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消防出初式

１月６日（水）、ふれあい健康館において、大
潟村消防団の出初式が行われました。
新たに任命された谷口良一団長が村長へ出席団
員の報告を行った後、村長より「村の安全を守ろ
うと昭和46年に15名で大潟村消防団を結成し、今
日まで築いてきた団の歴史と伝統を守りながら、
谷口新団長のもと地域住民の先頭に立って、地域
における自主防災の向上を図って頂きたい」と式
辞がありました。
谷口団長からは、「昨年、村内で原野火災が数
件発生しております。国内では豪雨災害等で現地
消防団員が過酷な条件下で懸命な救助活動にあた
っております。大潟村消防団も一層の消防・防災
力の向上を目指し、団員一丸となって消防精神の
堅持と日々の研鑽を重ね、地域住民の付託に応え
得る、信頼される消防団を目指す覚悟です」と答
辞が述べられました。
式では、これまでの功績と昨年の藍綬褒章受章
を讃え大潟村長より池田彰前団長へ感謝状が贈呈
されたほか、消防活動に 尽力された団員と消防操
法大会で活躍された団員20名が表彰されました。

答辞を述べる谷口団長

【被表彰者】
◎秋田県消防協会男鹿潟上南秋支部長表彰
７年以上勤続表彰
佐々木晋、椎川健一、田中洋一、工藤修功、村上直樹
優良団員表彰
佐藤慶一、荒関智彦、岩井悠宇、羽田野剛、涌井信、鈴木崇
◎大潟村長表彰
第52回秋田県消防操法大会ポンプ車操法の部出場
川﨑健次、三浦久樹、清塚淳一、勝田修弘、工藤猛、石川猛
◎大潟村消防団長表彰
男鹿潟上南秋支部消防操法大会小型ポンプ操法の部出場
澤田石昌文、髙階聖人、岩井悠宇、五十嵐雅敏、椎川健一

年末の交通安全運動
12月17日（木）に交通安全協会を中心に、交通
ルールの遵守と交通マナーの向上と交通事故の防
止を図ることを目的に「年末の交通安全運動」を
行いました。
積雪や路面の凍結などに伴う交通事故や忘年会
シーズンに伴う飲酒運転の防止を呼びかけました。

運動の重点
○飲酒運転の根絶
○子どもと高齢者の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底

小熊一男 氏、全日本剣道連盟の剣道有功賞を受賞
平成27年11月３日付けで、大潟村剣友会の小熊一男 氏が全日本
剣道連盟の剣道有功賞を受賞されました。
同氏は、男鹿市・潟上市・南秋田郡剣道連盟設立当初から献身
的に運営に参加し、地元剣友会・スポーツ少年団の設立に貢献さ
れました。
また、長年にわたり地元で各種大会・錬成会を開催し、現在に
至るまで幼少年剣道と後進の育成に貢献されています。
この度の受賞、誠におめでとうございます。
○
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第33回

大潟村教育振興大会

１月12日（火）、村民センターにおいて、第33
回大潟村教育振興大会が開催されました。
大会には、大潟村教育の振興と今日的な課題に
ついて理解を深め合うため、村民や教育関係者約

100名が参加しました。
今大会では、秋田県教育長、文部科学省中央教
育審議会委員の米田進 氏からご講演いただきまし
た。
米田氏からは、「昨今のわが国の教育動向と本
県教育のあり方」と題し、秋田県教育委員として

感謝状を贈呈される仁木哲二さん

の立場と教育長という事務側としての立場から、
昨今の子どもたちの現状や未来について、「教師

主導の教育方法ではなく、対話的なアクティブラ
ーニング（※）を推進すべき」とお話をいただき
ました。
また、大会では、前大潟村教育委員長の仁木哲
二さんに教育功労者として感謝状が贈呈されまし
た。
※アクティブラーニングとは
教員からの一方的な講義で知識を覚えるのでは
なく、生徒たちが主体的に参加し、仲間と深く考

ご多忙の中、ご講演くださった
米田進秋田県教育長

えながら課題解決の力を養う手法であり、平成26
年に中央教育審議会の答申に盛り込まれた文言。

国家戦略特区ワーキンググループとの意見交換
１月 11 日（月）、役場庁舎において、国家戦
略特区ワーキンググループの委員４名と内閣府
地方創生推進室の職員４名が来村し、村長、組合
長、農業者と「大潟村創立 100 周年に向けた特区
提案」について意見交換を行いました。
会議では、始めに村長が大潟村の概要と大潟村
農業が抱える課題について説明し、ワーキンググ
ループの委員から、広大で平坦な土地や長い直線
道路など、大潟村特有の地域性を活かした具体的
な特区提案や地方創生に向けた計画立案の手法な
どについて、助言をいただいたところです。
また、農業用格納庫や圃場、村内施設の現地視

国家戦略特区ワーキンググループの委員

察を行いながら、産業の国際競争力の強化や経済

を紹介してもらい、これからの大潟村の創生と国

活動推進について、全国の先進的な取り組み事例

の制度改革について意見交換を行いました。
○
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デンマーク視察団報告

デンマークに学ぶバイオマス利用と地域熱供給
環境エネルギー室
名

所属等

歳

男

浩人 大潟村長

佐藤

正之 大潟村議会議員

小玉

公彦

角田

伸一 （株）大潟共生自然エネルギー

成田

尚史 （株）ルーラル大潟 産直温泉事業部

デンマークの国土面積は約43,000㎢でおよそ九

（株）大潟村カントリーエレベー
ター公社 取締役

木須裕佳理 若妻会
歳男 役場

まず、デンマークについてその特徴を概観して
みる。

髙橋

石川

川

はじめに

【参加者】
氏

石

室長

州７県の総面積とほぼ同じであり、人口は559 万
人で兵庫県の人口にほぼ等しい。
デンマーク
面 積
人 口

執行部
環境エネルギー室

【日程】
◎11月16日（月）
・Stete of Greenでの講義
・デンマーク熱供給協会での講義
◎11月17日（火）
・フュンズ村の地域熱供給視察
・フリックス社のバイオガス化を視察
◎11月18日（水）

43,094㎢
559万人

日

本

377,962㎢
12,730万人

摘

要

2013年

首 都

コペンハーゲン
東京
（55万人） （1,200万人）

2013年

GDP

＄211.9billion ＄4,698.8billion

2013年

一人当たり
＄60,947
＄36,222
のGDP （世界６位） （世界27位）

2014年

幸福度

１位

43位

World Happiness
Report2013

デンマークの主産業は、流通・運輸、製造、不
動産、ビジネスサービス、エネルギー産業である

・ユストセン社でバイオマスボイラー視察（木質、麦わら）

が、農業、特に畜産業も盛んで、主な輸出品とし

・MHI Vestas社で洋上風車の現状について講義

て畜肉・水産品等もある。

◎11月19日（木）

エネルギー分野を見てみると、再生可能エネル

・Flex Energi主催のセミナー

ギーへの積極的な取り組みが日本でも注目されて
いる。

地域熱供給について
・ドロニンルンドで世界最大級の太陽熱地域供

第一次石油危機（ 1973年）当時、エネルギーの
９割以上を輸入原油に依存していたが、国産エネ

給プラント視察
◎11月20日（金）

ルギーの開発とエネルギー源の多様化、効率的な

・オスターホーナム熱供給プラント（麦わら）視察

エネルギー利用、そして省エネによるエネルギー

・スコーピング熱供給プラント（木質・太陽光）視察

需要の削減など国を挙げてのエネルギー政策によ

・Plan Energi 社と地域熱供給についてミーティング

り1997年までには、エネルギーの自給自足を達成

◎11月21日（土）

している。北海油田の発見が大きかったものの、

・ソーレン・ハマーセン氏とミーティング

積極的な再生可能エネルギー政策が特徴的であ
る。
経済成長とエネルギー消費／CO2排出量のデカプリング

オールボー
オーフス

コペンハーゲン

コペンハーゲン、オーフス、オールボーの順に視察
○
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出所）デンマーク大使館「デンマークにおけるバ
イオマスエネルギーの現状と取り組み」
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欧州諸国でも珍しく、原子力発電所を持たない

