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第50回八郎潟干拓記念駅伝競走大会・第36回秋田県女子ロードレース大会

節目の大会、全国区の健脚も湖底の大地を駆ける
９月２日（日）、第50回八郎潟干拓記念駅伝競
走大会及び第36回秋田県女子ロードレース大会が
開催されました。
干拓記念駅伝の50回目を記念する今大会は、総
合中心地内の特別コースで行われました（平成６
年にスポーツラインにコースを移して以来）。ま
た、箱根駅伝の常連校である法政大学と東海大学
を招待し、レベルの高い戦いを間近に見られると
あって、沿道では多くの観客が選手に声援を送っ
ていました。

◎干拓駅伝
【一般】44.2㎞（参加19チーム）
優勝 法政大学
2時間15分33秒
【高校生】44.2㎞（参加６チーム）
優勝 秋田工業高校A
2時間15分12秒
【中学生】17.6㎞（参加11チーム）
優勝 雄勝中学校
57分43秒
11位 大潟中学校
1時間4分48秒

すぐ近くを走る選手たちに、沿道から声援

中学生の部、大潟中も健闘

（佐々木悠大・三浦瑛兒・佐藤颯音・佐藤隼
太・清塚玲央・山岸洸太）

◎女子ロードレース
【中学生・３㎞】
優勝 阿部 円海（湯沢北中）

10分11秒

【一般、高校・５㎞】
優勝 柳館 禎乃（花輪高）

17分31秒

中央東通り、中継地点（＝村民体
育館）までラストスパート！

一般の部、優勝は法政大

第27回全国市町村交流レガッタ大津大会

大潟村議会チーム

20年ぶり２度目の優勝！

９月 15日（土）〜16日（日）、全国市町村交
流レガッタ大会が滋賀県大津市の琵琶湖漕艇場
で行われました。

【大会結果】※ 500ｍ競漕
議会議員の部：大潟村議会

2分10秒48
熟年女子の部：ラムレーズン 予選Ｂ組 2分58秒38

大潟村からは２部門に代表チームが出場し、
熱い競漕を繰り広げました。
議会議員の部では、大潟村議会チームが日頃
の練習の成果とチームワークを十分に発揮して、
予選を全体の１位で通過。決勝では予選タイム
を10秒以上上回る力漕を見せ、地元大津市議会
スポーツ議員団の３連覇を阻止、 20年ぶりに優
勝を果たしました。
誠におめでとうございます。

○
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表彰式にて

優勝

大潟村合同金婚式・敬老会

懐かしい写真に、
うなずいたり、笑ったり、ちょっと照れたり

９月12日（水）、サンルーラル大潟において、平成30年度
合同金婚式及び敬老会が開催されました。
金婚を迎えられたご夫婦は、昭和43年に婚姻されたご夫婦
で、式典には９組が出席されました。

コールかざはなと一緒に、
大潟村民の歌を斉唱

金婚式では、各ご夫婦の婚姻日に発刊された新聞がプレゼ
ントされたほか、思い出の写真をスクリーンで上映し、当時
のエピソードを聞かせていただくなど、思い出話に花が咲き
ました。
金婚式終了後、約220名の方が出席して敬老会が行われまし
た。オープニングで「コールかざはな」による合唱が披露さ
れた後、喜寿、傘寿、米寿、卒寿を迎えられた方々にお祝い
金等が贈呈されました。
また、こども園年長児によるお遊戯の披露もあり、列席者
は手拍子を取ったり、拍手を送ったりして楽しんでいました。
金婚・賀寿を迎えられた皆様、誠におめでとうございます。

園児たちの力強い演舞に、拍手喝采

み く

佐伯美空さんがインカレで２位入賞！ ボート競技

全日本選手権大会への自信のぞかせる
９月６日（木）〜９日（日）に埼玉県戸田市戸
田ボートコースで行われた、第45回全日本大学選
手権大会ボート競技の女子舵手付きフォアで、佐
み く

伯美空さん（東2-5、富山国際大３年）が２位入賞
されました。
女子舵手付きフォアは、オールを１本ずつ持っ
た漕ぎ手４人と、舵取り１名が艇に乗り、2,000m
を競漕するものです。
７月に固定したメンバーでトレーニングと調整
を続ける中、佐伯さんのポジションは、最も重要
と言われる「ストローク」に決まりました。「プ
レッシャーもあったが、自分のリズムにメンバー

が強まった。誰よりも練習している自負はあるの

がついてきてくれた」と佐伯さん。

で、優勝を目標にがんばりたい」と、力強く抱負

また、 10月25日（木）から同会場で行われる第

96回全日本選手権大会については、「インカレの
結果を受けて、もっと上に行きたいという気持ち

を語ってくださいました。
この度の入賞、おめでとうございます。また、
今後のご活躍にもご期待いたします。
○
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畠山政雄さん・菅原透さんが秋田県知事表彰
９月２日（日）ホテル鹿角にて、第60回手をつなぐ
育成会秋田県大会が開催され、大潟村手をつなぐ育成
会会長の畠山政雄さん（東2-1）と秋田県重症心身障害
児者を守る会副会長の菅原透さん（東2-5）が更生援護
功労者として秋田県知事表彰を受けられました。
お二人は、昭和59年の大潟村手をつなぐ育成会の発
足時からの会員で、畠山さんは平成 17 年度から会長
を務められ、同会の活動に尽力されております。また、
菅原さんは育成会の活動だけではなく、秋田県重症心
身障害児者を守る会副会長として、県内外での障がい
福祉活動に尽くされています。
これまでのご活躍や地域への貢献が評価され、この
度の表彰となりました。
菅原さん（左）と畠山さん

誠におめでとうございます。

創立50周年記念 親子ふれあい運動会

９月15日（土）、こども園園庭において、幼保
時代から合わせて50周年を記念する運動会が行わ
れました。

護者や来賓から大きな声援が送られました。
５歳児の「せかいのくにからおめでとう！」で
は、園児がパネルにピースを貼り付けていき、園

今回の運動会は、こども園の園庭が完成して初

小中 50周年記念マスコットキャラクターの「おお

めてとなります。きれいに整備された芝生やト

がたん」が完成すると、会場全体から大きな拍手

ラックを、園児たちが元気いっぱい駆け回り、保

が湧いていました。
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パネルに現れたのは、「おおがたん」！

