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大潟中学校でオリンピック教室開催

中学２年生がオリンピアンと触れ合う
７月５日（木）、大潟中学校において、オリンピック教室
が開催されました。
オリンピック教室は、ＪＯＣ（＝日本オリンピック委員
会）がオリンピック・ムーブメントの普及・啓発活動として
取り組んでいる事業です。平成30年度は全国65校で行われ
る予定の中、大潟中学校にも来ていただくことができました。
先生として来校してくださったのは、元アイスホッケー女
やまねともえ
子日本代表の山根朋恵さん、2014年のソチ冬季オリンピッ
クに出場した経験もある方です。
授業の前半では、フィールドホッケーの道具を使って、パ
ス回しリレーのタイムトライアルが行われました。１回目が
終わった後、山根先生から「パスを受け取る相手の気持ちに
なることが大切」とアドバイスを受けると、２回目には６
チーム全てが大幅に記録を更新し、互いに喜び合いました。
授業の後半では座学が行われました。山根先生からは、ご
自身の経験談も交えながら、「エクセレンス（卓越性）」、
「フレンドシップ（友情）」、「リスペクト（敬意）」など
といったオリンピック・バリュー（価値）についてお話があ
りました。生徒たちは、「その価値は多くの人々によって共
有され、日常生活にも活かされる」ということを学びました。

１回目のパス回しは悪戦苦闘…

山根先生のアドバイスで、全チーム劇的な好タイム！

山﨑ミチさんに秋田県知事表彰
７月12日（木）秋田県立武道館にて、
第37回秋田県身体障害者福祉大会が開催
され、大潟村身体障がい者協会副会長の
山﨑ミチさん（西2-3）が団体育成功労者
として秋田県知事表彰を受賞されました。
山﨑さんは、平成25年度に同協会の監

事に就任、平成29年度からは副会長を務
められ、同協会の活動に尽力されており
ます。
これまでのご活躍や地域への貢献が認
められ、この度の受賞となりました。
誠におめでとうございます。

−大潟村身体障がい者協会について−
同協会では、春と秋の研修事業を中心
に、会員相互の親睦を図っております。
村内に住所を有し、身体障害者手帳を
お持ちの方であれば、どなたでも入会で

きます。
入会を希望される方は、事務局（役場
住民生活課：45-2114）までご連絡くだ
さい。

メロンパトロール出発式
７月23日（月）、ＪＡ大潟村の農産物集出荷所において、大潟村安全安
心パトロール隊によるメロン盗難防止パトロール出発式が行われました。
パトロール隊は、安全安心ネットワーク委員会、防犯指導隊、メロン生
産者などのボランティアで構成されています。五城目警察署と連携して行
うメロン盗難防止パトロールは今年で15年目となります。
パトロール隊におかれましては、農産物の盗難防止にご尽力くださり、
誠にありがとうございます。
○
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第44回 大潟村福祉運動会

爽やかな汗と笑顔で健康増進
７月６日（金）、ふれあい健康館において、第44回大潟
村福祉運動会が開催されました。
老人クラブ連合会に加盟する５団体と、デイサービス・
ケアハウスチームが参加し、ビンつり競争やペタンク、玉
入れなど様々な競技が行われました。
リレー方式で行われる縄ない競争では、各チーム真剣そ
のもので熱い闘いが展開され、オープン参加の議員チーム
もたじたじの様子でした。
総合優勝は西一丁目桜寿会。運動会は最後まで接戦で、
参加者は爽やかな汗と、仲間とのふれあいを楽しみました。

涙が出るほど笑った、ペタンク

仲間の期待を一身に背負う、縄ない競争

こども園の園児がお年寄りの肩をトントン♪

第30回村民射撃大会結果
【開催日】７月11日（水）
【会場】男鹿市クレー射撃場
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村射撃同好会
【参加人数】５名

【結果】１位：三浦 宏（東2-3）
２位：成田文雄（西1-1）
３位：三浦重夫（西1-1）
４位：小坂 誠（西1-2）
５位：森田聖悦（西3-2）

第49回村民野球大会結果
【開催日】７月21日〜22日
【会場】村民野球場・サブグラウンド
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村野球協会
【参加】16チーム
【結果】優勝：東2-4
準優勝：西2-3・西2-4合同
りょうえい
【個人賞】最優秀選手賞：池田量衛（東2-4）
ゆうや
優秀選手賞：畑瀬裕哉（東2-4）
工藤 猛（西2-4）
○
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農業委員会からの

平成30年８月号

農家の利益を代表する
平成29年度農業委員会業務・事業報告

農業委員会では、①農地法に基づく農用地の権利設定の許可等 ②農用地に関する相談活動 ③農
政活動 ④農業者年金に関する相談 ⑤農業後継者結婚相談など、農家の皆さんに密着した仕事をして
おります。
平成29年度の主な業務・事業活動は次のとおりでした。

１．総会・各種会議の開催状況
総
定 例
１２

会
時

臨
０

〔単位：回〕

部
計
１２

農

政

会
地

農

５

２

計
７

あっせん 和解仲介
備
会
議 会
議
０
１

考

◇農業委員会総会は、月の始めに開催することとし、申請等の提出期限は毎月 20 日（休・祭日等は翌
日）までとしています。
◇申請書受付から許可までの標準処理期間は30日です。
◇また、任意の農政部会と農地部会を設置しており、案件によっては事前協議を行います。

２．農地法に関する業務の推進
(1)農地法等に基づく許可等の状況
区

大
件数

分

所 有 権 移 転 許 可 21
農地法
第３条
賃貸借件設定許可
2
関 係
使用貸借権設定許可 19
農地法第５条 転 用 許 可
0
農用地利用 所 有 権 移 転 答 申 20
集 積 計 画 賃貸借権設定答申 48
計
110

（単位：件,㎡）

潟
面

村
積

周辺町増反地
件数
面
積

319,973
3
9,512
0
1,791,786
4
0
0
902,483 57
2,998,849 61
6,022,603 125

件数

73,318 24
0
2
40,778 23
0
0
483,996 77
578,743 109
1,176,835 235

計
面

積

393,291
9,512
1,832,564
0
1,386,479
3,577,592
7,199,438

(2)農地等の利用関係のあっせん及び争議の防止
①

あっせん：０件

②争議の防止（和解・仲介）：１件

(3)農業者年金業務（平成29年４月〜平成30年３月）
区

分

年金支給決定
年金加入者数
資 格 喪 失
一 時 支 給

処理件数
７件
通常
６件
政策支援５件
３件
２件

備
考
経営移譲年金：４件
老齢年金：３件
【平成30年３月末現在の受給者数】348人
（内訳 経営移譲年金：288人 老齢年金：60人）
平成30年３月31日 加入者数 280人
内訳（通常：174人 政策支援：106人）
死亡一時金

(4)結婚相談活動事業（平成30年度よりポルダー結婚支援センターへ業務移管）
・ドキワクアドバイザー会議の開催：１回
交流会の開催：１回（延べ参加者数14人）
・異業種交流会会議の開催：７回

アドバイザー主催事業：１回（参加者数６名）
事業の開催：３回（延べ参加者数74人）

圃場内の農舎の農地転用は許可が必要です。
農地転用（農舎等の農業用施設・既設用地の拡幅等）については、事前に相談して下さい。なお、許
転用（農舎等 農業用施設 既設用地 拡幅等）に いては 事前に相談して下さい な
可のない農地転用については、現状回復等の措置が講じられますのでご注意願います。転用許可申請
書に添付する書類等の詳細についてはお問い合わせ下さい。
○
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お知らせ