る。またエネルギー生産の副産物である灰は農地

点や、国内エネルギー消費に占める再生可能エネ

に還元され、まさに循環型農業とエネルギー生産

ルギーの割合を2020年までに少なくとも35%とし

が環境負荷の低減にも役立っている。

（ 2010 年

約 20% ）、 30 年までに石炭利用を中

この姿は「分散型エネルギーインフラプロジェ

止、50年までには化石燃料を使わない目標を掲げ

クト」で本村の目指す姿と一致するものであっ

ている。

た。

また、デンマークのGDPは1980年代から2012
年までにおよそ80%の伸びを見せたが、これに伴
うエネルギー消費量にほとんど変化はなく、CO2
排出量は30%以上減少している。効率的なエネル
ギー利用により経済成長とエネルギー成長、更に
は環境負荷とのデカプリングがそれぞれ持続可能
な形で実現している。
バイオマス
デンマーク国内の総エネルギー消費量の約 14%
がバイオマスによって賄われ、有機廃棄物を含め
ると約17%を占める。都市部に広がる地域暖房の
半分程度で、バイオマスや有機廃棄物を利用し

オスターホーナム熱供給プラント（2.9MW）の麦
わらボイラーで熱供給）の外観

た熱が利用されている。実用化されているバイオ
マスは、主に木質、麦わらが利用されており、再

地域熱供給

生可能エネルギーの占める割合を見ると木質が約

冬場の熱需要 が多いデンマークでは、日本のよ

30%、麦わらが約15%、有機廃棄物が約15%とこ

うな各家庭や事業所が個々に暖房を使用するので

の３種類で６割となる。

はなく、地域内の地下配管を通じて供給される温

森林の少ないデンマーク（国土の12%が森林面

水による暖房が一般的である。ゴミ処理問題の解

積、日本は68%）においては、木質系バイオマス

決策として始まった地域熱供給は 100 年以上の歴

は希少な資源であり、そのため、麦わらや家畜糞

史を持っている。現在では、デンマークの熱需要

尿などの農業残渣が燃料として積極的に使われて

全体の50%、家庭用需要の63% が地域熱供給でカ

いる。また、廃棄物も重要な資源として捉えられ

バーされており、首都コペンハーゲンでは98%も

ている。

の地域に地域熱供給が網羅されている。

このように、エネルギー生産が農業残渣や家畜

このような地域エネルギーインフラは自治体や

糞尿の処理問題に役立ち、農家には新たな収入源

地域の協同組合のような団体の所有となってお

を、そして地域熱供給で自家消費によるエネル

り、上下水道やガスと同等の社会インフラとして

ギーコストの削減と資金の域外流出を防ぎ、地域
経済の活性化に貢献する側面は大きいものがあ

出所）デンマーク大使館「デンマークにおけるバ
イオマスエネルギーの現状と取り組み」

オスターホーナム熱供給プラント
麦わらボイラー（2.9ＭＷ）で約400世帯へ熱を供給
プラント内は綺麗に管理されている。
○
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認識されているようで、基礎的な社会インフラと
言ってよい。

ウハウには学ぶべきものが多い。
また、農業との関わりからみれば、国土に占め

地域熱供給の熱源となる施設は様々（発電所、

る農用地は 60%と農業も盛んで、１経営体当たり

ゴミ焼却所、工場、太陽熱等々）だが、その中

の平均経営面積は約63ha、主要農産物は豚肉、生

心はCHP（Combined Heat and Power 熱電併

乳（牛）、大麦、小麦などで、大規模で生産性の

給）で地域熱供給の80%はCHP、20%が熱のみの

高い農業が行われている。バイオマスエネルギー

地域熱供給である。

の活用は農業が牽引してきた側面もあり、エネル

熱源別シュアを見てみると、1994年には再生可

ギーと農業の好循環が生まれている。

能エネルギーが15％未満であった。しかし、2013

翻って大潟村においては、エネルギーの地産地

年には50%と再生可能エネルギーへの転換が着実

消へ向け需要者のニーズに対応した効率的なエネ

に進み、2035年にはそのシュアを100％へとの目

ルギー供給を可能にするため、いくつかの課題を

標を掲げている。

クリアしなければならない。地域熱供給のシステ
ム設計や運用ノウハウ、スマート熱電メーターを
活用したネットワーク構築などをデンマークに学
び、大潟村の持てるポテンシャルを最大限に引き
出し、総合的な分散型エネルギーシステムを地域
経営や地域政策に整合した形で、計画策定を目指
していく必要がある。
バイオマス資源をエネルギー利用として、農
業、経済の地域内循環を目指す大潟村の指針がデ
ンマークにあった。

熱導管の布設現場でメインパイプから各世帯への分
岐箇所（断熱パイプにより、エネルギーロスを極力
抑える）

おわりに
デンマークの技術がそのまま大潟村に取り込め
る訳ではないが、石油危機後の政府の強力なエネ
ルギー政策のもとで、自治体や地域が主体とな
り、長い年月をかけ構築してきた地域所有、分散
型エネルギーシステムを支える再生可能エネル
ギーやエネルギーの効率的利用に関する技術、ノ

スコーピング熱供給プラントの太陽熱温水システム
（５ＭＷ）をバックに

視察参加者の感想
佐藤正之（村議会議員）
日本は地下資源に乏しく、最近になって再生可

らえる事業にしなければ意味がないとも感じまし
た。

能エネルギーに注目するようになりましたが、デ
ンマーク並みに強固な姿勢と政策があれば、将来

小玉公彦（CE公社）

的なエネルギーの安定供給が実現されるのではな

もみ殻を利用したバイオマスガス化技術に関し

いかと思いました。今後、村で取り組む課題はコ

ては、今後も詳細に研究する必要があると感じま

スト面と住民の意識向上だと考えます。場所も原

した。しかしながら、稲作残渣を活用した地域熱

料のもみ殻も豊富にある地域ですので、導入しよ

供給システムについては、先んじて検討する価値

うと思えば着々と進んでいくように思います。し

は非常に高いと思われます。またバイオマスは、

かし、何の為にこれを導入するのかを村民に理解

農業とエネルギー供給のバランスを保つというこ

してもらわなければならないし、村民が喜んでも

とも、大きな役目のひとつであるということがよ

○
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く理解できました。日本におけるバイオマスエネ

また、冬季の野菜や花の生産に温水が提供でき

ルギーの本格的普及に向けての鍵は、やはり政策

ればハウスの燃料費もコストダウンを図れます。

による下支えと地域住民の意識がとても重要にな

役場や農協の暖房は温水を使用した「暖房」が利

ると考えます。

用されており展開的には早い段階で転換できると
思いました。

角田伸一（大潟共生自然エネルギー）
特に事業コストと地域運営を意識して参加させ
てもらいました。地域熱の初期コストはハード面
だけでも大きな投資が必要となります。しかし注
目すべきは地域主体や非営利であることなどを有
する事で、借入の保障を国（自治体）がしてくれ
るという点です。その一方化石燃料を利用する側
には環境税（炭素税）を課すなど、国としてエネ
ルギーシフトに向け誘導しています。それを国民
が理解し共感しています。
「かなり高額な投資ですね」と感想を述べると
「これは未来への投資だ。直近の採算性だけで捉
えてはいけない」との返答がかえってきます。事