おじいさん、おばあさんとの玉入れ対決。
５歳児は圧倒的な大差で勝利！

大潟神社例大祭

９月10日（月）、第40回大潟神社例大祭が行わ
れました。

みこし

手古舞・太鼓演奏、龍勢会の太鼓演奏が奉納され、
沿道から大きな拍手が送られました。

午前中の神輿巡行は、神様を乗せた神 輿がお

神輿の巡行がピークを迎える夕暮れ時には、統

囃子とともに各住区を練り歩きました。途中、荒

前町を中心とした男衆の威勢の良いかけ声が秋空

天で中断する場面もありましたが、午後には雨も

に響き渡り、無事に五穀豊穣が祈願されました。

はやし

あがりました。商店街や神社などで小学生による

はやし

て こ ま い

威勢のいいお囃子が神輿を先導

商店街、しなやかな手古舞を奉納

大潟神社奉納ちびっこ相撲大会結果
９月10日（月）、大潟神社例大祭と合わせて平成30年度大潟神社奉納ちびっこ相撲大会が行われました。
大会は、雨天により中学校体育館での開催となりましたが、子どもたちは元気いっぱい相撲に取り組み
ました。
結果は次のとおりです。
６年生
ゆうご

優 勝

土田 裕護

準優勝

佐々木 晴

３ 位

三村 正義

はる

まさよし

りょうじ

竹本 亮士

５年生
ごうた

菅原 豪太
はるか

白戸 悠禾
は る

岩井 晴琉
くにしげ

石井 邦茂

４年生
ゆうし

浅野 裕祇
たくみ

門間 拓実
いぶき

勝田 一颯
あきひと

湊 玲人

３年生
かいり

小日山 快凜
のぞむ

土田 望
るい

高橋 塁
る い

藤田 瑠維

２年生
ま お

岩井 眞生
このは

森田 心花
じょう

土屋 丈

かずま

吉田 一真

１年生
ゆい

薄田 結
はるま

尾崎 春馬
たいが

小日山 泰雅
けい

森本 慶

こども園（年長）
や ひ ろ

谷口 弥比呂
ひなた

亀井 日葵
りゅうき

中村 龍輝
とうよう

椎川 東陽
○
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第40回 村民駅伝大会結果
【開催日】９月９日（日）
【会場】村内特設コース
【主催】大潟村体育協会・教育委員会
【主管】大潟村走ろう会
【参加】10チーム
【結果】
優勝：紫Ａ組（東3-3・東3-2・北2-4）
（大島翔平、鎌田理沙、杉森博光、佐藤寿輝、
金子颯、本庄渉、山岸洸太）
２位：緑組（東2-4・東2-5）
３位：黄組（東2-6）

雨の中たすきを繋ぐ選手に、多くの声援

シルバー人材センター ボランティアで清掃活動
９月６日（木）、役場周辺の遊歩道及びふれあい広場におい
て、シルバー人材センターの皆さんがボランティアで清掃活動
を行いました。
この日は、台風21号の影響でたくさんの枝葉やごみなどが
散乱していましたが、大変きれいに片付けていただきました。
同センターでは毎年この時期に清掃活動をしてくださってい
ます。
誠にありがとうございます。

金足農甲子園報道写真展 干拓博物館で開催
９月15日（土）〜16日（日）、干拓博物館において、金
足農甲子園報道写真展が開催されました。
この企画は、朝日新聞社及び秋田県朝日会の主催、日刊ス
ポーツ新聞社の協力で行われたもので、先に県立博物館で開
催された同催しを干拓博物館でも開催する運びとなりました。
写真展では、第100回全国高校野球選手権記念大会におけ
る県立金足農業高等学校の活躍が紹介され、期間中、多くの
来場者が訪れて甲子園の感動を噛みしめていました。

秋の全国交通安全運動
秋の全国交通安全運動が、９月21日（金）から30日（日）
まで実施され、21日（金）にふれあい広場において出発式が
行われました。
また期間中の登校時間には、学校付近の交差点等に交通安
全協会・交通安全母の会・役場職員・学校教職員・シルバー
人材センター会員・安全安心ネットワーク委員会会員などの
関係者が立ち、街頭指導を行いました。
日没が早まるこれからの時期、歩行者は反射材の使用、ド
ライバーは早めのライト点灯などを心がけましょう。

○
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『幸せインタビュー』
せインタビュー』
2016年12月12日、駐日デンマーク王国大使館
と大潟村は総合交流を促進し、相互利益の創出
に貢献することを目的として合意に達し、覚書
を交わしました。総合交流の主な分野は再生可
能エネルギー、農業、食品、教育、福祉及びスポー
ツに関することです。そこで、大潟村に来たデ
ンマーク人の私はインタビューを通じて村民と
意見交流をしたいと思っています。

第１回 ゲスト

第１回目の幸せインタビューは現在、再生可
能エネルギーに携わり、２度のデンマークへの
渡航経験をお持ちの、大潟村デンマーク交流協
会代表、角田伸一さんです。角田さんが勤務さ
れている ｢大潟共生自然エネルギー｣ のひとつ
の目的はデンマーク人も強く共有する「地域の
資源を地域に還元する」ということです。

アントン

デニッシュパンはデンマーク人も大好きで
す。逆にSnapsが飲めないデンマーク人はか
なりいます。 Snaps はクリスマスやイース
ターなどのイベント的なときに飲みますね。
機会があれば大潟村の方々にも飲んでほしい
と思っています。

アントン

角田さんにとってデンマークの魅力的なとこ
ろは何かありますか？

大潟村デンマーク交流協会
代表 角田伸一さん
アントン

では、早速ですが、幸せですか？

幸せだと思います。大事な人と一緒に暮らし
ているのが幸せ。家庭と仕事の中で自分の役
割を果たすことは幸せなことだと思います。
アントン

ほぼデンマーク人と同じような考え方です。
難しいのはそれを見つけることですね・・話
は変わりますが、日本人としてデンマーク人
に伝えたいものはありますか？

「鍋料理」。なぜなら（デンマークに）温か
い食べ物があまりなかったからです。みんな
でその場で作って食べる鍋料理はヒュッゲ
（※1）っぽいところもあるし、家庭それぞれ
の味もあります。
アントン

角田

角田

確かに、デンマークの食文化は主にパンとハ
ム、チーズなどが中心で、温かいものを食べ
る機会が少ないと思います。ヒュッゲが大好
きなデンマーク人にとってはとても相応しい
料理ですね。

あっ、デンマークでこれを食べたほうがい
いというおすすめのものはやっぱりデニッ
シュパンです。そして、イベント等の際には
Snaps（※2）というお酒を飲むこともお薦め
します。

小さい国にもかかわらず、有名な会社がたく
さんあります。また、国としてのビジョンの
ひとつに、 2050 年までには再生可能エネル
ギー100％の国を作りましょうというものが
あり、これは素晴らしいことだと思います。
アントン

