
〜平成28 年１月29日
21歳未満の者
試 験 科 目
種 目
科 目
英語（コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、英語表現Ⅰ･Ⅱ）
人文・社会科学
数学（数学Ⅰ･Ⅱ、数学Ａ･Ｂ）
国語（国語総合、現代文Ａ･Ｂ、古典Ａ･Ｂ）
防衛大学校学生
英語（コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、英語表現Ⅰ･Ⅱ）
理工学
数学（数学Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、数学Ａ･Ｂ）
国語（国語総合、現代文Ａ･Ｂ）
３．予備自衛官補（一般・技能）
種 目
受 験 資 格
受 付
試 験 日
一般 18歳以上34歳未満の者
平成28年１月８日〜平成28 平成 28 年４月 15 日〜 19 日
予備自衛官補
歳以上で国家資格を有 年４月８日（締切日必着） までの間の指定する１日
18
技能
する者
試 験 科 目
種 目
科 目
一般 筆記試験（国語・数学・理科・社会・英語・作文）、口述試験、適正検査、身体検査
予備自衛官補
技能 筆記試験（小論文）、口述試験、適性検査、身体検査
【問合せ】自衛隊 秋田募集案内所 ☎ 018-864-4929
県税事務所から

平成28年作業分の農業用免税経由に関する申請受付について
◎農業のために農業用機械で使用する軽油については、予め県から交付を受けた免税証を軽油購入時に
販売店へ提出することにより、軽油引取税（１リットルあたり32.1円）が免税となります。
◎免税証の交付申請の受付は、秋田県総合県税事務所課税部課税第二課（県秋田地方総合庁舎１階）で、
平成28年２月１日（月）から行います。
◎免税証の交付については、平成28年の２月末までの申請分は４月中旬に交付予定です。平成28年４月
以降の申請については、所定の日数をおいて順次交付いたします。
◎申請にあたって、以前に免税証の交付を受けていた方は、申請時に前回分の報告書の提出が必要です。
また、既に購入した分や作業を終えた分の軽油への免税証は交付できませんのでご注意ください。
◎申請書類は、秋田県総合県税事務所課税部課税第二課に用意しています。また一部の様式については、
秋田県のホームページ「美の国あきたネット」（www.pref.akita.lg.jp）からダウンロードできます。
【問合せ】
秋田県総合県税事務所 課税部 課税第二課 ☎ 018-860-3341
○
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情報・募集・ご案内
税務署からのお知らせ

〜平成27年分所得税・消費税・贈与税の確定申告について〜
１ 申告と納税は期限内に！
平成27年分の確定申告書の受付期間は、次のとおりです。
○所得税
２月16日（火）〜３月15日（火）
○消費税（個人事業者） １月４日（月）〜３月31日（木）
○贈与税
２月１日（月）〜３月15日（火）
（注）所得税の還付申告書は、２月16日（火）より前でも提出できます。
納税は振替納税をご利用下さい。
○所得税
振替日 ４月20日（水）
○消費税（個人事業者） 振替日 ４月25日（月）

２ インターネットで確定申告！（自宅から申告・納税ができます）
○国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申告書作成コーナー」から、電子申告（e-Tax）が
簡単な操作で行うことができます。
「給与・年金画面」が新設され、更に便利になりました。
※税務署提出用の申告書等を印刷することもできます。
○「e-Tax」を利用すると一定要件のもと、
・添付書類の提出を省略できます！
・還付金がスピーディー！
⇒「e-Tax」のご利用に当たっては、事前の手続きが必要です。
① 電子証明書、IC カードリーダーライタの準備
② 利用者識別番号の取得
③ 電子証明書の登録
詳しくはe-Tax ホームページをご覧下さい。

３ 確定申告書作成会場のご案内
「申告書作成会場」は、所得税（譲渡所得を含む）・消費税・贈与税の申告書を作成する会場です。な
お、税務署内には申告書作成会場を設置しておりません。
会場

秋田県労働会館「フォーラムアキタ」（秋田市中通６丁目７−36）
※専用駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

開設期間

２月16日（火）〜３月15日（火）の平日
※土、日は休ですが、２月21日及び２月28日の日曜日に限り開設します。

開設時間

午前９時〜午後４時
※作成会場は大変混雑しますので、なるべく早い時間帯にお越しください。

４ 確定申告に関する問い合わせ先
秋田北税務署（電話相談センター） TEL：018（845）1161【代表】
⇒確定申告に関するお問い合わせは、音声案内に従い「０番」を選択してください。

５ 復興特別所得税について
平成25年度から平成49年度まで、復興特別所得税（原則として各年分の所得税額の２.１％）を所得税
と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意下さい。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用頂ければ、画面の案内に従って
金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、誤りのない申告書を作成することができ
ますので、是非ご利用ください。
詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go）をご覧ください。
○

32

平成28年１月号

１月の行事予定
日付
６日(水)

村の人口の動き･公共施設の状況

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

12日(火) 教育振興大会(14:00〜)