ボイラーへの燃料供給は自動制御により投入され
る（木質チップ）

木須裕佳理（若妻会）

業採算性は最低条件ですが、それだけではなく、

デンマーク視察中、最も印象的だった言葉は

将来の地域や国のあるべき姿をきちんと共有して

「自然界の中でゴミは存在しない。人間がゴミを

います。

生み出すのである」です。デンマーク政府はゴミ

食糧とエネルギーは国として生き残っていく最

をさらに再利用してエネルギ ー源にしています。

低条 件です。その取組みをここ大潟村から発信で

大潟村でもゴミを出来るだけ出さない取組みに並

きれば、どんなに素晴らしいだろうと妄想しつ

行して、出てしまったゴミをもう一度エネルギー

つ、帰路に着いた視察でした。

に変えて環境負荷を減らす等の取り組みで、この
自然豊かな村を後世へ残していけるよう自ら行動
を起こして行きたいと思います。
今回のデンマーク研修で近い将来自然エネル
ギーのみで電気・熱供給を賄える可能性はあると
感じました。大潟村の自然エネルギー施設から日
本の理想的なモデルを作っていけたら良いと思い
ます。日本は経済・技術的には世界有数の先進国
にも関わらず、自然エネルギー事業に関してはま
だまだ後進国なのだと改めて痛感したデンマーク

フュンズ地域熱供給 43 世帯へ熱供給している木
質ボイラー（400kwが２台）

研修でした。

成田尚史（ルーラル大潟）
バイオマスとして大潟村が利用できる素材とし
ては「もみ殻」や「稲わら」などがあり、デン
マークでの地域熱供給を直接見ることで、分散型
エネルギーを推進していく大潟村では有効な方法
と感じました。
お湯の有効活用という面では「温泉」はもちろ
んですが、例えばカントリーエレベーターの乾燥
サイロへも高温の温水が提供できれば化石燃料は
必要なく乾燥できます。

オスターホーナム熱供給プラント（麦わらボイ
ラー）にて
○
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大潟村議会臨時会で可決された議案
１月19日（火）に大潟村議会臨時会が開催され
ました。審議された案件は、次のとおり全て可決
されました。
平成27年度大潟村一般会計、診療所特別会計、公
共下水道事業特別会計各補正予算案
一般職の給与改定等に伴い、人件費を補正する
ものです。保育園及び幼稚園・小中学校の給食調
理業務を４月１日からプロポーザル方式で選定し
た業者に委託するために債務負担行為に給食調理
・工期「契約締結の日から平成 28 年２月 10 日ま

業務委託料を追加補正するものです。
【債務負担行為＝新年度開始前に契約が必要なもの】
・保育園給食調理業務委託料
・学校給食調理業務委託料

6,088千円
13,388千円

工事請負変更契約の締結について

で」を「契約締結の日から平成28年３月25日ま
で」に変更。
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正
する条例案

平成27年６月23日に議決を経た、公共下水道管

秋田県人事委員会の勧告に準じ、一般職の給料

渠改築工事請負契約の締結について、マンホール

月額、初任給調整手当、勤勉手当を改正するもの

布設替えの工法変更、水道管、ガス管の切り回し

です。

など工事内容が変更になったことから、議会の議

給与改定の主なものは、民間との較差を解消す

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

るため、給料月額、初任給を引き上げるとともに、

る条例第２条の規定に基づき、議会の議決を経る

勤勉手当については、民間の支給状況との均衡を

ものです。

図るため、 0.1月引き上げ、年間支給率を1.45月に

【変更点】

引き上げるものです。

・請負金額「64,275,120円（内消費税額4,761,120

また、給与制度の総合的見直しにより、世代間

円）」を「74,711,588円（内消費税5,534,191

の給与配分の適正化を図るため、若年層を引き上

円）」に変更。

げ、高齢層を引き下げて、給料表の水準を平均

0.85％引き下げるものです。

「男の料理教室」、男性たちがイカさばきに挑戦
１月20日（水）、村民センターにおいて、公民
館主催講座「第２回 男の料理教室 〜粋な男はイ
カをもさばく〜」が行われました。
今回の内容は、「イカ料理とお寿司の握り方」。

上手に片手でシャリを操りながら、美味しそうな
にぎり寿司を完成させていました。
次回はみなさんも参加して、大事な人のために
「男の手料理」を振る舞ってみてはいかが？

イカ料理は、イカの塩辛とイカ刺しに挑戦しまし
た。包丁さばきだけでなく、料理は見た目も重要。
おいしく頂くために、手間暇惜しまず最後まで丁
寧に盛りつけするところまで習いました。
にぎり寿司では、さばいたイカの他、マグロや
ハマチなどいろいろなネタを準備し、酢とご飯を
混ぜ合わせるコツなど寿司飯の作り方からシャリ
の扱い方を学びました。
みなさん初めは俵の握りになっていましたが、
講師の小林先生にコツを教えてもらうと、最後は
○
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村民バレーボール大会結果
１月17日（日）開催、参加53チーム（790名）
【家庭バレーボールの部】
優勝：東３−１、準優勝：東３−２
【ソフトバレー夫婦の部】
優勝：西１−２、準優勝：西３−４
【ソフトバレーフリーの部】
優勝：東３−２、準優勝：西３−４
【ソフトバレー50才以上の部】
優勝：東３−２、準優勝：西１−２

第46回村民剣道大会結果
12月23日（水）開催、参加者40名
【小学校低学年Sの部】

【中学校男子の部】
優勝：相模宙 準優勝：櫻田凌那
３位：金祥澄
【中学校女子の部】
優勝：今野雪路 準優勝：佐々木花萌
【一般の部】
優勝：藤枝邑伎 準優勝：岡田信介
３位：前田久 田中新人

優勝：森本和志 準優勝：前田智久
【小学校低学年の部】
優勝：櫻田悠眞 準優勝：川村菜羽
３位：前田柚子 一箭寛大
【小学校高学年の部】
優勝：佐藤晴登 準優勝：一箭花
３位：田中諒一 藤原佑

第37回村民卓球大会結果
12月20日（日）開催、参加者60名

【個人一般の部】
優勝：斉藤秀太郎 準優勝：舘岡由奈
３位：藤井悦子 菊地かをり
【ラージボールダブルスの部】
優勝：福田政美・崎浜栄子
準優勝：後藤孝子・埴生澄子
３位：中島トメ子・伊藤輔早代
３位：斎藤ミツ子・田中淑弘

【団体の部】
優勝：OG・OG 会
準優勝：こめっこA
３位：中学校女子B 中学校女子A
【個人中学校女子の部】
優勝：舘岡美春 準優勝：村上彩佳
３位：小林李瑠 藤井奏里
【個人中学校男子の部】
優勝：宮本光 準優勝：吉田康成
３位：佐藤友耶