角田

角田さんとのお話で、別の視点からデンマー
クの独特なところが見えてきたことは新たな
発見であり、これからの村民との意見交流に
役立てていきたいと思います。そして、大潟
村の人々はデンマークについて理解を深めて
いただくことで、お互いによりよい社会や生
活を営むことができれば幸いです。

角田

※1 デンマーク語で「居心地がいい時間や空間」を
指す言葉
※2 アルコール分 40 ％のジャガイモを主原料とし
た蒸留酒
角田さん（右）と
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村議会９月定例会

台風21号の被害について
今回の台風21号では、村においても強風により
被害がありました。被害に遭われた方々へ心から
お見舞い申し上げます。
台風21号は、暴風を伴って日本海を北上し、秋
田県内では９月４日夜から５日朝方にかけて強風
が吹き荒れ、村でも最大瞬間風速29.9ｍを記録し
ました。
人的な被害や住宅及び公共施設への大きな被害
はありませんでしたが、９月５日午後５時現在で、
防災林の倒木が 260 本、ビニールハウスの全半壊
が３棟、ビニールの破損が32棟、街灯の倒壊１基
などが確認されており、防災林以外の倒木のほか、
各種標識や看板の一部が破損したり、事業所や農
舎などに被害が確認されております。
また、９月４日午後11時16分頃から倒木などに
よる電線の断線により、村内で停電が発生しまし
た。農作物被害については、今後、見守っていく
こととなりますが、水稲については、軽度の倒伏
がみられ、塩害が懸念されるものの、深刻な状況
ではないようです。
一方、大豆については、一部の圃場に塩害によ
る枯れ上がりが発生しております。今後、日にち
が経つにつれて、新たな被害の確認があるかもし

○
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台風21号の爪痕

れませんが、優先順位を定め順次対処してまいり
ます。

農作物の生育状況等について
水稲については、６月の低温が影響し、茎数が
平年値を下回るとともに出穂も遅れました。
８月上旬のカメムシ発生状況調査では、平年よ
り多かったものの、その後の調査では平年並みか
やや多い発生となっております。
いもち病の発生は少ないようですが、８月の日
照が少ないことから、ＪＡでは、収量は平年並か
やや下回ると予想しております。
また、刈り取り時期は、「たつこもち」で９月
15日頃、「あきたこまち」では９月23日頃となっ
ております。大豆については、播種期に好天が続
かず、播種後の生育も緩慢となったところです。
後作でも、雨天が続いたことから播種が大幅に
遅れました。
そうしたことから、全体的に生育量が不足し、
草丈が短い圃場が多くなっております。
カボチャについては、大雨や強風により一番果
が落果し、収穫が遅れました。
また、強風により蔓のこすれ傷が多く見られ、
品質の低下を招きました。
収量も、平年を若干下回る結果となりました。
小麦については、後半雨が続き雨天の合間を見
て３日間で刈り取りを終えたようですが、早刈り
傾向の圃場も見られ、収量は平年を下回る結果と
なりました。
タマネギについては、越冬率は良かったものの、
肥大時期にあたる６月が、低温で推移したことや
日照不足により小玉傾向となり、収穫期は昨年に
比べ２週間ほど遅れ、収量は予想を下回りました。
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旧保育園施設の利活用について
旧保育園施設は、昭和53年に建設されたもので、
40年近く経過しておりますが、空調設備は十分に
使用できる状態であり、施設内は部屋として仕切
られており、運動できるホールもあります。
村民からは、子どもの遊び場、軽運動場、村民
の集いの場などの利用について、意見・要望があ
ります。
こうしたことから、旧保育園施設の利活用を検
討するため、７月２日に「旧保育園施設利活用検
討委員会」を立ち上げ、 10月を目途にまとめるこ
とにしております。

消防操法大会について
９月１日、秋田県消防学校において開催された、
秋田県消防操法大会のポンプ車操法の部に、大潟
村消防団第３分団が出場し、機敏で正確な操作に
より、見事に優勝いたしました。そして、１番員
の優秀選手賞を、佐藤真悟選手が受賞しました。
今年は、大潟村消防団結団 50周年の年であり、
消防団の歴史に花を添えることになりました。
優勝した第３分団は、10月19日に富山県富山市
で開催される全国大会に、秋田県代表として出場
することとなります。
更なる研鑽を積み、全国でも入賞することを期
待しております。
なお、本定例会の最終日に関連する補正予算を
計上いたしますので、よろしくお願いいたします。

でいただくこととしております。
また、賀寿を迎えられた方々 121 名には、村よ
りお祝金と記念品を贈呈し、お祝い申し上げるこ
ととしております。
皆さまが健康に留意して、活き活きと、いつま
でもお元気で長寿を重ねられることをご祈念申し
上げます。

株式会社大潟共生自然エネルギーの平成
29年度事業の出資配当について
６月22日に、村民、村等が出資している株式会
社大潟共生自然エネルギーの株主総会が開催され、
剰余金の配当が決定されました。
平成27年10月から事業を開始し、当初の計画ど
おり３年目での出資配当であります。
その内容ですが、平成29年度の発電量が計画比
の106％となり、売上高は7,525万2,521円、当期
純利益は1,076万6,981円となりました。
その結果、剰余金として配当する金額は270 万
円とし、一株あたり１万5,000円の配当となりまし
た。
村に対する配当額は、80株分の120万円となり、
税引き後の95万4,960円が歳入として入る予定で
あります。
なお、配当金は新たに大潟村低炭素社会推進基
金を設置し、使途を明確にした上で有効に活用し
ていきたいと考えております。

学校創立50周年記念事業の一環で行っ
た小学校の校庭芝生化事業について
去る７月23日の夏休み初日に、児童と保護者を
はじめ老人クラブや婦人会など地域の方々と、総
勢約400名が参加し、芝植え作業を行いました。
子ども達は、協力しながら自分達の手で校庭を
芝生に整備したことで、より一層、学校と地域に
愛着を感じ、学校生活を送っていけるのではない
かと期待しております。
その後、芝生は順調に生育しており、ご協力頂
きました皆さまに、改めて感謝申し上げます。

第３分団が見事に全県優勝

大潟村合同金婚式・敬老会について
９月12日、サンルーラル大潟において開催され
る合同金婚式には、９組のご夫婦が出席され、敬
老会には来賓を除いて 200 名を超える方々の出席
が予定されております。
敬老会では、コールかざはなによるオープニン
グアトラクションやこども園児のダンスを楽しん