農業委員会 ☎ 45-3654

農業委員会の活動報告

平成30年８月号

村内農地の移動状況【昭和57年〜平成29年度】

農地の権利移動は、農地法３条の許可が必要です。また、農業経営基盤強化促進法による大潟村の農
用地利用集積計画に基づき行うこともできます。この場合は農地法の許可は不要となります。また、売
買などの所有権移転については農業振興地域内の農用地に限られますが、税法上の優遇措置などがあり
ます。村内の移動状況については次表のとおりとなっています。
〔単位：件,㎡〕
区分
Ｓ57〜H23
計
H24
H25
H26
H27
H28
H29
贈

与

件数

大 潟 村 農 業 委 員 会 許 可

所 有 権 移 転

面積

あっせん 件数
事

業 面積

売

買

小

計

賃 貸 借
使用貸借

件数
面積
件数
面積
件数
面積
件数
面積

農業委員会

件数

許

面積

集積︹増進︺計画

売

可

計
買

賃 貸 借
集積計画計
合

計

件数
面積
件数
面積
件数
面積
件数
面積

19
2,506,574
45
1,034,463
742
5,540,862
806
9,081,899
19
696,288
418
49,890,103
1,243
59,668,290
630
12,641,959
904
23,597,980
1,534
36,239,939
2,777
95,908,229

4
129,615
0
0
5
86,837
9
216,452
0
0
15
1,682,380
24
1,898,832
57
885,938
95
2,057,652
152
2,943,590
176
4,842,422

1
12,991
0
0
2
1,678
3
14,669
0
0
19
2,206,232
22
2,220,901
73
1,165,384
104
3,247,534
177
4,412,918
199
6,633,819

3
42,810
0
0
0
0
3
42,810
12
14,549
20
2,352,010
35
2,409,369
75
1,187,990
139
2,968,702
214
4,156,692
249
6,566,061

3
321,635
0
0
1
1,019
4
322,654
2
6,017
26
2,453,130
32
2,781,801
84
1,405,065
107
2,419,076
191
3,824,141
223
6,605,942

3
26,363
0
0
0
0
3
26,363
0
0
22
2,249,283
25
2,275,646
71
1,255,756
146
3,168,978
217
4,424,734
242
6,700,380

6
229,752
0
0
18
163,539
24
393,291
2
9,512
23
1,832,564
49
2,235,367
77
1,386,479
109
3,577,592
186
4,964,071
235
7,199,438

39
3,269,740
45
1,034,463
768
5,793,935
852
10,098,138
35
726,366
543
62,665,702
1,381
71,254,839
1,067
19,928,571
1,604
41,037,514
2,485
56,002,014
4,101
134,456,291

※アンケートにご協力を！
３月中に地区担当農業委員を通じ、
「大潟村農業の将来（人と農地の問題）に関する調査について」の
アンケート調査を配布しております。現在の回収率は約３割となっております。
このアンケートは集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための地域計画「人・農地プラン」を
作成するうえで、貴重なデータとなります。皆様のご協力をよろしくお願いします。

農地を相続したら届け出が必要です!
農地法等の改正より、農地を相続した場合には農業委員会へ届出が必要です。
ただし、届け出によって相続が終了したことにはなりませんので、ご注意下さい。

※農業者年金に加入しませんか
国庫補助を受けられる、保険料は全額社会保険料控除で節税につながるなど様々なメリットがあ
ります。確定拠出型で安心な年金制度となっています。老後の備えとして国民年金に加え、農業者
年金も考えてみてはいかがでしょうか。

問い合わせ先：農業委員会（電話４５−３６５４）
○
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課

☎ 45-2111

成30年度 大潟村職員（大学卒業程度）
平 採用試験を次のとおり行います
【試験区分】大学卒業程度一般行政
※試験区分は大学卒業程度となりますが、中級で
の採用となります。現行の初任給（中級） は
原則として160,086円ですが、大学卒業者等就
学年数のある者及び学校卒業後の経験年数があ
る者には、それに応じて増額されます。
《採用予定人員》若干名
《受験資格》昭和 53年４月２日から平成11年４
月１日までに生まれた者で、採用後、原則大潟
村に住民登録できる者
【受験手続】
申込用紙を役場に請求してください。郵便で請
求する場合は封筒の表に、「職員採用試験申込用
紙請求」と朱書きし、宛先を明記して140円切手
を貼った返信用封筒（A4サイズ）を必ず同封し
てください。
【受付期間】平成30年８月１日（水）〜８月22日（水)
受付は平日8:30〜17:00までとします。郵送の

場合は８月 22 日（水）までに役場
到着のものに限り受け付けます。土
曜日・日曜日は受け付けません。
【試験日及び場所】
《第１次試験》
日
時：平成30年９月16日（日）
受付開始：9:00
教養試験：10:00〜12:00
一般性格診断：12:10〜12:30
会
場：ノースアジア大学
（秋田市下北手桜字守沢46-1）
《第２次試験》
第１次試験合格者に通知します。
【書類請求・申込・問合せ】大潟村総務企画課
〒010-0494 南秋田郡大潟村字中央１番地１

TEL.0185-45-2111 FAX.0185-45-2162

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】任用日〜平成31年３月31日（更新有）
【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、

in

大潟こども園

☆そこに︑はえているものは？

今 年 で ○ ○ 歳 に な る 男 性 保 育 士 Ａ︒ 四 捨

五入すればアラフォーです︒

子 ど も た ち の 目 線 に 合 わ せ て︑ い つ も 膝

を 折 っ て 過 ご す た め︑ 最 近 は 膝 が 痛 く な り

ます︒

保育士Ａ﹁膝︑痛ててて⁝︒﹂

と膝を抱えて︑ズボンをまくり上げます︒

それを見ていた３歳児の子どもたち︒

Ｂくん﹁あ ー︑ Ａ せ ん せ い︑ あ し に か み の

けはえてる〜︒﹂

保育士Ａ﹁髪 の 毛 で は あ り ま せ ん！ と 言 う

か︑先生は膝が痛いんです ﹂

Ｃさん﹁ち が う よ︒ Ａ せ ん せ い は︑ あ し に

ひげがはえてるんだよ〜︒﹂

保育士Ａ﹁ひげではありません︵笑︶︒と言

うか膝の心配をしてください！﹂
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子 ど も の 発 想 の 面 白 さ に︑ い つ の 間 に か

膝の痛みも消えていくのでした⁝︒

○

!!