☆好みが一緒♪
大潟幼稚園

某バラエティー番組に出てくる﹁お祭り男﹂が大
好きな愉快な３歳児Ａさん︒つい少し前までは︑
Ａさん﹁わたし︑おまつりおとこ︑だいすき♪﹂
と言っていたのに︑最近は︑目をかがやかせ︑腰
をかがめて五郎丸ポーズ！
Ａさん﹁ごろうまる︑かっこいい︒﹂
先生﹁五郎丸とお祭り男どっちが一番好き？﹂
Ａさん﹁・・・ごろうまる！﹂
少々顔を赤らめて︑どうやら本気モード︒
先生﹁そうだよねー︒五郎丸素敵だよね︒先生もだ
ーい好き！﹂・・・と︑意気投合︒
誰が見ても︑素敵な人は素敵なのだと改めて思い
ました︒

☆スケット

部屋をみんなで掃除していたときのこと︒
たくさんのおもちゃを片付けているときに︑
先生﹁誰かー︑スケット︵助っ人︶︑お願いしまー
す︒﹂
Ｂくん﹁えっ？スケート？ぼく︑いったことある
よ︒﹂
数名が床をスケートのようにすべったり︑まわっ
たりするまねを始めた︒
先生﹁スケートじゃなくてスケットって︑お手伝い
お願いしますってことだよ︒︵あまり︑スケ
ットって使わないんだね︶︒﹂
子どもたち﹁？？？わかった︑てつだいまーす︒﹂
スケートのまねをする姿を見て︑真央ちゃんや羽
生君などのスケートのテレビもたくさん見ているん
だなと感じた教師でした︒

in
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大潟村情報発信者・鎌田俊夫 氏も出展、
東京二紀展『二紀会の仲間たち１０人』のお知らせ
「大地の家族」そして、あの「横綱大鵬像」の
制作者・鎌田俊夫さんが、このたび所属する二紀
会本部の支援を受けて東京上野の東京都美術館で
彫刻展をひらきます。
二紀会が全国から選んだ 10人のメンバーの１人
（９人は画家、彫刻家は鎌田さん１人）とのこと
で、「大地の家族」や「大鵬像」の木彫原型をふ
くむ20点程が展示される予定です。
このことは、大潟村の情報発信者である鎌田さ
ん本人だけでなく、私たち村民にとっても名誉な
ことではないでしょうか。
この時期上京などされる方はぜひ足をお運び下

2012年、県立美術館で開催された鎌田氏の個展の様子

さい。（鎌田さんは毎日会場におられます。）
に き か い

第28回東京二紀展『二紀会の仲間たち10人』
【期間】３月２日（水）〜８日（火）、休館日７日（月）

9:30〜17:30（最終日は13:00まで）
【会場】東京都美術館１階第１公募展示室、上野
〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36

鎌田俊夫 氏

TEL：03-3823-6921（代）
【入場料】無料

※10人の作家がそれぞれ与えられたスペース（部屋）で同時に「個展」を開催します。

猿真似はいかんと猿も言っている

猿達もお風呂に入りご満悦

宮野洋子

松岡正樹

伊藤康子

大潟川柳倶楽部

犬猿の論争だった安保法

馬場登

池田郷太郎

猿・酉と十二支巡り七巡り

佐藤金治

猿真似と言われ背筋が寒くなる

三猿のまねなど出来ぬ僕の性

小林信雄

工藤善一郎

猿真似で自分の本身裏返す

北林強

良き時代猿芝居見てウサ晴らし

猿まねと侮るなかれ我の芸

佐藤豊

下間りょう子

犬猿の仲で本音の言える友

今野茂

木から落ち賢くなってゆくお猿

猿の芸失敗してもほめてやる

畠山政雄

瀧澤山龍

我が干支の猿知恵生かし伸びやかに

宮田善拓

いらぬのに時折見せる猿芝居

猿まねのポーズで今年また反省

高橋武松

渡部兼美

演芸会猿も及ばぬ芸達者

大内一遙

もらえたらハイハイハイと猿芝居

猿とても親子絆で生きている

遠藤順子

申年生れ見たい聞きたい喋りたい 一ノ関せい子

来る年ははてさてどんな丙申

舘岡稲風
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

平 成28年度交通災害共済・不慮の災害共済受付中
万が一の事故やけがの治療に備えて、是非ご家族
で加入下さい。申込は、全戸配布または総務企画課
添え付けのパンフレットにて行えます。
【加入資格】村に住所がある方
【受付期間】２月１日〜
【共済期間】平成28年４月１日
〜平成29年３月31日まで
※１年ごとに加入手続きが必要です。

【共済掛金】交通災害共済：１人300円
不慮の災害共済：１人700円
※Ｈ28年度から掛金額が変わります。大人も子ど
もも両加入で一律1,000円は変わりません。
【申込窓口】総務企画課、秋田銀行、北都銀行、ゆ
うちょ銀行または郵便局など
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

がい者を対象とした非常勤職員
障 募集のお知らせ
【雇用形態】非常勤職員（週５日程度勤務）
【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

場正面玄関に正月の飾り付けを
役 していただきました
年末年始の役場正面玄関に、美留造園さんのご厚
意で正月の飾りつけをしていただきました。
門松としめ縄のおかげで、役場の玄関も新春の装
いとなりました。
誠にありがとうございます。

環境エネルギー室からのお知らせ

環境エネルギー室 ☎ 45-2114

不 要衣類の回収について
不要衣類を回収しますので、みなさまのご協力を
お願いします。回収された衣類はリサイクルされま
す。
【日時】２月19日（金）午前９時〜午前11時30分
【場所】村民センター東２丁目分館
（旧東２丁目児童館）
※衣類が汚れないよう、ビニール袋等にいれてお持
ちください。
【問合せ】婦人会エコレク部 ☎ 45-2214
環境エネルギー室 ☎ 45-2115

【対象衣類】
回収できる衣類

回収できない衣類

綿の衣類（ナイロン・
アクリル混合可）
Ｔシャツ、Ｙシャツ、
学生服、トレーナー
ジーパン、つなぎ服、
タオル、バスタオル
タオルケット、毛布、
シーツ

布団類、ウール・セー
ター類、皮革類、
軍手・靴下など小さい
物、
キルティング・ヤッ
ケ・カッパなど水をす
わない物

○
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税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎ 45-2113

平成27年分所得税・消費税の申告相談について
平成27年分の所得税・村県民税・消費税の申告相談を、２月16日（火）から３月15日（火）まで、役
場旧庁舎１階第４会議室（産業建設課側の入口から入ってすぐ右側）で行います。
※今年度から申告受付会場が変わりましたのでご注意ください。

○日程と会場
対象住区等
相談日

西及び中央住区

東及び北住区

２月16日〜２月29日 ３月１日〜３月14日
（平日）
（平日）

会社勤務の方

予備日

２月28日（日）

３月15日（火）

※混雑が予想されますので、上記のように相談日と対象住区を指定させて
頂いております。原則として指定日のご来庁をお願いします。
※対象住区欄に書かれていない住区にお住まいの方は、期間中随時受付します。
【会場】役場旧庁舎１階第４会議室
（産業建設課側の入口から入ってすぐ右側）
【時間】9:00〜12:00