東京オリンピック・パラリンピック競技
大会のホストタウン派遣事業について
スポーツ交流等推進事業については、村出身の
２名を含む県内高校ボート部の選手６名と秋田県
ボート協会の伊藤会長を含む指導者など引率３名
の計９名が、デンマークナショナルチームの拠点
コースで、先月５日から 15 日までの期間で強化
合宿及びデンマーク国内のレガッタ大会に出場し、
現地ボートクラブとの交流を行ってまいりました。
合宿では、以前にデンマークナショナルチーム
○
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のコーチをされていた方から直接指導を受け、ま
た、すぐ近くではナショナルチームの現役選手が
練習しているなど、選手、指導者にとって充実し
た内容の合宿であったと報告を受けております。
また、出場したレガッタ大会では、同年代の選
手と同一チームを組み入賞するなど、現地での交
流もあり有意義なものとなりました。
そして、秋田県からもスポーツ振興課長ほか２
名の職員が現地で合流し、合宿を視察されたとこ
ろであります。

教育交流推進事業について
大潟中学校の生徒８名と引率など３名の計11名
が、先月 18 日から 25 日の期間でデンマーク国内
の成人学校を拠点に、義務教育学校や高齢者施設、
幼児教育施設などで研修と交流を行ってまいりま
した。
期間中は、同年代の生徒の自宅に二泊ホームス
テイをするなど、直接デンマークの生活文化にふ
れ、外国と日本の違いを知ることで多くの事を感
じ、中学生の多感な時期に貴重な体験をしてきた
ところであります。
10月に行われる報告会には、デンマークから成
人学校の先生と義務教育学校の校長先生が来村す
る予定であります。
有意義な報告会となることを楽しみにしており
ます。

デンマークで貴重な体験をしてきた訪問団
○
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第33回大潟村サマーレガッタについて
７月28日、大潟漕艇場において、第33回大潟村
サマーレガッタが行われました。
今年はホストタウン事業の一環として、駐日デ
ンマーク大使館から６名の職員が参加し、実際に
ボートを漕ぎ、レースに参加されました。
デンマークナショナルチームが、実際に事前キ
ャンプをする大潟村の雄大な自然を楽しまれたほ
か、レガッタに参加した村民とも交流し帰られた
ところであります。

国際交流員が先月８日に着任したことに
ついて
デンマーク出身のアントン・ボ・キュルブ、26
歳で日本語も堪能であり、教育委員会に籍をおき、
デンマークナショナルチームの事前合宿に向けた
準備、ホストタウン事業の推進のほか国際交流全
般及び多文化共生などの面で、村民との架け橋と
して頑張って頂きたいと思います。
なお、国際交流員の関連経費は、ＡＬＴ同様、
普通交付税で措置されます。

八郎潟干拓記念駅伝競走大会について
第50回大会となりました今年は、箱根駅伝の常
連大学でもある東海大学と法政大学の２チームを
招待し、昨年より８チーム多い、36チームの参加
で９月２日に開催いたしました。
第50回記念大会として、総合中心地内をコース
に、多くの観衆の声援を受け行うことができまし
た。
大会の開催にあたっては、当日の交通規制など
村民及び村内事業所の皆さまに、ご協力とご理解
を頂き感謝申し上げます。

秋晴れのもと開催された、
第50回の干拓駅伝

平成30年10月号

９月定例会で可決された主な議案
大潟村低炭素社会推進基金条例案
低炭素社会推進基金の設置に伴い、所要の規定
を整備しました。

平成30年度大潟村診療所特別会計補正予算案
非常勤職員報酬費、臨床検査委託料などを増額
補正しました。
補正額 2,392千円

工事請負契約の締結について
大潟村公共下水道管渠改築工事
【執行方法】条件付き一般競争入札
【契約金額】8,424万円
【契約相手】株式会社沢木組
代表取締役 沢木則明（男鹿市）

平成30年度大潟村国民健康保険事業特別会計補正予算案
国保ライン保守委託料、退職被保険者等療養給
付費、高額療養費などを増額補正しました。
補正額 2,978千円

工事請負変更契約の締結について
「大潟村認定こども園周辺整備工事」請負契約
の締結について、契約金額が変更になったため、
議会の議決を経ました。
【変更前の契約金額】73,730,520円
【変更後の契約金額】84,781,080円
平成30年度大潟村一般会計補正予算案
補正前の額
3,488,210千円
補 正 額
20,214千円
補正後の額
3,508,424千円
〈主な歳入〉
・教育債
6,100千円
・前年度繰越金
11,839千円
〈主な歳出〉
・認定こども園等建設事業
8,500千円
・倒木等処理事業
3,360千円
・第26回全国消防操法大会事業
4,662千円

平成30年度大潟村介護サービス事業特別会計補正予算案
ひだまり苑厨房の換気装置補修費を増額補正し
ました。
補正額 580千円
平成30年度大潟村介護保険事業特別会計補正予算案
過年度地域支援事業交付金返還金を増額補正し
ました。
補正額 440千円

９月定例会で同意された議案

大潟村固定資産評価審査委員会委員の選任について
大潟村固定資産評価審査委員会委員

鎌田 満広 氏
（再任）

【任期】
平成30年９月26日から
平成33年９月25日まで

９月定例会で認定された議案

平成29年度大潟村歳入歳出決算認定について
※このページに特別会計、12・13ページに一般会計の決算概要を掲載しています。

平成29年度

大潟村特別会計決算

特別会計は、水道事業や診療所運営など特別な事業を行う場合に、一般会計と切り離し、その会計ごと
の特別な歳入（例えば水道料金など）を歳出に充てる会計制度です。大潟村では７会計が設けられていま
す。平成 29年度の特別会計の決算は次のとおりです。
（単位：円）

診
国
介
介
後
水
公

特 別 会 計 名
療 所 特 別 会
民健康保険事業特別会
護 保 険 事 業 特 別 会
護サービス事業特別会
期 高 齢 者 医 療 特 別 会
道 事 業 特 別 会
共 下 水 道 事 業 特 別 会

計
計
計
計
計
計
計

歳 入
65,575,784
938,325,696
260,549,860
273,153,921
60,964,556
272,312,406
206,914,451

歳 出
61,533,931
870,005,316
245,570,371
249,197,842
60,847,038
272,032,489
198,990,909

差引額
4,041,853
68,320,380
14,979,489
23,956,079
117,518
279,917
7,923,542
○
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一般会計
区

分

村

税

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

歳 入
決算額

739,923,130
94,176,000
1,263,000
1,641,000
1,518,000
63,089,000
18,582,000
526,000
1,284,546,000
1,068,000

平成29年度

（単位：円）
区

分

決算額

分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県

支

出

金

財

産

収

入

寄

附

金

繰

入

金

繰

越

金

諸

収

入

村

債
合

計

18,624,635
52,588,049
153,475,705
260,078,470
51,415,239
14,782,000
160,000,000
146,622,265
122,751,364
728,200,000
3,914,869,857