村民センター

13日(水) 幼・小・中冬季休業終わり

幼・小・中

17日(日) 村民バレーボール大会(8:30〜)

村民体育館

松橋杯バレーボール大会(8:30〜)

23日(土) 小学生スキー教室
(7:00出発、P26参照)

村民体育館
田沢湖
スキー場

25日(月) 村民ボウリング大会(13:00〜、P26参照) 秋田市
31日(日) 男鹿南秋中学校学年別卓球大会(8:30〜)

村民体育館

２月上旬の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日(火) 農業委員会定例総会（13:30〜）

役場

７日(日) 第37回冬季ふるさと祭り

多目的運動広場

第８回大潟錬成剣道大会(13:00〜) 村民体育館
11日
秋田市
(木・祝) 村民スキー＆スノーボード大会
(8:30〜、P26参照) オーパス
13日(土) 村民バドミントン大会(8:30〜)

・保健センター関連行事
⇒P19〜20参照

村民体育館
こちらも
チェック
してね。

・介護予防事業
⇒P20参照
・公民館関連事業
⇒P23･24参照
・子育て支援センター行事⇒P25参照
・スポーレおおがた
⇒P27参照

◎人口の動き（12月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目
世帯数
人口
男
女

1,076
3,240
1,607
1,633

(−1)
(−1)
(＋1)
(−2)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

1
3
2
1

◎公共施設の利用状況（11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)
1,184人 村民センター
1,610人
1,796人 ふれあい健康館
1,581人
967人 ごみ処理量
74ｔ
2,374人 水道使用量
37,050㎥
178人 下水排水量
41,974㎥
114人

◎公共施設の太陽光発電量（11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
489
169
462
142
西２分館
3.96
122
43
108
29
西３分館
7.74
379
63
363
47
東２分館
9.99
538
252
484
198
東３分館
9.99
493
272
428
207
北１コミ会館 7.20
231
86
200
55
北２コミ会館 5.40
253
21
240
8
南コミ会館
4.32
200
109
159
68
多目的会館
4.95
234
67
210
43
合 計
63.54 2,939 1,082 2,654
797
○売電量の金額換算：111,468円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：664リットル

１月の行政相談
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）

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】１月19日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２委員会室

《土地管理委員の公募について》
村には、村有財産の管理と処分を実施する際に村長
が必要事項を諮問する「大潟村土地管理委員会」があ
り、このたび、この委員を村民の皆様から募集いたし
ます。皆様の応募をお待ちしております。
なお、誠に勝手ながら、応募者多数の場合は、選考
させていただきますので、予めご了承ください。
【職務内容】村長の諮問する事項に関する調査・審議等
【任期】１年間
【募集人数】若干名
【応募締切】１月15日（金）まで
【応募・問合せ】税務会計課 ☎ 45-2113
○
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平成27年（2015年）の主な出来事
1月

9月

17日 村創立50周年記念連続フォーラム（第３回）

10日 大潟神社例大祭
26日 浦安こまち 稲刈り（浦安市長一行 来村）

2月

1日 第36回 冬季ふるさと祭り
13日 Polderlip Wave 2015（〜15日）
14日 産直まつりinおおがた

10月

1日 ㈱大潟共生自然エネルギーの
太陽光発電所 始動（21日 竣工式）

（チューリップまつり、〜15日）

21日 第36回 芸文祭（〜22日）
25日 チャレンジマインド海外研修報告会
4月

25日 桜と菜の花まつり（〜５月６日）
5月

4日 ワールド・エコノ・ムーブ（〜５日）
12日 浦安こまち 田植え（浦安市長一行 来村）
6月

1日 大潟村地域おこし協力隊
森田 氏・園川 氏 着任

7日 八郎湖クリーンアップ作戦
下旬 超強力硬質小麦『銀河のちから』が
村の圃場で初の収穫を迎える

自然エネルギーの生産基地として
大きな一歩を踏み出しました

1日 大潟村地域おこし協力隊 佐々木 氏 着任
4日 新米まつりinおおがた
8日 大潟中学校生徒 韓国インピ中学校を訪問
（〜12日）
17日 大潟村ふるさと会総会
（ホテルイースト21東京）
17日 千葉県浦安市と
「ふるさと都市交流協定」締結

26日 韓国インピ中学校生徒、来村（〜29日）
11月

5日 秋田県消防協会男鹿潟上南秋支部防災訓練
12月

14日 男鹿半島・大潟ジオパーク、日本ジオパー
クに再認定
期待が寄せられる小麦『銀河のちから』
※平成27年８月号に特集記事があります。

7月

1日 園芸作物栽培指導員 林 氏 着任
18日 産直まつりinおおがた（メロンまつり）
29日 ＡＬＴ ローランド・ウィル氏 着任
8月

7日 都市と農村交流事業
（〜９日浦安市児童が来村）

9日 2015ワールド・グリーン・チャレンジ（〜 11日）
16日 第47回 全村盆踊り大会
○
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再認定を祝して渡部男鹿市長と握手。
２人の視線の先には、世界ジオパークへの道が