13:00〜16:00

○所得税の申告が必要な方

○必要なもの

・給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得金額

・税務署から送付された確定申告書または「確定申

・事業所得、不動産所得、譲渡所得などがある方。
が20万円を超える方

・印鑑

告のお知らせ」のハガキ。

・20万円を超える給与を２か所以上でもらった方
・給与所得者で平成27年中に退職し、その後再就職
されていない方。

・給与・公的年金などの収入があった方は、事業主
や年金支払者から送付された平成27年分の源泉徴
収票。

・給与所得者等で医療費控除や寄附金控除などによ
り所得税の還付を受ける方。

・事業収入があった方は、収入と必要経費が分かる
帳簿類、領収証など。

・収入はなかったものの、所得証明書や課税証明書

・各種控除に必要な証明書、受領書等

などが必要となる方。

（平成27年中に支払った国民健康保険税、介護保

なお、所得税の申告

険料等の納付額通知書、国民年金保険料の控除証

義務がない場合でも、

明書、医療費などの領収証と保険金など補填され

村県民税の申告が必要

た金額のわかるもの、生命保険、損害保険などの

になる場合がありま

控除証明書、配偶者に所得があった方はその所得

す。ご不明な場合は税

がわかる書類、など。）

務会計課までお問い合
わせください。

・税金の還付を受ける場合は振込先の口座番号（本
人口座に限ります）。

○お願い

・例年、初日及び期間の後半は大変混雑します。スムーズに作業が進むよう事前に準備をしてきてくださ
い。
・事業（農業、営業）、不動産所得申告のご相談は、あらかじめ決算書（収支内訳書）の作成をお願いし
ます。
・医療費控除申告のご相談は、あらかじめ医療費の集計をお願いします。
・給与・年金等の源泉徴収票は、必ず原本をお持ちください。（紛失された場合は再発行が必要です）
・「大潟村青色申告会」に加入されている事業主の方は、そちらで相談を受けて下さい。
【問合せ】税務会計課 ☎ 45-2113
○
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保健センター
今月の行事
◎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】２月９・16・23日
３月１日（すべて火曜日）
【時間】13：30〜15：00
【会場】保健センター
◎体内年齢測定できます
保健センターでは、２月25日（木）〜３月１
日（火）まで、筋肉量や体内年齢などがわかる
体組成計を準備します。
是非この機会に自分の健康状態を知ってみて
はいかがでしょうか。
◎乳児健診
【日時】２月８日（月）13:00〜
【対象】４ヶ月（H27.9.8〜10.8生）
７ヶ月（H27.6.8〜7.8生）
10ヶ月（H27.3.8〜4.8生）
13ヶ月（H27.1月生）
◎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】２月４日（木）・25日（木）
14:00〜15:00
【会場】保健センター

◎１歳６ヶ月児健診・３歳児健診
【日時】２月４日（木）13:00〜
【対象】１歳６ヶ月児（H26.5.6〜8.4生）
３歳児（H24.6〜8月生）
【会場】保健センター

◎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。
【対象】40歳以上の男性
（健診等で肥満等が指摘された方、ご興味のあ
る方）
【開催日】２月５・12・19・26日（すべて金曜日）
【時間】10:00〜11:30
【会場】保健センター
◎臨床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生にカウセンリングをしても
らうだけで心が軽くなります。
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュ
ケーションがとれない等ありませんか？
子どものこと、家族のこと、自分自身のこと
など、何でも相談ください。
【日時】２月25日（木）13:00〜15:00
【担当】臨床心理士 渡部 明子 さん
【場所・申込】保健センター
◎健康相談
次のほか、保健センター来所者の相談も随時
受け付けています。
ふれあい健康館
２月17日（水）9:50〜
２月25日（木）9:30〜11:00 保健センター
ふれあい健康館
３月２日（水）9:50〜
保健センター
３月２日（水）13:00〜
栄養相談もできます
◎専門医による「心の健康相談日」
２月９日（火）・23日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
２月16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
親子歯科健診の様子

◎保健センター開放日「潟っ子広場」
【日時】２月18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】助産師 近藤 真利子 氏

保健センター ☎ 45-2613

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

○
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保健センター ☎ 45-2613
地域包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

医 療機関受診のおすすめ
10月の総合検診で『治療が必要』、あるいは『精密検査が必要』であった方は医療機関の受診はお済み
ですか？自覚症状がないから、面倒くさいから、自分はまだ大丈夫と思っていませんか？生活習慣病は進
行するまで自覚症状がありません。重症化を防ぐためには、早期発見・早期治療が大切です。
『要医療』『要精密検査』となった方はできるだけ早く医療機関を受診しましょう。
【特定健診で要医療となった方へ】

【がん検診で要精密検査となった方へ】

血液検査、尿検査、心電図、眼底検査で『要医

村では、秋田県総合保健事業団と協力し、平成27

療』となった方には、検診結果票に茶色の封筒を同

年度総合検診のがん検診で要精密検査だった方のう

封しています。茶色の封筒を持って、かかりつけ医

ち、まだ病院を受診されていない方に電話での受診

へ提出又は医療機関を受診して下さい。

勧奨を行います。

【期間】２月８日（月）〜22日（月）ころ
【電話をかける時間帯】８時30分〜19時45分
「秋田県総合保健事業団 中央健診センター」から電話で受診勧奨を行います。
☎０１８−８２３−１５５４

平 成28年度「人間ドック」「脳ドック」受診希望者を募集します
【内容】人間ドック、脳ドックの受診料の助成
（２万円）
【対象】人間ドック対象年齢 30〜74歳
（H26・27年度助成者は対象外）
脳ドック対象年齢 40〜74歳
（H24〜27年度助成者は対象外）
【募集人数】人間ドック・脳ドック合計で110人

【申込】２月19日（金）までに保健センターへ
（☎ 45-2613）
申請書に記入してもらいますので、印鑑を持って
来て下さい。
【その他】頭痛、めまいなどの
症状がある方は、早めに医療
機関を受診してください。

【医療機関】能代厚生医療センター、秋田厚生医療
センター、総合保健センター、脳血管研究セン
ター

家 族介護者教室及び懇話会に参加しませんか？
【日時】２月29日（月）13:00〜16:00
【場所】大潟村ふれあい健康館
１．ボランティア活動室
２．創作活動室
【内容】災害時高齢者生活支援講習と家族介護の懇談会
第１部 13:00〜 災害時高齢者生活支援講習
対象：村内在住者
講師：日本赤十字社秋田支部 事業推進課
健康生活支援講習指導者 稲岡 一枝 氏
①避難所で役立つ知識と技術
②癒しのハンドケア・リラクゼーション
持ち物：風呂敷１枚・フェイスタオル２枚
レジ袋１枚
○
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◎第１部は、興味のある方どなたでも、ご参加（申
込み）下さい。
第２部 15:30〜 家族介護の懇話会
対象：自宅で家族介護をされている方
普段の介護について語り合います。
【申込・問合せ】
大潟村社会福祉協議会
☎ 45-2840・FAX 22-4081
大潟村地域包括支援センター
☎22-4321・FAX 22-4511
【締め切り】２月22日（月）まで

平成28年２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】２月５日（金）・３月１日（火）
【時間】午前10時30分〜11時30分
【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」
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】２月12日・26日・３月11日
（全て金曜日）
【時間】午前10時〜11時30分
【場所】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】２月10日・17日・24日・３月２日
（全て水曜日）
【時間】午後１時30分〜３時
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

農業委員会からのお知らせ

農業委員会 ☎ 45-3654

農 地の賃貸料情報
平成27年１月から12月までに締結（公告）され
た賃貸借における賃貸料水準（10a当たり）は、以
下のとおりとなっております。
農地法の改正に伴い、これまでの標準小作料制度
が廃止されたことから、これに代わるものとして、
農地（周辺増反地は除く）の賃貸借の実勢価格を毎
年提供するものです。

周辺増反地については、農業委員会事務局にお問
い合わせください。
（田：10a当たり）
平均額
最高額
最低額
賃貸料
29,000円 35,000円 27,000円
※データは平成27年１月〜12月集計数値
※データ数46の単純平均値
【問合せ先】農業委員会事務局 ☎ 45-3654