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】顔写真を貼った履歴書を提出
【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

平成30年８月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111
ポルダー結婚支援センター ☎ 45-2111

平 成30年 住宅・土地統計調査へのご協力のお願い
総務省統計局では、 10 月１日を基準日として住
宅・土地統計調査を実施します。
この調査は、住生活に関する最も基本的かつ重要
な調査で、全国約370万世帯の方々を対象とした大
規模な抽出調査です。
今回の調査では、住宅数や国民の居住状況だけで

【調査対象】北１丁目、西2-2、西3-1、西3-4
※各住区、
全ての世帯ではなく抽出調査を行います。
【調査方法】９月中に抽出世帯を訪問し、統計調査
員が調査書類を配布いたします。
【回答方法】インターネット回答または紙の調査票
での回答を選択できます。

なく、①高齢化社会を支える居住環境、②耐震性・

【その他】調査票の回答内容は、統計法によって厳

防火性等の住宅性能水準の達成度、③土地の利用状

重に保護されます。また、統計を作成・分析する

況、④空き家の実態、を把握することをねらいとし

目的以外に使用されることはありません。

ており、大潟村においても次のとおり実施されます

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

ので、対象となられた世帯の皆様には、何卒ご協力
くださるようお願いいたします。

空 き家情報の提供のお願い
大潟村では移住希望者に空き家等の紹介を行うた

家バンクへの登録をしていただける方は、総

め、空き家バンクを設置しております。使用してい

務企画課まで情報提供をお願いいたします。

ない住宅等を売却したい方や貸付したい方で、空き

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

大 潟村ポルダー結婚支援センターからのお知らせ
【日時】９月８日（土）17:00〜（受付16:00〜）

〜BBQパーティー 参加者募集〜

【宿泊】女性の参加者は、サンルー

【会場】サンルーラル大潟

ラル大潟に無料で宿泊（素泊ま

【会費】男女とも2,000円

り）する事ができます。

【定員】男女各15名
【参加資格】
《女性》35歳までの独身の方
《男性》35歳までの大潟村在住の独身の方

議会事務局からのお知らせ

【申込期間】
８月３日（金）〜８月24日（金）
【申込・問合せ】ポルダー結婚支援センター
うちかねざき

☎ 45-2111 担当 佐々木、内金﨑

議会事務局 ☎ 45-2587

請 願や陳情、要望書の提出について
行政について意見や要望があるときは、誰でも請
願書や陳情書、要望書を議会に提出することができ
ます。

文書でお知らせいたします。
書き方等、詳細についてはホームページをご覧い
ただくか、議会事務局までお問い合わせください。

請願や陳情、要望書の村議会９月定例会での審議
を希望される方は、８月27日（月）までに議会事務

【問合せ】議会事務局 TEL/FAX ☎ 45-2587

URL http://www.ogata.or.jp/gikai/seigan̲
提出された請願書等は、議長が受理し、定例会で chinjo.html

局へ提出をお願いします。

関係する常任委員会に付託され、最終的に本会議で
採決されます。また、審議結果については議決後に
○
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選挙管理委員会 ☎ 45-2111

引 っ越したら住民票を移しましょう
進学や就職などで転出された方は、原則、現在住んで
いる寮・アパート等が住所地になります。
住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、転
出・転入の手続きをする必要があります。
上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備などの役割
は、住んでいる市区町村がになっており、住民票はこう
した行政サービスや選挙人名簿への登録などに繋がる大
切な情報ですので、忘れずに手続きをしましょう。

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

大 潟村敬老会開催のお知らせ
平成30年度の大潟村敬老会を次により開催いたし
ます。多数のご参加をお待ちしております。

平成30年度敬老会 お祝い対象者
白寿：大正７年９月16日
〜大正８年９月15日生まれの方
卒寿：昭和２年９月16日
〜昭和３年９月15日生まれの方
米寿：昭和４年９月16日
〜昭和５年９月15日生まれの方
傘寿：昭和12年９月16日
〜昭和13年９月15日生まれの方
喜寿：昭和15年９月16日
〜昭和16年９月15日生まれの方

【期日】９月12日（水）
【対象者】平成30年９月15日現在で満70歳以上と
なる方。※役場より招待状をお送りしております。
なお、白寿、卒寿、米寿、傘寿、喜寿の方にお
かれましては、敬老会においてお祝いをお渡しい
たします。ぜひご参加ください。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

平 成30年に金婚（結婚50年）を迎えられるご夫婦の方々はご連絡ください
今年、金婚を迎えられるご夫婦（昭和43年１月１
日〜12月31日までに結婚し、お二人ともご健在の
ご夫婦）について、村では合同金婚式の開催を予定
しております。
対象となるご夫婦は、住民生活課までご連絡をく
ださるようお願いします。
また、本籍地が村外にあるご夫婦は、婚姻日の確

認のため、戸籍謄本を添えてご連絡くださるよう、
併せてお願いします。
※既にご連絡を頂いた方は不要です。
【連絡期限】８月10日（金）
【合同金婚式開催日】９月12日（水）
【連絡・問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

緊 急災害情報等メール配信の登録について
村では、災害が発生したときなどに携帯電話やパ ※メールは【kinkyu-joho@ogata.or.jp】より配信
ソコンへ緊急災害情報等メールを配信するサービス
されます。ドメイン指定受信等の設定等をされて
を行っていますので、ご活用ください。
いる方は、上記アドレスかドメインを受信できる
登録方法は、申請書に必要事項を記入・押印し、
よう設定をお願いいたします。
住民生活課窓口までご持参いただくだけです。
【問合せ】住民生活課
☎ 45-2114
申請書は、村ホームページ〔http://www.ogata.
or.jp/utility/mail.html〕からダウンロードできるほ
か、住民生活課の窓口でも受け取ることが出来ます。
○

8

平成30年８月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

70 歳以上の方の高額療養費制度が変わります
すべての方が安心して医療を受けられるように、所得水準に応じた医療費負担をいただいております。
平成30年８月からは、ひと月の医療費の自己負担上限額以上を支給（払い戻し）する制度の「高額療養費
制度」が、次のように変更となりますので、ご理解をお願いいたします。
●70歳以上〜75歳未満の方のひと月の医療費の自己負担上限額
入院＋外来
（世帯ごと）

４回目から
（※）

252,600円＋（医療費−842,000円）×1％
年収 約770万〜約1,160万円
167,400円＋（医療費−558,000円）×1％
年収 約370万〜約770万円
80,100円＋（医療費−267,000円）×1％
18,000円
年収156万〜約370万円
57,600円
（更に14万4千円/年が上限）
住民税非課税世帯Ⅱ
8,000円
24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ
8,000円
15,000円

140,100円
93,000円
44,400円

適用区分

外来（個人ごと）

現役並み

年収 約1,160万円〜

一般

44,400円
適用なし
適用なし

●70歳未満の方のひと月の医療費の自己負担上限額（これまでと同じ）
適用区分
ア

年収 約1,160万円〜

イ

年収 約770万〜約1,160万円

ウ

年収 約370万〜約770万円

エ

〜年収 約370万円

オ

住民税非課税世帯

入院＋外来（世帯ごと）

４回目から
（※）

252,600円＋（医療費−842,000円）×1％
167,400円＋（医療費−558,000円）×1％
80,100円＋（医療費−267,000円）×1％
57,600円
35,400円

140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

※過去12ヶ月以内に３回以上、自己負担上限額に達した場合は多数回該当となり、自己負担上限額は「４
回目から」の額となります。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

地 域福祉計画策定のため、座談会を開催します
村では今年度、第２期大潟村地域福祉計画を策定
することとしております。
地域福祉計画は子ども・子育てに関することや健