決算
1 億2,698 万

【歳入の概要】

平成 29 年度の歳入総額は 39 億 1,486 万
9,857 円で、前年度と比較して 4 億 9,621
万9,768円の増（14.5％増）となっていま
す。
■前年度と比較し増額になった主な項目

14,080千円増（2,005.7％増）
561,200千円増（336%増）

寄付金
村債

■前年度と比較し減額になった主な項目

56,026千円減（4.2%減）
129,305千円減（45.7％減）
26,616千円減（15.4％減）

地方交付税
国庫支出金
繰越金

繰越金
3.7%
繰入金
4.1%
財産収入･
寄附金･諸収入
4.8%

村税
18.9%

村債
18.6%

歳入決算額
39億1,486万
9,857円

県支出金
6.6%

地方交付税
32.8%

国庫支出金
3.9%
使用料及び
手数料 1.3%

○主要事業と決算状況
区

分

総務部門

民生衛生部門

○
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地方譲与税・
各種交付金
4.7%

分担金及び
負担金 0.5%
※説明及び名表、グラフにある系数は、原則として四捨
※（

）内は、一般財源以外の財源

主要な施策の内容と決算額
職員研修事業
2,022千円
大潟村ふるさと会支援事業
1,303千円
チャレンジマインド海外研修事業
2,854千円
マイタウンバス運行事業
14,877千円（うち県費4,566千円）
移住・定住促進事業
7,773千円
地域おこし協力隊事業
7,161千円
第２期大潟村総合村づくり計画（仮称）策定事業
9,077千円
ポルダープリンセス婚活ツアー事業
555千円（うちその他30千円）
定住者利便性向上事業
4,679千円
秋田県町村電算システム共同事業
42,959千円
役場旧庁舎耐震調査業務委託事業
2,106千円
農福連携包括的支援システム構築事業
13,107千円（うち国庫9,829千円）
老人保健福祉計画並びに障がい者計画等策定事業
6,342千円
ねんりんピック秋田2017事業
1,508千円
福祉医療費支給事業
30,364千円（うち県費12,881千円）
がん検診事業
9,858千円（うち県費234千円、その他1,626千円）
人間ドック・脳ドック助成事業
1,600千円
地球温暖化防止対策事業
9,707千円
自然エネルギー地産地消推進事業
1,056千円

平成30年10月号

大潟村一般会計

一般会計

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

報告
458円の黒字決算
災害復旧事業費
0.0%

普通建設
事業費
26.6%

投資及び
出資金・
貸付金
0.3%

繰出金
4.9%

人件費
16.8％

扶助費
3.9%
公債費
8.9%

物件費
15.9%

積立金
3.1%
五入によるため、端数が合計と合致しないものがあります。

区

決算額

635,092,478
147,845,071
337,609,477
602,389,908
57,550,586
687,983,820
117,051,000
10,000,000
185,920,067
1,006,446,992
0
3,787,889,399

【歳出の概要】

歳出決算額
37億8,788万
9,399円

補助費等
18.2%

歳 出

平成 29 年度の歳出総額は 37 億 8,788 万
9,399 円で、前年度と比較して 5 億 1,586
万1,575円の増（15.8％増）となっていま
す。
■前年度と比較し増額になった主な項目
民生費
教育費

51,143千円（10.6%増）
824,080千円（225.2%増）

■前年度と比較し減額になった主な項目
総務費
農林水産業費
土木費
公債費

69,214千円（10.3%減）
178,457千円（27.7%減）
10,231千円（7.2％減）
94,581千円（21.9%減）

維持補修費
1.5%

分

主要な施策の内容と決算額
先端農業技術推進事業
1,435千円
戦略作物生産拡大事業
40,894千円
チャレンジプラン推進事業
31,739千円（うち県費9,976千円）
地場産品販売促進事業
1,495千円
2,407千円
農林水産業部門 大潟村浦安市交流事業（都市と農村交流事業）
環境保全型農業直接支援対策事業
43,941千円（うち県費33,029千円）
農産物・加工品の輸出促進事業
15,220千円（うち国庫7,370千円）
多面的機能支払交付金事業
162,837千円（うち県費122,281千円）
松くい虫防除対策事業
5,510千円（うち県費3,730千円）
温泉保養センター施設整備事業
14,617千円
商工部門
遊歩道改修事業
3,629千円
土木部門
暗渠管改修事業（社会資本）
17,252千円（うち国庫5,649千円）
パソコン等整備事業
7,301千円
在宅子育て支援事業
4,159千円
認定こども園等建設事業
878,963千円（うち国庫50,000千円、その他180,552千円）
社会教育団体等バス研修支援事業
2,131千円
教育部門
第８回日本ジオパーク全国大会（男鹿・大潟）大会催行事業
3,043千円
巡回ラジオ体操推進事業
653千円
東京五輪合宿誘致事業
1,022千円
○

13

平成30年10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

村 内の貸家にお住まいの方へ〜商品券を交付します〜
村内の民間賃貸住宅（アパート）にお住まいの方
は、定住化促進商品券の交付対象となる場合があり

◎平成 30 年４月１日から平成 30 年９
月30日の間、貸家に居住している
【交付内容】商品券６万円分

ます。
次の要件にすべて該当する方は総務企画課まで申

【必要書類】
◎住民票の世帯票１通

し出てください。
◎平成 30 年１月１日に大潟村に住所を有する方
（公務員を除く）
◎現在貸家（アパート）に居住している

◎貸家の賃貸契約書もしくは賃貸契約を確認でき
る書類の写し
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

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

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）

次のいずれかの要件を満たす方。

【雇用期間】任用日〜平成31年３月31日（更新有）

１）身体障害者手帳の交付を受け、障

【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

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

【報酬】時給800円

【選考方法】面接試験

【募集人数】若干名

【申込方法】顔写真を貼った履歴書を提出

【受験資格】介助なしに職務の遂行が可能な方で、

【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

『恋 のボジョレーパーティー in おおがた』参加者募集
【期日】11月17日（土）18:00開始（17:00受付）
【場所】サンルーラル大潟
【会費】男性2,000円／女性2,000円
【定員】男女各15名 ※先着順
【参加資格】女性：30歳以上の独身の方
男性：30 歳以上の大潟村在住又は村
内勤務の独身の方
【申込期限】11月２日（金）
【申込方法】氏名・年齢・性別・連絡先・勤務先・
宿泊及び送迎の有無・参加の際のニックネームを
大潟村HP（https://www.ogata.or.jp）から申込
用紙をダウンロード・記入のうえ、大潟村ポル
ダー結婚支援センターまでメールまたはＦＡＸで
お申込みください。電話での申込みも受け付けて
おります。
○
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【送迎】八郎潟駅より送迎します（サンルーラル大
潟に宿泊の方のみ）。
【その他】女性の参加者は、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。
【問合せ】大潟村ポルダー結婚支援センター
☎ 0185-45-2111／FAX 0185-45-2162
メール g-kikaku@ogata.or.jp