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。
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。
【問合せ】
農業委員会
☎ 45-3654
あきた結婚支援センター
☎ 018-874-9471
○
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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。

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

教育委員会 ☎ 45-3240
村民体育館 ☎ 45-2269

教育委員会からのお知らせ

教 育資金の融資を受けている方へ

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。

〜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

潟村在宅子育て応援商品券の
大 有効期限について
大潟村在宅子育て応援商品券の有効期限は３月

（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

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

31日（木）までとなっております。期限を過ぎる 開館しています。健康、体力づくりに有効活用し
と、使用できなくなりますので、期限内にご使用
ください。
※在宅子育て応援商品券･･･
保育園に通っていない、幼稚園入
園前の子どもを自宅で養育する保
護者に該当の子ども１人当たり月
額10,000円の商品券を交付し、
在宅での育児を応援します。
○
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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

平成28年２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

＊大潟村きらきら塾・教室

＊

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

【第５回家庭教育学級（小中高編）開催日変更のお知らせ】
広報1 月号にてご案内させていただきました、平成28 年2 月18 日（木）開催予定の「フラワーアレン
ジメント＆閉講式」の開催日が変更になりましたのでお知らせいたします。
◎小中高編「フラワーアレンジメント＆閉講式」
【日時】２月19日（金）10:00〜15:00
【内容】①「チューリップのアレンジメント」
10:00〜11:30 講師 中本 利江子 氏
②「閉校式」13:00〜15:00
【会場】①チューリップのアレンジメント 公民館２階和室
②閉校式 公民館２階大集会室
【参加費】2,500円（チューリップのアレンジメント材料費）
【対象】家庭教育学級生、家庭教育・子育てに関心のある方
【申込み締切り】２月12日（金）まで
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611
◎人形劇
【日時】３月５日（土）10:00〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【内容】ジャックと豆の木
【対象】村民（未就学児は保護者付き添い）
【協力団体】人形劇同好会「八郎」

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター♪

寒い季節になり、外に出るのがおっくうになっていませんか。感
染症など、外に出ると心配なこともありますが、少しの時間、外気
に触れることも子どもにとっては気持ちがよいものです。雪道の散
歩をしながら支援センターに遊びに来ませんか。
〝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、楽しんでほしい″と願い、みなさんをお待ち
しています。日々成長する子どもたちの姿に、保護者の方々と共に
喜び合えることを子育て支援センター職員もうれしく思います。
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
☎ 45-2462 担当：栄田・飯塚

支援センターで遊ぶ中で、子どもの新し
い姿を発見できるかもしれませんよ！

【２月のさくらんぼクラブ予定】
●『いっしょにあそぼう♪』
【日時】２月16日（火）10:00〜11:00
【場所】子育て支援センター「保育園開放日」
保育園の友達とふれ合って、好きな遊びをし
ませんか？
ホールや、さくら組、すみれ組の保育室で遊
びます。同じ年齢の友だちと一緒に楽しく過ご
しましょう。

●『ビリビリ＆チョッキンびな』
【日時】２月26日（金）10:00〜11:00
【場所】子育て支援センター
ひな祭りはお部屋を春らしく飾って、ぱっと
華やかな雰囲気にしたいですね。ひな祭りが待
ち遠しくなる部屋飾りを一緒に作りませんか？
年齢に合わせて千代紙をちぎったり、はさみで
切ったりしておひな様を作ります。
○
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公民館 ☎ 45-2611

新 しい本、入りました（１月分）
【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、貸出期間は２週間です。返却する際は、
できるだけ元にあった位置に戻してください。皆さんのご協力をお願いいたします。
※現在、源氏物語第一巻（瀬戸内寂静 著）、源氏物語一巻（谷崎潤一郎 著）など
の本が返却されておりません。ご自宅に本を借りたままになっていないか確認して、
速やかに返却をお願いいたします。
№

タイトル

著者

1 たんぽぽ団地

重松清

2 おかんメール3
3 朝が来る
4 不動の魂
5 96歳の姉が、93歳の妹に看取られ

久保田榮

大往生

6 いい訳しない生き方
7 Red

№

タイトル
著者
10 着しか服を持た ジェニファー・
8 フランス人は
ない
L・スコット

藤岡陽子

五郎丸歩

9 晴れたらいいね
10 終わった人
11 ピンクとグレー

松谷天星丸

12 匿名者のためのスピカ

島本理生

ヒロミ

13 頂点への道

錦織圭

辻村深月

内館牧子
加藤シゲアキ

島本理生

※公民館図書室大活字本の貸出について
大活字本コーナーのラインナップを更新しました。お寄りの際はぜひ手にとってご覧ください。ご利用
の際は、貸出期間２月26日（金）までに返却してくださるようご協力お願いいたします。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611

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

芸 文祭を開催します
第 37 回芸文祭を下記のとおり開催いたしますの
で、お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
【日時】展示発表 ２月27日（土）13:00〜18:00
２月28日（日） 9:30〜15:30
舞台発表 ２月28日（日） 9:30開場
※詳しくは配布のプログラムをご覧ください。
【会場】サンルーラル大潟
【主催】大潟村芸術文化協会
【問合せ】公民館へ ☎ 45-2611
○
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村民体育館 ☎ 45-2269

民スキー&スノーボード大会
村 参加者募集

村 民ミニテニス大会参加者募集

【日時】２月11日（木）8:30
【会場】秋田市オーパス現地集合
【対象】村内に在住又は勤務する方
【参加費】昼食、リフト代は各自負担
【申込み】当日、現地にて参加受付します。
【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

【日時】 ３月13日（日）9:00
【会場】村民体育館
【対象】村内に在住又は勤務する方
【参加費】無料
【申込期限】３月３日（木）
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村ミニテニス愛好会
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

村 民バドミントン大会参加者募集

村 民ソフトテニス大会参加者募集

【日時】２月13日（土）8:30
【会場】村民体育館
【競技種目】中学・一般ダブルス
【対象】村内に在住又は勤務する方
【参加費】中学生は無料、高校生・一般は500 円
【申込期限】２月８日
（月）
までペアでお申込みください。
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村バドミントン同好会
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

【日時】２月28日（日）9:00
【会場】村民体育館
【対象】村内に在住又は勤務する方
【参加費】無料
【申込み】当日、会場にて参加受付けします。
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟ソフトテニスクラブ
【問合せ】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

☆２月の教室内容☆
種 目
自力整体
モーニング・ストレッチボール
ちょいスポ
３Ｂ体操
３Ｂ体操
シェイプアップ
生活ヨガ
ちびっ子体操
ジュニア複合
ミニテニス
ストレッチポール
高齢者ラージ卓球
ユニカール
ボート教室
太鼓のエクササイズ
スキー教室＆わらび座
スキー教室

日にち
３・17

22
25
5・19
12
10・24
1・15
17・24
3・17・24
4・18
9・16
3・17
3・17
22・29
22・29
8
20

場 所
ふれあい健康館
村民センター
村民体育館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
村民センター
ふれあい健康館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
田沢湖スキー場＆わらび座
田沢湖スキー場

時 間
10:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
13:30〜
10:00〜
10:00〜
14:30〜
16:00〜
10:00〜
19:30〜
10:00〜
13:30〜
13:30〜
13:30〜

7:00
7:00

備 考
注：月曜開催です

村民体育館集合
村民体育館集合

※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。

○
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Ｐ olderlipWave2016
大潟村チューリップ作品展