【日時】

39歳以下の方

②８月28日（火）10:00〜

康づくりに関すること、高齢者福祉、障がい者福祉
をはじめとし、地域福祉全体について村の方向性を

40歳〜64歳の方
65歳以上の方

映するため、次のとおり年代別に座談会を開催いた
します。
日常生活で困っている状況や地域福祉に関するご

①８月27日（月）13:30〜
②８月28日（火）13:30〜

示す計画です。
策定にあたって、村民の皆さまからのご意見を反

①８月27日（月）10:00〜

①８月21日（火）10:00〜
②８月24日（金）10:00〜

すべての方

①８月28日（火）19:00〜

意見・ご提案など、身近なことについて意見交換を

【会場】公民館

行いますので、多くの皆さまのご参加をお願いいた

【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

します。
○
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住民生活課 ☎ 45-2114

平 成30年度児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届について
現況届は毎年８月の状況を把握し、８月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを
確認するためのものです。対象の方にはあらかじめ通知を郵送しておりますので、期間内に住民生活課で
手続きをしてください。
※ 現況届の提出がないと、８月分以降の手当（８月〜11月分の手当は12月支給予定）が受けられなくな
ります。また、２年間提出がない場合は、受給資格を失いますので必ず手続きを済ませてください。
児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは

障がいの状態にある20歳未満の児童を監護してい
母子家庭や父子家庭などで次の要件のいずれかに
あてはまる18歳に達した最初の年度末までの児童を る父母（主として児童の生計を維持するいずれか一
監護している母や父、又はその母や父にかわってそ 人）、または父母にかわって児童を養育（児童と同
の児童を養育している方に支給する手当です。
居し、監護し、生計を維持）している方に支給する
【対象となる児童】
手当です。
◎父母が離婚した児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外と
◎父（母）が死亡した児童
なります。
◎父（母）が重度の障害の状態にある児童
◎児童または手当の支給を受けようとする人が日本
国内に住んでいないとき
◎父（母）の生死が明らかでない児童
◎児童が施設に入所しているとき
◎父（母）に１年以上遺棄されている児童
◎父（母）が裁判所からDV保護命令を受けた児童 ◎児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取
◎父（母）が引き続き１年以上拘禁されている児童
ることができるとき
◎母が婚姻によらないで懐胎した児童
【手当の額】
※児童扶養手当を受給される方が、届け出がなくて 重度障害児の場合：１人につき 月額51,450円
も事実上の婚姻関係がある場合等は、受けること 中度障害児の場合：１人につき 月額34,270円
ができません。
【手当の額】
全部支給：月額42,290円
一部支給：所得に応じて、42,280円〜 9,980円
※児童が２人の場合は、上記金額に9,990円（全部
支給）又は9,980円〜5,000円（一部支給）の加算、
３人以降はさらに5,990円（全部支給）5,980円〜
3,000円（一部支給）ずつ加算されます。
支給要件に該当すると思われる場合は役場住民生活課へご相談ください。（申請される方の事情により
必要書類が異なります。）
※児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けるには、本人・同居の扶養義務者（受給者の直系血族及び兄弟
姉妹）についての所得制限があります。
※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

８ 月１５日は終戦記念日です
８月15日（水）は終戦記念日であり、日本武道館

村民、村内事業所の皆様におかれましても、半旗

において、全国戦没者追悼式が開催されます。役場

の掲揚や黙とうを行うなどご配慮、ご協力くださる

では当日、戦没者のご冥福をお祈りし、半旗を掲げ、 ようお願いいたします。
正午からサイレンに合わせて１分間の黙とうを行い
ます。
○
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保健センター
今月の行事
◎乳児健診
【日時】８月６日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H30.2.12〜4.6生）
７ヶ月（H29.11.12〜30.1.6生）
10ヶ月（H29.8.12〜10.6生）
13ヶ月児（H29.6〜7月生）
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
《ベビーマッサージ》
【日時】８月８日（水）10:30〜
【会場】保健センター
【講師】助産師 近藤真利子さん
《おやつづくりをしよう》
【日時】９月４日（火）10:00〜
【会場】村民センター
【講師】管理栄養士 谷口典子さん
【申込】８月20日（月）まで保健センター
※託児あります
◎『ちょこっと』での血圧測定
（水）
、９月３日
（月)
【日時】８月６日
（月）
、22日
10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
８月23日（木）9:30〜11:00 保健センター
９月５日（水）13:00〜 保健センター 栄養相談も可
※このほか、保健センターで随時相談を受け付
けています。
◎専門医による「心の健康相談日」
８月14日（火）、28日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
８月21日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
企画福祉課 調整・障害者班
☎ 018-855-5171
◎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】８月６日（月）14:15〜（乳児健診後）
相談医：湖東厚生病院小児科医師
会場・申込：保健センター ☎ 45-2613

【申込・問合せ】
保健センター ☎ 45-2613

４ 00ml献血へのご協力をお願いします
一人ひとりの献血が、輸血を必要としている患者
さんの尊い生命を支えています。
次の日程で献血を実施しますので、皆様のご協力
をお待ちしております。
【日時・場所】８月27日（月）
献血場所
受付時間
農協会館
9:30〜11:15
役場
14:15〜16:00
【献血の基準】
◎年齢：男性 17歳〜69歳
女性 18歳〜69歳
※65歳以上の方は、60〜64歳までの間に献
血経験がある方に限る
◎体重：50kg以上

【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（最終的
な判断は検診医がいたします）。
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、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
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
秋田県赤十字血液センター
献血推進課 ☎018-865-6713

○
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大潟村健康づくり推進委員会から

生活習慣病予防・がんの早期発見のため
年に1回は健康診査を受けましょう！
特定健診は、メタボリックシンドローム（メタボ）に着目して生活習慣病の兆候を見つけるととも
に、動脈硬化など血管老化リスクを知ることができます。太っていなくても、血圧が高い、血糖値が高い、
LDL（悪玉）コレステロールが高いといった状態は、動脈硬化（血管の老化）から脳梗塞などに至るリス
クを高めます。健診の検査項目には、メタボの判定基準以外でも重要な項目が含まれています。自分では
気づけない体の異常（SOS）を発見できるのが特定健診です。毎年、健診を受けて異常がないかチェック
しましょう。

去年受けたから今年は受けなくてもいい？

体の状態は気づかないうちに変化していきます。過去の健診
結果と比べて、少しずつでも悪化している項目がないか確認
することが大切です。

体調も悪くないし、今は必要を感じない

異常を早期に発見し、対処できるかどうかで、治療にかかる
医療費や生活する上で受ける制限が違ってきます。自覚症状
のない生活習慣病に気づくには、健診が必要です。

通院中なので、受けなくていいのかな？

通院中の方も特定健診の対象です。健診を受けることをおす
すめします。主治医の先生に相談してみましょう。

９月上旬に、村で実施する総合検診の申込みである「検診対象者調べ」を行います。各住区の健康推
進員の方が配布、回収を行います。
特定健診は、40歳以上の方は無料で受けることができるので、この機会にぜひ受けてください。
※「検診対象者調べ」は受診の有無に関わらず、全員の提出をお願いしています。ご協力お願いいたします。

特定健診では、次のようなことがわかります
・肥満や痩せでないか
・内臓脂肪の蓄積
・血管にかかる圧力
・血液中に含まれる脂質の量から動脈硬化の危険度など
・肝臓の機能

・糖尿病の危険度
・腎臓の機能
・貧血の有無
・心臓の機能
・目の奥の網膜の状態から動脈硬化の程度

＊血管の老化には、自覚症状はありません。特定健診の受診は「生活習慣病の芽」に気づくチャンスです！
○
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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
◎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】８月８日・22日・29日、９月５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※申込みは不要です。
◎地域交流サロン
「遊び体操」など高齢者にあったプログラムや
お喋りをしながら、自立した生活を目指します。
【開催日】９月６日（木）
【時間】10:00〜
【会場】ふれあい健康館
【費用】300円（昼食代）
【申込】２日前までに電
話でお申し込みください。