平成30年10月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

ツ イッター（Twitter）による情報発信をはじめました
村では、新たな防災情報提供手段として、ツイッ
ター（Twitter）による情報発信を開始しました。

【アカウント名】「＠bousai̲ogata」
【URL】https://twitter.com/bousai̲ogata

原則として、防災大潟広報で放送された内容を発
信しますので、「防災大潟広報が聞こえなかった」
「放送された内容を確認したい」などの場合にご活

携帯電話・スマホ

用ください。

はこちらからもどうぞ→

ツイッターをお使いでない方も、パソコン、ス
マートフォンなどから、アクセスできます。

【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

国 民健康保険の被保険者証の更新について 〜新しい保険証が送付されます〜
現在国保に加入されている皆さんには、平成30年

また、社会保険への加入や転出など、資格異動が

10月１日から使用する新しい被保険者証が９月下旬 あった場合は、被保険者証を持参のうえ、速やかに
に送付されていますので、窓口での更新手続きは不

手続きくださるようお願いいたします。

要です。

【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

被保険者証は、皆さんが保険医療機関等で受診す
るときに国保の加入者であることを確認できる唯一
の証明です。受診される方は次のことをお守り下さ
い。
１．平成 30 年 10 月１日以降に保険医療機関等を
受診する場合は、新しい被保険者証を窓口に
提示してください。
２．70 歳以上の方は、負担割合を表す証として
別途交付している「国民健康保険高齢受給者
証」を、被保険者証と一緒に保険医療機関等
の窓口に提示してください。

健 康ウォーキング in 奥津軽
今年２回目の健康ウォーキングは、鶴田町（鶴の
た ち ね ぷ た

【定員】50 名

舞橋、富士見湖周辺）、五所川原市内（立佞武多の

【参加費】無料

館）をウォーキングします。人と人とのふれあいと

【持ち物】昼食（外食可）、おやつ、飲物、雨具 等

心と体の健康づくりをしましょう。皆様、ぜひご参

【主催】大潟村国民健康保険、スポーレおおがた

加ください。

【申込み締切】10月26日（金）まで

【日時】11月４日（日）7:00〜17:00

【申込・問合せ】

7:00 村民体育館 出発
10:00 鶴の舞橋、富士見湖周辺ウォーキング
12:00 五所川原市へ移動後、自由昼食
た ち ね ぷ た

スポーレおおがた ☎ 090-4042-0799
住民生活課 ☎ 45-2114

※昼食会場は立佞武多の館（拝館は有料）

14:00 五所川原市 出発
17:00 大潟村 着
【場所】青森県鶴田町、青森県五所川原市
【対象】村民、スポーレおおがた会員
○
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保健センター
今月の行事

保健センター ☎ 45-2613

◎健康相談

10月 17日（水）13:00〜 保健センター 栄養相談も可
10月18日（木）9:00〜11:00 保健センター
※このほか、保健センターで随時相談を受け付

◎１歳６ヶ月児健診・３歳児健診

けています。

【日時】10月４日（木）13:00〜
【会場】保健センター

◎専門医による「心の健康相談日」

【対象】１歳６ヶ月児（H28.12〜H29.3月15日生）

10月９日（火）、23日（火）13:30〜15:00

３歳児（H27.1〜4月生）

会場：秋田地域振興局福祉環境部

10月16日（火）13:30〜15:00
◎乳児相談

会場：男鹿市保健福祉センター

【日時】10月４日（木）11:00〜

【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部

【会場】保健センター

企画福祉課 調整・障害者班 ☎ 018-855-5171

【対象】H30.8月生の乳児
◎『ちょこっと』での血圧測定

【申込・問合せ】
保健センター ☎ 45-2613

【日時】10月17日（水）10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

コ ール･リコール事業（電話による受診勧奨）をおこないます。
村では、がんの早期発見・早期治療のため、がん検診受診率向上を目指しています。
今年度も、秋田県総合保健事業団と協力し、下記の日程で「大腸がん検診受診のお勧め」の電話をします。
◎10月９日（火）〜12日（金）には、次の方を対
象として電話をします。
【対象】
①50〜54歳の方（大腸がん検診受診勧奨）
②過去３ヶ年村の大腸がん検診を受けていない方
③乳がん検診、子宮がん検診無料対象者の方
【電話の内容】
各種がん検診の受診勧奨

◎11月26日（月）〜27日（火）には、次の方を対
象として電話をします。
【対象】
①村の総合検診で大腸がん検診を受けると回答
した方で、検診を受けなかった方
②乳がん検診、子宮がん検診無料クーポン対象
者のうち、未受診者
【電話の内容】
①大腸がん追加検診の案内
＊追加検診は12月10日（月）、11日（火）
②乳がん検診、子宮がん検診の受診勧奨
＊無料クーポン券をお持ちの方は、契約医療
機関で受診できます。

【実施者】がん検診コールリコールセンター
（秋田県総合保険事業団内）☎ 018-884-5531 ※電話をかける時間帯：8:30〜19:30
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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保健センター ☎ 45-2613

総 合検診のお知らせ
総合検診は、メタボをはじめとする生活習慣病を早期に発見する絶好の機会です。
毎年、検診を受診して、あなたの健康づくりに役立てましょう。

【日程】
月 日
10月24日（水）
25日（木）
26日（金）
29日（月）
30日（火）
31日（水）

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

会場：保健センター

※子宮がん検診、乳がん検診は25日（木）〜31日（水）となります。
指定された日で都合が悪い場合は、６日間のなかで都合の良い時においでください。

【対象・料金】
検診項目
特定健診
後期高齢者健診
基本健診
大腸がん検診
胃がん検診
肺がん等検診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診
子宮がん検診