干拓博物館 ☎ 22-4113

博 物館教室
「大潟村の生きもの学習会」

恒例となった真冬のチューリップ作品展、本年度

八郎湖の湖底であった大潟村には、現在多くの生

も３日間だけ、特別な空間を用意して皆様のご来館

きものが生息しています。意外と知られていない田

をお待ちしています。

んぼや水路の生きものたちについて、一緒に学んで

【期間】２月12日（金）〜２月14日（日）

みませんか。

【時間】9:00〜16:30（入館は16:00まで）

【日時】２月７日（日）10:00〜11:30

【会場】干拓博物館

【会場】干拓博物館

【入館料】冬季無料実施中です。（２月末まで）

【対象】どなたでも可

【展示内容】

【講師】NPO水生生物保全協会 木村 青史 氏

○大潟産チューリップ切り花 ○生け花作品

【参加費】無料（申し込み不要です）

○押し花作品 ○幼稚園児の作品

【主催】大潟村教育委員会

○記念撮影コーナー

【共催】大潟の自然を愛する会

○折り紙・切り紙・お絵かきコーナー

【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

【体験教室等】参加無料です。
○生け花体験（作品は会場に展示します）
《対象》幼稚園児・小学生。各先着30名程度。
《日時》13日（土）11:00〜12:00、13:30〜14:30

14日（日）11:00〜12:00

大 潟書道塾書道展
大潟書道塾による書道展を開催します。
書き初め作品と、日ごろの競書作品を展示します。

○押し花体験（作品は持ち帰れます）

ぜひお越しください。

《対象》誰でも参加できます。先着50名程度。

【期 間】２月５日（金）〜２月８日（月）

《日時》14日（日）10:00〜

【会 場】干拓博物館 企画展示室

（所要１時間）
○チューリップ栽培ハウス見学ツアー

【問合せ】

《対象》誰でも参加できます。各回先着30名程度。

干拓博物館 ☎ 22-4113

《日時》13日（土）11:00、12:45、14:00出発

14日（日）11:00、12:45、14:00出発
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

情報・募集・ご案内
秋田県立大学から

東北財務局秋田財務事務所から

秋田県立大学
科目等履修生・聴講生を募集

「多重債務相談窓口」のご案内

平成28年度前期（H28.4.1 〜H28.9.30）の科
目等履修生（受講科目の単位取得可能）及び聴
講生（授業の聴講は可能。ただし単位取得は不
可）を募集します。
【募集期間】１月25日（月）〜２月12日（金）
【お申し込み・お問い合わせ先】
秋田キャンパス ☎ 018-872-1500
本庄キャンパス ☎ 0184-27-2000
【費用】①入学検定料 9,800円
②入学料
28,200円
③１単位当たり授業料
科目等履修生 14,800円
聴講生
7,400円
※以前に科目履修生・聴講生であった方は、①
と②が免除される場合があります。

東北財務局秋田財務事務所では、自らの収入
で返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの
方々からの相談に応じています。
相談者が抱える借金の状況をお聞きするとと
もに、必要に応じ弁護士・司法書士などの専門
家に引継ぎを行います。相談は無料です。
【相談窓口】
財務省東北財務局秋田財務事務所 理財課
秋田市山王七丁目1−4 秋田第二合同庁舎３階
【受付時間】月曜日〜金曜日
（祝日、
年末年始除く）
8:30〜12:00
13:00〜16:30
【問合せ】☎ 018-862-4196（専用）

○
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地

つれづれ

域おこし協力隊 徒 然日記♪

vol.８

スポーツ振興とは

つむ

ゆうせい

縁とゆかりで紡がれる

佐々木 優成

オランダの干拓技術で
誕生した大潟村は

そして今も
はな
咲き続ける縁は

産地としても
花咲かせ

今やなんと
東北一の
生産地！

つむ

そんな縁を

紡ぐ大潟村の
チューリップを
見に来てね♪

（予定価格130万円以上）

その縁を花という
形で今も
咲かせ続けています

入札結果について

実は大潟村の
チューリップは
オランダとの
友好の証

地域おこし協力隊スポーツ振興担当として着任してはや三
ヶ月、日々が目まぐるしく過ぎていく今日この頃。ふと世間
一般のスポーツ振興とはなんぞやと疑問に思い、この記事を
書かせていただきました。まずは政府が思うスポーツ振興に
ついてつらつらと。
昨年 10月文部科学省の外局としてスポーツ庁なるものが発
足しました。スポーツ庁は、前身であるスポーツ・青少年局
の業務を継承・細分化し、縦割り行政の一本化を主な目的に
掲げています。
では前身であるスポーツ・青少年局はどのような組織であ
ったかというと、文部科学省の説明では以下のようになって
います。「国民がスポーツに親しむ環境の整備、オリンピッ
ク等で活躍する選手の育成など国際競技力の向上、子どもの
体力の向上や学校体育の充実などスポーツの振興に努めてい
ます。（以下略）」これが最も簡潔な、政府もとい世間一般
がイメージするスポーツ振興と考えられます。（これは結局
のところスポーツ基本法で、地方自治体のほぼ自助努力とな
ってしまうわけですが）
私は着任当初、スポーツ振興とは「スポーツにあまり興味
のない人を引き込むこと」という考えでありました。しかし
日頃 NPO 法人スポーレの活動を目にすることで「あぁ、こ
れがスポーツ振興ということか」となんとなくは感じてはい
ましたが、今回調べたものでようやく言葉として納得しまし
た。日頃体育館で、子どもたちの楽しそうな声を聞き、笑顔
を見ると本当に大潟村は自治体一体となって子どもが元気よ
く遊べる環境を整えていると思います。また大人の方々の真
剣な雰囲気も、スポーツに本気で取り組んでいることが垣間
見えるのも、私が今まで暮らしてきた地域にはないものでし
た。大潟村はスポーツ振興が本当に活発で、その一端に関わ
れることを誇りに思います。
と、この記事を考えながら、お正月は録画していたサッカ
ーとラグビーを見てだらけていた私でした。わかっていても、
やっぱりいつも通りのお正月を過ごしてしまい反省している
次第です。

ともや

作・画 森田僚也

平成27年12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

松食い虫防除委託事業

指名競争

12月２日

契約額（税込）

3,672,000円

落札率（％）

業者名

94.44

美留造園
○
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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
【開催日】毎週月〜金曜日 13:00〜15:00
（先着２件）
※祝日を除く。１件の相談時間は約30分
【会場】秋田県司法書士会館（秋田市山王六丁
目3-4）
【その他】前日の15:00 までに電話でご予約くだ
さい。
【問合せ】秋田県司法書士会
☎ 018-824-0187

秋田県立近代美術館から

企画展「食〜自然からの恵み〜」
開催のお知らせ
本展は、秋田の豊かな食生活に基づいた作品
を中心に展示し、その文化を眺め、表現を楽し
む展覧会です。雪に覆われ、作物の育たないこ
の季節、作家たちが見つめた「食」の情景の豊
かさや良さをお楽しみください。
【費用】２月13日（土）〜４月17日（日）
9:30〜17:00（16:30最終入館）
【観覧料】無料
【場所】秋田県立近代美術館５階展示場
（横手市）
詳しくは、twitter：@akitamma または
ＨＰ：http://www.pref.akita.jp/gakusyu/public̲html
東北財務局秋田財務事務所から