◎認知症予防教室「脳いきいき教室」
いきいきとした自分らしい生活を送るため、
体を動かしながら、脳をきたえます。
【開催日】８月23日、９月６日（全て木曜）
【時間】13:30〜15:00
【会場】ふれあい健康館
【対象】物忘れが気になる方、認知症予防に興
味のある方 ※申込み不要
◎血圧測定・健康相談
【開催日】９月５日（水）
【時間】9:40〜
【会場】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上
◎「認知症になっても大潟村で暮らすためのカフェ」
もの忘れで困っている方や家族、認知症の方を
支えたい方が集まってお茶を飲みながら交流し、
語り合う場です。どなたでもご参加いただけます。
【開店日】８月23日（木）
【会場】ふれあい健康館
【時間】9:30〜11:30

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

平成30年６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

温 泉 保 養 セ ン タ ー
指名競争 ６月８日
ファンコイルユニット更新工事
ふれあい健康館軽スポーツ室
L E D 照 明 器 具 更 新 工 事 指名競争 ６月11日

2,484,000円

95.80

山二施設工業（株）

1,566,000円

97.97

若美電気工事（株）

大 潟 村 公 共 施 設
指名競争 ６月11日
太陽光パネル等改修工事

2,440,800円

98.26

工藤電気工事（株）

ひだまり苑コンビオーブン更新 指名競争 ６月11日

1,635,119円

91.20

（株）ウエルネット

ＪＡ大潟村前バス停改修工事 指名競争 ６月13日

2,376,000円

96.07

藤田建設（株）

マ ツ 林 ・ ナ ラ 林 等
指名競争 ６月13日
健 全 化 事 業 委 託

7,452,000円

98.60

美留造園土木

温 泉 保 養 セ ン タ ー
指名競争 ６月13日
自動火災報知設備更新工事
公共下水道管渠改築工事
随意契約 ６月25日
積 算 資 料 作 成 業 務 委 託

1,620,000円

77.30

猿田興業（株）

2,775,600円

94.83

（一財）秋田県建設・工業技術センター

大 潟 村 特 定 環 境 保 全
指名競争 ６月29日
公共下水道事業計画変更業務委託

1,026,000円

17.12

（株）遠藤設計事務所

○
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産業建設課からのお知らせ

ブ ロック塀を点検しましょう

産業建設課 ☎ 45-3653

〜ブロック塀の所有者・管理者等のみなさまへ〜

平成30年６月18日に大阪府北部を震源とする
最大震度６弱の地震によりブロック塀が倒壊し、
死亡事故が発生しました。
ブロック等でつくられた塀は、年数とともに
老朽化し、ブロックのひび割れや欠け、または、
塀の傾き等が発生します。
ブロック塀の維持管理は、所有者・管理者の
責任です。右のチェックポイントを参考にして
日頃から点検し、異常が認められたときは早急
に補強工事や撤去等の安全対策の実施をお願い
します。
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

《ブロック塀の点検チェックポイント》
□１．塀の高さは2.2m以下か。
□２．塀の厚さは10cm以上か。
※塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上
□３．控え壁はあるか（塀の高さが1.2m超の場合）。
※塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以
上突出した控え壁があるか。
□４．コンクリート基礎があるか。
□５．塀に傾きやひび割れはないか。
□６．塀に鉄筋は入っているか。
※塀の中に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも
80cm間隔以下で配筋されていて、縦筋は壁
頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれ
ぞれかぎ掛けされているか。
※基礎の根入れの深さは30cm 以上か（塀の高
さが1.2m超の場合）。
《組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック
造）の塀の場合のチェックポイント》
□１．塀の高さは地盤から1.2m以下か。
□２．塀の厚さは十分か。
□３．塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以
上突出した控え壁があるか。
□４．基礎があるか。
□５．塀に傾きやひび割れはないか。
□６．基礎の根入れの深さは20cm以上か。
上記の項目のうち1 つでも不適合があったり、不明
な点があれば、専門家に相談しましょう。

白鳥短歌会

減反や青刈り騒動あれは何

田植え日和だ子等に手伝う

瑞厳寺裸足で巡るツアー客

ぼ

鳴き板試す子のあいらしき

ふ

佐藤 金治

守時 誓子

小松 稔

松岡 正樹

御無さたの亡父母に妻へと手向けるは

道端に咲く白き野菊を

紋白蝶キャベツの上を乱舞して

皐月の空は紺碧の青

ひとよ

仁田原鈴子

我が一生おおかた終えりと思わるも

学びたく行く言葉教室

大内 一遙

一ノ関征子

佐藤モモ子

下間 良子

ベニスにて遊びしことなど思い出づ

あ こ

三十路過ぎたる吾娘の婚の日

北斎やそば杏など味わひて

乙女気分のはつなつの旅

男鹿の海透視船より見る景色

谷の深さに身の竦みたり

家支ふる大黒柱の如くに

泰山木の泰然と咲く

大川 澄雄
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草を取る母顕たせては消えにけり

何と静かや男鹿の棚田は

○
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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 みの分別と袋への記名にご協力を
ごみの分別は、リサイクル以外にも、焼却施設の
寿命を延ばし行政経費を節約する目的があります。
既にお伝えのとおり、燃やせるごみに金属の塊など
不適物（写真参照）が混入して機械が故障すると一
度に高額の修理費（1,000万を超えることも）がか
さみ、その費用は全て市町村の負担となります。
そのため、分別の意識を高め、ごみを出す人の責
任を理解してもらうため、ごみ袋への記名（原則､
世帯主名のフルネーム）をお願いしております。
村民の皆さまも、趣旨をご理解いただきご協力を
お願いいたします。

《混入不適物の例》

パイプ類

スプレー缶

番線、ワイヤー等

【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

墓 地管理委員会からのお知らせ
れます。板塔婆はしっかりと固定し、古くなった
①お供え物はその日のうちに片付けましょう。
板塔婆は、公園内にある置き場に運ん
お盆やお彼岸のお供え物は、動物に食い散らか
でください。また、板塔婆以外のもの
されたりすることを防ぐため、その日のうちに片
は持ち込まないようお願いします。
付けるようお願いします。
②板塔婆（いたとば）の適切な管理をお願いします。 【問合せ】環境エネルギー室
☎ 45-2115
墓地公園内で風に飛ばされた板塔婆が多く見ら

教育委員会からのお知らせ

＊大潟村きらきら塾

公民館 ☎ 45-2611

＊

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎相撲教室
相撲の所作や取り組み方、ケガ予防を学んで、
相撲の楽しさを味わってみませんか。相撲をとお
して日本の伝統文化を体験しましょう。
【日時】８月20日（月）10:00〜12:00
【場所】大潟神社
【対象】こども園児・小学生（こども園児は保護
者同伴）

家庭教育学級
◎小中高編

【定員】なし
【服装】運動しやすい服装
【持ち物】飲み物、足ふきタオル
飲み物、足ふきタオル
【指導団体】大潟村相撲連盟
【申込期限】８月17日（金）

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

移動研修について

国際教養大学、陸上自衛隊秋田駐屯地の見学を行い
ます。普段中々見ることのない施設の見学になると思
いますので、この機会に皆さんぜひご参加ください。
【日時】８月29日（水）9:00〜16:00
【場所】秋田市

【対象】家庭教育学級生・小学生〜高校生の子ども
を持つ保護者
【定員】20名
【参加費】1,300円（昼食代）※当日お持ちください。
【申込期限】８月24日（金）
○
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公民館 ☎ 45-2611
子育て支援センター ☎ 45-2345