対象年齢
40〜74歳で大潟村の国保加入者
75歳以上
39歳以下
30歳以上
30歳以上

40歳以上
50歳以上の男性
40歳の方、41歳以上で今まで一度

検診料金
無料
無料
1,000円
500円
900円
レントゲン
喀痰
500円

受付時間

400円
600円

6:00〜9:00

無料

も受けたことのない方

20歳以上の女性

1,800円
マンモグラフィ

乳がん検診

40歳以上で昨年乳がん検診を受け 一方向（50歳以上） 1,000円 12:30〜13:30
ていない女性※希望者は毎年受け
ることができます。

マンモグラフィ
二方向（40歳代）

1,600円

◎村は国民健康保険の保険者の立場で、国保の被保険者の40〜74歳の方を対象に特定健診を実施します。国
の医療制度改革により、平成20年度から保険や健康保険組合などの医療保険者に40 歳以上の被保険者に対
する内臓脂肪型肥満に着目した「特定健診・特定保健指導」の実施が義務づけられています。
・39歳以下の方については、ご加入する医療保険に関わらず、村の健診を受けることができます。
・国保以外の医療保険の被扶養者の方については、医療保険者が発行する「特定健診受診券」を持参すれば、
村で実施する健診を受けることができます。
◎検診の申し込みをしていなくて、受けたい場合は当日でも受付できます。

【骨粗鬆症検診】
月 日

対象年齢

検診料金

その他

11月８日（木）〜９日（金）

35歳〜70歳の女性

600円

詳細については、申込者に後
日通知いたします。

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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保健センター ☎ 45-2613

平 成30年度季節性インフルエンザ予防接種（ワクチン接種）について
10月１日からインフルエンザワクチンの接種が開
始されています。
流行する前にワクチンを接種しましょう。
【接種期間】
平成30年10月１日〜平成31年２月28日
【助成制度】
大潟村では、インフルエンザ予防接種を希望され
る方の費用負担を軽減するために、右表のように助
成します。
医療機関によって接種料金が異なります。各自
医療機関にご確認のうえ接種して下さい。なお、
診療所の接種料金は2,500円になります。

対象

補助額

生後６カ月〜中学３年生

１回につき2,500円
（13歳未満は２回接種）

65歳以上の方
※はがきでの個別通知は行
いません。各自医療機関
で接種してください。

障がいのある方

１回 1,500円
全額
（13歳未満は２回接種）

高校生〜64歳の方で
村診療所で接種する方

１回 1,500円
※診療所で接種する場合の （自己負担：1,000円）
み助成

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

成 人の風しん予防接種のお知らせ
妊娠初期の妊婦が風しんにかかると、心疾患、白
内障、難聴などの障がいを持つ「先天性風しん症候
群」の子どもが生まれてくることがあります。これ
を予防するため、下記対象者に風しん予防接種の費
用を全額助成します。
【対象者】大潟村に住所を有する方で、次の①〜③
いずれかに該当する方
①妊娠を希望する女性
②妊娠を希望する女性の夫
③妊婦の夫

【助成内容】
１）対象者が受ける抗体検査の費用を全額助成し
ます。
２）抗体検査の結果、抗体価が低い場合に受ける
予防接種の費用を全額助成します。接種回数
は１人１回です。
【実施医療機関】大潟村診療所
※希望する方は事前に診療所（☎ 45-2333）に
連絡をしてください。
【注意事項】
・妊娠中または妊娠している可能性のある女性は風
しん予防接種を受けられません。
ワクチンはMR（麻しん・風しん混合）ワクチン
・風しん予防接種後２ヶ月は、妊娠を避けて下さい。
になります。風しんの抗体価が低い人は、麻し
・風しんにかかったことのある方、風しん予防接種
んの抗体価も比較的低い傾向がみられることから、
（MRワクチンを含む）を２回受けたことがある
麻しん対策の観点も考慮して、麻しんと風しんの
方は助成対象にはなりません。
両方に予防効果があるMRワクチンとします。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

こ ども救急電話相談室について
秋田県では、夜間におけるお子さんの病気への対
応方法や、応急処置などを相談できる「こども救急
電話相談室」を毎日開設しています。
お子さんの急な体調不良で、医療機関を受診する
べきか迷った時になど、ご活用ください。経験豊富
な看護師が対応します（医療行為となる診断や治療
は行っておりません）。
○
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【相談日時】毎日 19:30〜22:30
【電話番号】☎＃８０００（プッシュ回線の固定電
話、携帯電話から）
☎ 018-895-9900
（全ての電話から）
【問合せ】保健センター
☎ 45-2613
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地域包括支援センター ☎ 22-4321

今月の介護予防
◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし
い生活が送れるように、運動を通して筋力の維
持、向上をはかります。
【開催日】10月10日・17日・31日
（全て水曜）
11月７日
【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。
◎「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】10月18日（木）
【会場】ふれあい健康館
【時間】9:30〜11:30
◎血圧測定・健康相談
【開催日】11月７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】10月18日、11月１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
☆75 歳以上の方が運転免許更新時に行う認知機
能検査を体験出来ます。
◎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】11月１日（木）
【時間】10:00〜
【会場】ふれあい健康館
【費用】300円（昼食代）
【申込】10月29日（月）までに
電話でお申し込みください。

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

大潟村川柳倶楽部

伊藤 康子

池田郷太郎

犬かきで友と泳いだ夏の空

工藤善一郎

人生の荒波泳ぎ切った喜寿

あの頃は小川で泳ぎ雑魚になる

髙橋 武松

馬場 登

世の中を必死で泳ぎもう八十路

瀧澤 山龍

世渡りの泳ぎ不器用溺れない

長旅を終える最後の川登り

松岡 正樹

今野 茂

クロールで泳ぎたい日の秋田犬

宮野 洋子

お見合いは釣堀泳ぐ魚となる

はずかしい水着姿になれません

佐藤 金治

下間りょう子

金槌も浮輪たよりで泳ぐ夏

佐藤 豊

甲子園を泳ぎ切ったぜ金農は

行き先も知らず泳いだ若い海

大内 一遙

畠山 政雄

泳げても土石流にはかなわない

宮田 善拓

良い泳ぎ政治家程じゃないですよ

ＩＴの世を泳ぐには骨が折れ

舘岡 稲風

まだまだまだ修行が足りず目が泳ぐ 一ノ関せい子

速球に突かれて打者の目が泳ぐ

○
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産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

野 菜等生産振興対策事業について
村では、育苗団地、園芸団地等の村内農業生産基 ②加温用燃料助成
盤のフル活用を推進し、水稲と高収益作物との複合 〔対象経費〕当該年度に生産する作物栽培のために
経営の確立による農業所得の向上を図り、時代の変
購入した加温用燃料代
化に対応しうる農業経営体を育成することを目的に、 〔対象者〕野菜・花き類を生産し販売する農家
標記補助事業を下記内容で実施しておりますので、 〔対象区域〕村内に属する育苗団地、園芸団地、水
該当される方はご活用下さい。
田のハウス
①種苗費助成
〔補助率〕1/4以内（上限20万円）
〔対象経費〕種苗費
〔添付書類〕12 月〜翌３月までの燃料購入伝票、
〔対象者〕野菜・花き等を生産し販売する農家
生産した野菜等の販売伝票
〔対象区域〕村内に属する育苗団地、園芸団地、水田
※いずれの助成についても、必要書類はすべて
〔補助率〕
コピーとし、品目等内容がわかるよう整理し
a）南瓜・玉ねぎ・メロン・ニンニクについては
て提出してください。
種苗費の1/2以内
【問合せ】産業建設課
b）その他野菜等については種苗費の1/3以内
〔その他〕１経営体あたりの補助金上限額は30万円
☎ 45-3653
〔添付書類〕種苗の購入伝票、生産した野菜等の販
売伝票