「金融犯罪被害防止のための出前講座」
のご案内
東北財務局秋田財務事務所では、地域のコミ
ュニティ活動や各種団体の会合などにお伺いし、
金融犯罪被害に巻き込まれないよう、日頃から
注意していただきたい内容などを、わかりやす
くご説明いたします。お気軽にお問い合わせく
ださい。
【講座メニュー】
●未公開株やファンドなどを騙る怪しい投資
勧誘にご用心
●振り込め詐欺などの特殊詐欺、ヤミ金融な
どの手口と対策
●多重債務に陥らないために など
【相談窓口】
財務省東北財務局秋田財務事務所 理財課
秋田市山王七丁目１−４秋田第二合同庁舎３階
【受付時間】月曜日〜金曜日
（祝日、
年末年始除く）
午前８時30分〜午前12時00分
午後１時00分〜午後４時30分
【問合せ】☎ 018-862-4196（専用）
○
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放送大学から

平成28年４月生募集のお知らせ
放送大学では、平成28年度第１学期（４月入
学）の学生を募集しています。
放送大学は、テレビ等の放送やインターネッ
トを利用して授業を行う通信制の大学です。
働きながら学んで大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職
業の方々が学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。
【出願期限】平成28年３月20日
【資料請求・問合せ】
放送大学秋田学習センター ☎ 018-831-1997
※放送大学ホームページでも受け付けております。
東北財務局秋田財務事務所から

自動車の登録手続き
年度末を待たずにお早めに!!
年度末、運輸支局の自動車検査・登録窓口は、
例年大変混み合います。特に３月中旬以降は、
自動車税課税基準日(４月１日）前に名義変更や
抹消登録手続きを行う方々による駆け込み申請
及び車検車両の増加により大変混雑し、申請者
の皆様には長時間お待ちいただく状況になって
おります。
自動車の諸手続きをご予定の方は、年度末前
の比較的混雑の少ない３月上旬ごろまでに手続
きされますようお願い申し上げます。
登録手続きに関してのお問い合わせは、ヘル
プデスク（登録手続き案内）をご利用願います。
【問合せ】
東北運輸局秋田運輸支局 ☎ 050-5540-2012
秋田県職業訓練支援センターから

公共職業訓練４月期生募集
【訓練期間】４月５日
（火）
〜９月29日
（木）
６ヵ月
【訓練時間】9:20〜15:40
【訓練科】機械加工技術科 15名
（定員）電気設備技術科 15名
ビル管理技術科 15名
【募集期間】２月１日（月）〜２月29日（月）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担です）
【応募資格】ハローワークに求人申込をされた
方で、新たな技術・技能を身につけて再就職
を希望される方
【問合せ先】秋田県職業訓練支援センター
訓練課 受講者第一係 ☎ 018-873-3178

平成28年２月号

情報・募集・ご案内
県税事務所からのお知らせ

秋田北税務署から

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
が免税となります。
税
（１リットルあたり32.1円）
◎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
（月）
から行います。
階）
で、平成28年２月１日
◎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

税務署からのお知らせ
税務署では、適正かつ公平な課税を実現する
ため、不動産使用料の支払調書をはじめとする
各種情報を収集・分析するとともに、納税者の
方に自発的な適正申告を行っていただくための
取組を充実させていくこととしております。
昨年、仙台国税局管内の税務署において、書
面でのお尋ねなどにより申告内容の自主的な見
直しを呼び掛ける取組を行った結果、不動産所
得の申告漏れや計算誤りのあった方から修正申
告書等が提出されております。
納税者の皆様におかれましては、適正申告を
行っていただくため、申告内容の自己点検（見
直し）を実施していただき、誤りがあった場合
には自主的な修正申告書等の提出をお願いしま
す。
※調査によらない自主的な修正申告書の提出に
ついては、過少申告加算税は課されません（無
申告又は当初申告が期限後申告の場合は、無申
告加算税が課される場合があります。）。
【問合せ】秋田北税務署 個人課税第一部門
☎ 018-845-1161

秋田県農業研修センター ２月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所
２月21日（日）
13:30〜15:30
生態系公園鑑賞温室

研修の名称

*つる細工体験

研修の内容等

対象・研修経費

手作りにしか出せない雰囲気と温かみを感 農業者等 20名
じながら、つるを使ってかご作りをしてみよ 研修経費
う！
500円／名

【研修のお申込先】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）

《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

１月23日（土）〜
キンカチャやオレンジトランペッ
外は真冬の寒さでも
２月14日（日）
トバインなどの温室のスター植
中はあったか！春を
９:00〜17:00
物や、洋ラン・柑橘類などがお待
先取りお花展
生態系公園
ちしております

無料

２月20日（土）〜
３月６日（日）
クリスマスローズ展
９:00〜17:00
生態系公園

無料

春を先取りするクリスマスローズ
の展示

■Web サイトにも情報を掲載しております。
農業研修センター http://www.pref.akita.lg.jp/atkikaku/
生態系公園 http://www.seitaikeipark.jp/
【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
○
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平成28年２月号

２月の行事予定
日付

行事名等

７日(日) 第37回冬季ふるさと祭り
第8回大潟錬成剣道大会(13:00〜)

村の人口の動き･公共施設の状況
場所等
村民体育館周辺
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〜、P19参照) オーパス

polderlipWave2016
12日(金) 大潟村チューリップ展
干拓博物館
（〜14日、P20参照）
村民バドミントン大会
村民体育館
(8:30〜、P19参照)
13日(土)

保育参加「親子ふれあいタイム」
・
保育園
クラス懇談会（9:00〜）
産直まつりinおおがた（チューリ
ップまつり）
（〜14日）

産直センター
（道の駅おおがた）

17日(水) 下学年PTA授業参観

小学校

18日(木) 上学年PTA授業参観

小学校

村民センター
19日(金) 不要衣類回収（9:00〜、P10参照）
東２丁目分館
26日(金) 学年末PTA

中学校

27日(土) 第37回芸文祭（展示、P18参照） サンルーラル大潟
28日(日)

第37回芸文祭
サンルーラル大潟
（展示・舞台発表、P18参照）
村民ソフトテニス大会
村民体育館
（9:00〜、P19参照）

３月上旬の行事予定
日付

行事名等

２日(水) 農業委員会定例総会
13日(日)

場所等

村民ミニテニス大会
村民体育館
（9:00〜、P19参照）

大潟村出身者の活躍情報、お待ちしています！
写真を添えて（写真はなるべくデータで御提供
ください）お寄せください。提供いただいた情
報は、広報おおがたへの掲載を検討させていた
だきます。
【連絡先】総務企画課 ☎ 45-2111
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世帯数
人口
男
女

1,079
3,238
1,607
1,631

(＋3)
(−2)
(＋1)
(−2)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

6
8
1
1

◎公共施設の利用状況（12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)
1,503人 村民センター
1,522人
2,256人 ふれあい健康館
1,563人
564人 ごみ処理量
83ｔ
889人 水道使用量
36,682㎥
ー人 下水排水量
41,872㎥
136人

◎公共施設の太陽光発電量（12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
342
174
318
150
西２分館
3.96
80
67
65
52
西３分館
7.74
250
61
237
48
東２分館
9.99
395
286
340
231
東３分館
9.99
330
305
272
247
北１コミ会館 7.20
217
79
189
51
北２コミ会館 5.40
178
21
167
10
南コミ会館
4.32
137
126
99
88
多目的会館
4.95
164
69
142
47
合 計
63.54 2,093 1,188 1,829
924
○売電量の金額換算：76,818円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：471リットル

役場

こちらも
・保健センター関連行事
チェック
⇒P13〜14参照 してね。
・介護予防事業 ⇒P14〜15参照
・公民館関連事業
⇒P17参照
・子育て支援センター行事⇒P17参照
・スポーレおおがた
⇒P19参照

○

◎人口の動き（１月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目

２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】２月16日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２委員会室