教育委員会からのお知らせ

新 しい本、入りました
№

タイトル

№

著者

タイトル

著者

1 僕の電通放浪記

井上 卓也

7 お母さん旅はじめました

2 うちのおつけもの

有元 葉子

ジョン･トッド
8 自分を鍛える「知的トレーニン
グ」生活の方法

3 寂しい生活

稲垣 えみ子

9 風と共にゆとりぬ

朝井 リョウ

4 未来を拓く君たちへ

池上 彰

10 最高の人生に挑む

北 昊輝

5 人魚の眠る家

東野 圭吾

11 子育てはもう卒業します

垣谷 美雨

6 未来

湊 かなえ

後藤 由紀子

【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。貸出期間は２週間です。返却する際は、元
にあった位置に返してください。
【本の寄贈等について】読まなくなった本を寄贈いただく際は、公民館事務局にお持ち
ください。なお、図書室に陳列するかどうかは事務局で判断させていただきますので
あらかじめご了承ください。
【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♪

うち

子育て支援センターは、未就園児とお家の方が一
緒に過ごす場です。大人も楽しめるような遊びや、
育児相談・イベント情報の提供も充実させています。
友だちの輪や、地域とのつながりも広がりますの
で、ぜひ遊びに来てくださいね♪
【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
【申込・問合せ】
子育て支援センター（こども園内）☎ 45-2345

小さいお子さんのいるお母さんたちも、
気軽に遊びに来てください
○

16

【８月・９月のさくらんぼクラブ】
子育て支援センターのイベント「さくらんぼ
クラブ」では、毎月楽しい行事を計画していま
すので、お友達を誘ってぜひ遊びに来てくださ
い♪
●『ステップアップ♪夏の遊びを楽しもう！』
《日時》８月24日（金）10:00〜11:00
《会場》子育て支援センター
《内容》いろいろな水遊びを楽しみます。
支援センターのテラスでかわいく水遊び
をしたり、水遊びプールで思いっきり楽し
んだりします。
暑い夏を、みんなで楽しく過ごしましょ
う！
※雨天時は保育室で楽しみます。
※帽子、飲み物、着替え、体を拭くタオル、汚
れ物を入れるビニール袋を、持ってきてくだ
さい。
●『みんなあつまれ！よ〜いどん！』
《日時》９月15日（土）
こども園解放日
《内容》ふれあい運動会（こども園解放日）
※詳細は後日お知らせします。

平成30年８月号

干拓博物館 ☎ 22-4113
村民体育館 ☎ 45-2269

教育委員会からのお知らせ

大 潟村の生きもの展〜野鳥たちの四季〜
大潟村で見られる野鳥を写真や剥製で紹介する、
夏季特別展示です。
つくった折り紙や塗り絵をそのまま飾れる子ども
用体験コーナーもあります！
【期間】９月10日（月）まで開催中
【会場】干拓博物館
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

博物館の壁に自分でつくった生きものを飾ってみよう！

第 30回村民ソフトボール大会のお知らせ
【日時】８月18日（土）〜19日（日）
開会式9:00
【会場】村民野球場・サブグラウンド
【主催】大潟村体育協会

【主管】大潟村ソフトボール協会
【備考】案内及び要項等は後日、自治
会長宛に送付いたします。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

第 27回村民ゴルフ大会のお知らせ
【日時】８月25日（土）
各自スタート30分前集合
【会場】男鹿ゴルフクラブ
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村ゴルフクラブ

【参加料】2,000円
（当日受付へ、プレー代は各自負担）
【申込期日】８月９日（木）
各地区連絡員へお申込み下さい。
【申込み】各地区連絡員へお申込み下さい。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

第 63回全日本学生水上スキー選手権大会開催のお知らせ
水上スキーのインカレが、大潟村水上スキー場で
次のとおり開催されます。
迫力ある技をぜひ間近でご覧下さい。
【大会日程】８月31日（金）〜９月２日（日）
7:00〜18:00

※天候などの理由によりスケジュー
ルの変更があります。
【会場】大潟村水上スキー場
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

秋 田県体力・運動能力調査テスト
あなたの体力年令をチェックしてみませんか？体
組成計の測定も同時に行います。
【日時】８月28日（火）13:00〜
【対象年齢・種目】
対象年齢

種

目

握力、上体起こし、長座体前屈、反復

20才〜64才 横跳び､
20mシャトルラン、立ち幅跳び
65才以上

握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片
足立ち、10m障害物歩行、６分間歩行

【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

◎体重・体脂肪率・除脂肪量・体水分量・推定骨
量・ＢＭＩ基礎代謝量・内臓脂肪レベルが測定で
きます。
◎体組成計測定にあたっては、ペースメーカー等の
医療電気機械を装着した方の使用はできません。
◎毎年参加することで、ご自身の体力維持の目標に
なりますので多くの皆様に参加して
いただけるようお願いいたします。
測定終了後には、それぞれの体力等
◎
の状態を確認できる「体力測定会記
録表」を差し上げます。
○
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

第 50回八郎潟干拓記念駅伝競走大会のお知らせ
９月２日（日）に八郎潟干拓記念駅伝大会が行わ
れます。今年は50回目の節目の大会で、箱根駅伝で
実績のある大学を招待し実施することとしておりま
す。
また、これまではソーラースポーツラインで行わ
れておりましたが、今年は村民の皆さまも観戦しや
すいよう総合中心地内をコースとしております。そ
のため、大会中は下図のとおり車輌の交通規制がか
けられます。
村民の皆さまのご理解、ご協力よろしくお願いい
たします。

【大会日程】
部 門

スタート時間

スタート場所

男子駅伝
（中学校）

9:30

村民体育館

女子ロードレース
（中学生）

10:50

村民体育館脇村道
（東3-3付近）

男子駅伝
（一般・高校）

10:50

村民体育館

女子ロードレース
（一般・高校）

11:10

村民体育館脇村道
（東3-3付近）

【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

交通規制図

9:00〜13:30頃

片側一車線通行

9:20〜13:30頃

全面通行禁止

10:30〜13:30頃 全面通行禁止
10:40〜11:00頃 全面通行禁止

○

18

平成30年８月号

総合型地域スポーツクラブ「スポーレおおがた」
地域でつくる 地域でささえる 〜すべての人にスポーツの楽しさを〜

【申込・問合せ】スポーレおおがた事務局（村民体育館内）
専用電話 ☎ 090-4042-0799

◎８月の教室内容
種 目
速歩トレーニング
生活ヨガ
３Ｂ体操
ちびっこ体操
ちびっこ水泳
ジュニア水泳
水中ウォーク
水中アクアビクス
楽トレ
グラウンドゴルフ
高齢者ラージ卓球
ジュニア複合
スローエアロビック
ストレッチポール
タイ式ヨガ
スマイルボウリング

体力測定

日にち
１・３・８・22・24・29・31

28
６・20・27
29
29
29
２・30
28
８・29
21・28
１・22
27
24
７・21
6
３・22

場 所
村民体育館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
村民体育館
Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
村民体育館
多目的運動広場
ふれあい健康館
ラグビー場
村民体育館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
村民体育館

28

村民体育館

時 間

9:00〜
10:00〜
13:30〜
14:00〜
14:00〜
16:00〜
16:00〜
18:00〜
10:00〜
16:00〜
10:00〜
16:00〜
10:00〜
19:30〜
10:00〜
10:00〜
13:00〜
18:00まで

備 考

６日のみ13:00
３歳児
４・５歳児
講師：川尻邦子

８・９月村民体育館
＊参加賞あります

※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。
【申込・問合せ】スポーレおおがた事務局（村民体育館内）☎ 090-4042-0799

◎西馬音内盆踊りウォーキングのお知らせ
【日時】８月18日（土）16:00出発（村民体育館）
【場所】羽後町
【定員】先着50名
【会費】バス代・保険料（当日徴収）

◎インターバル速歩実践交流会in由利本荘市のお知らせ
信州大学教授の能勢博氏の講演並びに講習会を行います。
【日時】９月24日（月）10:00出発（村民体育館）
【場所】由利本荘市アリーナ

◎Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの利用について
【開館期間】９月５日（水）までの予定です。
午前の部 9:30〜11:30
午後の部 14:00〜17:00
夜の部
17:30〜20:00（８月のみ）

【お盆期間のお知らせ】
13日（月）休館日
14日（火）〜16日（木）のお盆期間、夜の部は行
いません。
（次頁へ続く）
○
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平成30年８月号

情報・募集・ご案内
八郎湖環境対策室から

八郎湖水質保全対策の概要のお知らせ
県や市町村は、｢八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第２期）｣に基づいて、各種対策や試験に取り組ん
でいます。
主なものを紹介します。
１ 発生源対策
・環境保全型農業の推進（濁水流出防止、施肥
の効率化）
濁水流出防止（落水管理、無代かき栽培、不
耕起栽培、乾田直播栽培）
施肥の効率化（肥効調節型肥料、側条施肥）
・下水道等の整備と接続率の向上
・工場・事業場等の排水対策
２ 湖内浄化対策
・方上地区における自然浄化施設等の活用
・西部承水路の流動化促進
・湖岸の自然浄化機能の回復
・高濃度酸素水供給装置による実証試験（西部承水路）

３ アオコ対策
・アオコの河川遡上防止シルトフェンスの設置
・アオコ抑制装置による住宅地の悪臭被害防止
（潟上市馬踏川河口）
秋田県の取組は、《http://www.pref.akita.lg.jp/
hachiroko》または、インターネットで「八郎湖環
境対策室」を検索してご覧ください。
【問合せ】八郎湖環境対策室
☎ 018-860-1631
八郎湖水質保全
シンボルキャラクター「清龍くん」

ひだまり苑から

平成30年度

地域公開講座のお知らせ

今回のテーマは「元気で楽しく暮らすための香
り」です。
認知症の予防や症状改善に「香り」を使った両
方がテレビ番組で紹介され、「アロマ」や「アロ
マセラピー」という言葉がテレビや雑誌で多く見
かけるようになりました。
実際に植物から得られた香りを嗅いでいただき
ながら、カラダとココロに良い影響を与える「ア
ロマセラピー」の適切な利用方法について考えて
みましょう。
【日時】８月28日（火）14:00〜15:30

【会場】大潟村特別養護老人ホームひだまり苑
介護者教育室
【講座】テーマ「元気で楽しく暮らすための香り」
◆アロマテラピー（芳香療法）を取り入れた生
活の提案
【講師】アロマセラピスト・リフレクソロジスト
日本アロマセラピー学会認定臨床看護師
永井 由美子 氏
【その他】参加費は無料です。
【申込・問合せ】大潟村特別養護老人ホーム
ひだまり苑 ☎ 0185-22-4311
秋田県立大学から

科目等履修生・聴講生を募集中
平成30年度後期（H30.10.1〜H31.3.31）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】７月23日（月）〜８月17日（金）
【費用】①入学検定料 9,800円
②入学料 28,200円
③１単位あたり授業料
科目等履修生 14,800円
聴講生 7,400円
○
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※以前に科目等履修生・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。
【申込・問合せ】秋田県立大学
秋田キャンパス
☎ 018-872-1500
本荘キャンパス
☎ 0184-27-2000

平成30年８月号

情報・募集・ご案内
男鹿地区消防一部事務組合から

職員採用試験のお知らせ
【試験区分】高校卒業程度
【採用予定】一般消防職及び救急救命士 計４名
【受験資格等】平成５年４月２日から平成13年４
月１日までに生まれた方で、高校卒業以上又は
平成31年３月卒業見込みの方。
※この他、身長や視力などの基準もあります。
詳細についてはお問い合わせください。
【第１次試験日】平成30年９月16日（日）
【試験会場】ノースアジア大学
（秋田市下北手桜守沢46-1）

【受付期間】平成30年８月３日（金）〜８月22日（水）
【書類請求・申込・問合せ】
男鹿地区消防本部 総務課
〒010-0511 男鹿市船川港船川字海岸通り2-12-7
☎ 0185-23-3145

秋田県子どもプログラミング教育研究会準備会から

子どものプログラミング教育に関する講演会のお知らせ

2020年度から、小学校でのプログラミング教育
が必修化されます。それに先立ち、先生や保護者
の不安を少しでも取り除く目的で、講演会を開催
します。
【日時】８月18日（土）受付14:00〜
講演会14:30〜16:30
【会場】カレッジプラザ 講堂
秋田市中通２丁目1-51 明徳館ビル２階
【講師】文部科学省生涯学習政策局情報教育課長
梅村 研 氏

【対象】官民問わず、秋田県内
で子どものプログラミング教
育に関わっている方、小学校の先生、保護者など、
プログラミング教育に興味のある方
【参加費】無料 【定員】200名
【申込方法】８月３日（金）までに、《 http://
prog.akita-pu.ac.jp/index.php/meeting2018》
の申込みフォームよりお申し込みください。
【問合せ】
秋田県子どもプログラミング教育研究会準備会
☎ 0184-27-2082
秋田県国民健康保険団体連合会から

職員採用試験のお知らせ
本会では平成31年４月１日付け採用予定の職員
採用試験を次により実施いたします。
【採用予定人員】大学卒業程度 若干名
【職務内容】国民健康保険・後期高齢者医療診療
報酬等審査支払事務、介護、障害介護給付費審
査支払事務、保険事業（特定健診・特定保健指
導の支援事務）、など
【受験資格】平成31年３月に４年制大学を卒業見
込みの者または大学卒業後３年以内の者
【申込書類の請求先】
秋田県国民健康保険団体連合会
総務課 ☎ 018-862-6864
（秋田市山王四丁目２番３号 秋田県市町村会館４階）
＊申込書は８月１日（水）より、本会窓口で請
求できます（郵送については電話でお問い合
わせください）。
【受付期間】８月24日（金）〜９月13日（木）
＊郵送の場合は９月13日（木）必着

【試験内容】
第１次試験（筆記試験：大学卒業程度の一般教養）
第２次試験（口述試験・作文）
【試験日時】
第１次試験：平成30年10月14日（日）
9:20〜受付、9:50〜10:00説明、
10:00〜12:00試験
第２次試験：平成30年11月中旬
【試験会場】
第１次試験：ルポールみずほ ３階「ふよう」
（秋田市山王四丁目２番12号）
第２次試験：秋田県市町村会館５階 本会会議室
（秋田市山王四丁目２番３号）
【その他】詳細についてはお問い合わせください。
【問合せ】秋田県国民健康保険団体連合会
総務課 ☎ 018-862-6864

○
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平成30年８月号

情報・募集・ご案内
秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練（ハロートレーニング）
11月期生を募集します
【訓練期間】平成30年10月２日（火）
〜平成31年３月29日（金）
（６ヶ月間)
【訓練時間】9:20〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）
【訓練科】機械加工技術科（15名）
電気設備技術科（15名）
ビル管理技術科（15名）
【募集期間】７月27日（金）〜８月27日（月）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）
【応募資格】ハローワークに求職申込をされた
方で、新たな技術・技能を身に付
けての再就職を希望される方
【応募・問合せ】
秋田職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター秋田）訓練課
受講者第一係 ☎ 018-873-3178
秋田地域振興局福祉環境部から

秋田地域認知症研修会のお知らせ
秋田地域振興局福祉環境部と秋田県認知症疾
患医療センター（秋田緑ヶ丘病院）の共催で、
認知症に関する研修会（映画上映・講義）を開
催します。
参加無料ですので、この機会にぜひ、認知症
について考えてみませんか。
【日時】８月18日（土）13:00〜16:00
【会場】秋田地域振興局福祉環境部
（秋田中央保健所）
潟上市昭和乱橋字古開172-1
【内容】
（１）認知症に関するドキュメンタリー映画の
上映
（２）認知症に関する講演( 認知症疾患医療セン
ター医師)
【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
☎ 018-855-5171
ひだまり苑から

ひだまり苑 夏祭りのお知らせ
アトラクション、出店、ゲーム屋台など様々
な催しを準備して、皆様のご来苑をお待ちして
おります。
【日時】８月10日（金）13:30〜16:00
※出店、ゲーム屋台は14:00スタート
【会場】ひだまり苑 地域交流ホール
【申込・問合せ】
大潟村特別養護老人ホーム
ひだまり苑 ☎ 0185-22-4311

○
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ＮＴＴタウンページから

ご確認ください 防災タウンページ
日頃からの備えや災害時の行動のポイントを
盛り込んだ「男鹿・潟上地域版 防災タウンペ
ージ」がＮＴＴタウンページ（株）から発行さ
れます。公衆電話や避難所の場所がわかるマッ
プも掲載されますので、災害発生時はもちろん
のこと、いざという時に備えて確認しておきま
しょう。
「防災タウンページ」は、「タ
ウンページ」と一緒に８月上旬か
ら８月末日にかけて全住戸・全事
業所にお届けする予定です。
【問合せ】タウンページセンター
☎ 0120-506309

Ａターンプラザ秋田から

「Ａターンフェアin仙台」開催のお知らせ
秋田県では、県外に在住し秋田県内での就職
を希望する方を対象とした「Aターンフェアin仙
台」を開催します。
当日は、県内企業ブースによる企業説明会や
個別面談、Aターン希望者を対象としたミニセミ
ナーや各相談ブースによる就職相談や移住相談
等を行います。ご家族、お知り合いの方でAター
ン就職希望の方がいらっしゃいましたら、是非、
お知らせください。
【日時】９月16日（日）
受付11:00〜 開始11:30〜 終了16:40
【会場】TKPガーデンシティ仙台
（仙台市青葉区中央1-3-1）
【対象】秋田県内への就職を希望する全ての方
（学生も可）
【問合せ】
Aターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）
（東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館７階）
☎ フリーダイヤル 0120-122-255

平成30年８月号

８月の行事予定
日付
２日
（木）
４日
（土）
６日
（月）
８日
（水）
12日
（日）
16日
（木）

村の人口の動き･公共施設の状況

行事名等
農業委員会定例総会（13:30〜）

場所等
役場

大潟村野球選手権大会
（9:00〜、〜５日） 村民野球場他
中学２年 職場体験（〜８日）

村内事業所

村民水泳大会（9:00〜）

Ｂ＆Ｇ海洋
センター
サンルーラル
大潟

成人式
（13:30〜写真撮影、14:00〜式典）
第50回全村盆踊り大会
（17:00〜受付、17:00開始） 商店街駐車場

中学生デンマーク訪問（〜25日） デンマーク
18日
（土） 村民ソフトボール大会
（9:00〜、〜19日） 村民野球場他
大潟カップミニバス大会
（8:30〜） 村民体育館
25日
（土）

村民ゴルフ大会（9:00〜）

男鹿ＧＣ

還暦野球大会（9:00〜、〜26日） 村民野球場他

県高等学校新人ボート競技
（9:30〜、〜26日） 大潟漕艇場
28日 県体力・運動能力調査テスト
（火）
（13:00〜） 村民体育館
31日 全日本学生水上スキー選手権大会 大潟漕艇場
（金）
（〜9月2日）

日付

９月上旬の行事予定
行事名等

場所等

第50回干拓駅伝競走大会・女子ロ
村内コース
２日 ードレース大会（9:00〜開会式）
（日） 全県中学校・高校新人相撲大会
大潟村相撲場
（10:00〜）
３日
（月）

◎人口の動き（７月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目
世帯数
人口
男
女

1,122
3,197
1,606
1,591

(＋１)
(＋１)
(−１)
(＋２)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

9
6
2
4

◎公共施設の利用状況（６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)
760人 村民センター
780人
2,118人 ふれあい健康館
1,373人
1,079人 ごみ処理量
74ｔ
2,292人 水道使用量
37,850㎥
483人 下水排水量
41,923㎥
人
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◎公共施設の太陽光発電量（６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
994
117
954
77
西２分館
3.96
492
48
466
22
西３分館
7.74
766
76
728
38
東２分館
9.99 1,336
199 1,259
122
東３分館
9.99 1,252
270 1,111
129
北１コミ会館 7.20
413
100
360
47
北２コミ会館 5.40
749
41
713
5
南コミ会館
4.32
505
151
417
63
多目的会館
4.95
538
106
482
50
合 計
63.54 7,045 1,108 6,490
553
○売電量の金額換算：272,580円
円（単価円/kWh）
○発電量の石油換算：1,468リットル

８月の行政相談

農業委員会定例総会（13:30〜）

役場

第２回大潟村ＰＴＡ連絡協議会

中学校

見・要望を受け付け、その解決を促進するよう相

中学校

談に応じています。お気軽にご相談下さい。

村内コース

【相談日】８月21日（火）10:00〜12:00

８日
創立50周年記念大中祭
（土）
９日
村民駅伝大会（15:45〜）
（日）
10日
大潟神社例大祭
（月）

大潟神社 他

行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意

【行政相談委員】北村シゲさん(西3-4☎45-2918)
【会場】役場第２会議室

こちらも
・保健センターの行事
チェック
⇒P11
してね。
・介護予防事業
⇒P13
・公民館の行事
⇒P15
・子育て支援センターの行事
⇒P16
・干拓博物館の行事 ⇒P17
・体育館の行事
⇒P17・18
・スポーレ行事
⇒P19

○
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創 立

50

周 年 記 念

みんなで植える！校庭芝生化事業

７月23日（月）、大潟小学校の創立50周年を記念して、
「みんなで植える！校庭芝生化事業」が行われました。
事業には、小学校児童と保護者、教員、老人クラブや
婦人会、地域の方々など、約400人が参加しました。
これまで小石やでこぼこが目立っていた校庭は、この

○
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事業のためにきれいに整地され、参加者はポットから取
り出した芝の苗を次々と植えていきました。
40cm間隔で植えられた芝は、順調に生育すれば９月
下旬には校庭一面に広がり、約4,500㎡の青々とした芝
生が広がる見込みです。