橋 りょうの定期点検に伴う交通規制について
大潟村では、道路橋の安全を確認するため定期的
に橋りょう点検を実施しております。
今年度の点検箇所である「南橋」と「北の橋」は
点検車を使用するため、次の期間は片側通行となり
ますのでご理解とご協力をお願いいたします。

【交互通行期間】
・南橋：10月24日（水）〜25日（木）の２日間
・北の橋：10月25日（木）〜26日（金）の２日間
【点検業者】株式会社協和コンサルタンツ秋田営業所
☎ 018-895-7325（秋田市）
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

下 水道管の布設替え工事を実施します
村では、昨年度同様に下水道管の布設替え工事を
実施いたします。
期間中は、作業車輌及び作業員が住宅地やその付
近等に入り作業する場合がございますが、何卒ご理
解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、直接工事の影響があるような住区や住宅に
は、施工業者より別途ご連絡させていただきます。

【作業時期】平成30年10月〜平成31年３月中旬
【対象地域】西一丁目１・２番地、西二丁目１・
２・４番地、保健センター付近
【施工業者】株式会社沢木組
男鹿市船川港船川字海岸通り２号６番地２
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

村 営住宅入居者募集
【募集戸数】１戸（北１丁目）
【家賃】21,000円／月〜33,000円／月
※世帯所得に応じて決定します
【募集期間】10月９日（火）〜15日（月）
申込者多数の場合は、住宅困窮度（家族構成な
ど）の高い方を優先しますが、同程度の場合は抽選
となります。
○
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※村営住宅を退居する場合は、退居希望日の30日前
までに産業建設課にご連絡ください。また、その
他手続き等でご不明な点があ
る場合も遠慮無くお問い合わ
せください。
【問合せ】産業建設課
☎ 45-3653

平成30年10月号

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

生 ごみ処理機のモニターを募集します
生ごみ処理機はコンポスト同様、ごみの減量化に
有効な方法です。
でも、興味はあるもののそれなりの出費が伴うた
め、「もし失敗だったら…」と考えるとついつい購
入をためらってしまいがち。
そこで、村では生ごみ処理機を体験し、ごみ減量
化を実感してもらうため、処理機を貸し出す事業を
始めました。興味のある方、購入を迷っている方、
ぜひお試しください。
【貸出機種】
①２〜６人用（パナソニック社製）写真左
②１〜４人用（島産業社製）写真右

【申込資格】村内在住かつ村内で使用する方。
【貸出期間】１カ月
【貸出条件】・使用した感想のアンケート報告
・ごみ減量化講習会での感想発表
【申込･問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

稲 わら・もみ殻の焼却をやめましょう
稲わら焼き・もみ殻焼きは県条例で原則禁止され
ています。
特に、周辺に影響の出やすい10月１日から11月
10日までの間全面的に禁止されています。
稲わら焼き等で発生する煙が、道路での視界不良
や体調不良の原因となることがあります。これらを

未然に防ぐためにも、周囲の空気を汚さない優しい
お米作りを心がけましょう。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115
秋田県生活環境部 環境管理課
大気・水質班 ☎ 018-860-1603

庭 木の剪定枝の出し方について
家庭から出た剪定木類は処分場にて受け入れてい
②落ち葉や草花が混ざらないようお願いします。
ます。基本的には自分で処分場まで運んでいただき
③刈草は受け入れられませんので、敷き込むか可
ますが、業者等に依頼して運んでもらう場合は、搬
燃ごみとして回収日に出してください。
入時もしくは搬入前に処分場で書類に記入をお願い
④処分場では管理人の指示に従って下さい。
します。
⑤12 月から２月までの冬期間は受け入れられま
【注意】
せん。
①太さ約５cm以上の部分は細い枝を切り落とし、 【問合せ】環境エネルギー室
☎ 45-2115
長さ約１.５ｍほどに揃えてください。

古 紙類の分別とルールについて
ごみの分別回収にご理解とご協力をいただきあり
がとうございます。
最近、新聞紙と雑誌を混ぜて縛っていたり、段ボ
ールを縛っていないなど古紙を出すマナーが悪くな
ってきています。ルールを守り、ごみの減量化にご
協力をお願いします。
【古紙類排出のルール】
①新聞紙、段ボール、雑紙（雑誌・紙パック等）
の３種類に分別する

②紙ひもを使用する（ビニールひもやガムテープ
は不可）。
③ほどけないよう十字にしっかり縛る。
【注意事項】
・汚れてしまった紙類はリサイクルすることができ
ないので、可燃ごみとして出してください。
・ルールを守っていないものは回
収しない場合があります。
【問合せ】環境エネルギー室
☎ 45-2115
○
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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

◎糸かけ曼荼羅教室
木製の台にピンを打ち、糸をかけて、美しい曼荼羅模様の作
品を制作します。
【各回の期日と内容】
回

全６回

期 日

内 容

第１回 10月24日（水） 板サイズ10㎝ 釘32本 ６〜７段
第２回 10月31日（水） 板サイズ10㎝ 釘24本 ３〜４段
第３回

11月７日（水） 板サイズ15㎝ 釘40本 ６〜７段

第４回 11月15日（木） 板サイズ15㎝ 釘32本 ６〜７段
第５回 11月21日（水）
第６回 11月28日（水）

板サイズ30㎝ 釘48本 ７〜８段

※１、３回目は糸の色選びと数を数えながら糸かけの行程の

【時間】各回10:00〜12:00
【対象】村民
【定員】10名まで
【講師】アジアンタイムカラー
牧野 楊須子 氏（能代市）
【会場】公民館
【参加費】１〜４回目は各回500円
５〜６回目は1,000円

み行います。
※２、４、５回目は釘打ちの行程から行います。

【申込期限】10月19日（金）

◎男の料理教室 〜そば打ちに挑戦！〜
そばの打ち方やゆで方など、基本的な部分を丁

【講師】若松 康夫 氏（能代市）

寧に学べます。習得した料理を自宅で振る舞って

【参加費】1,500円（材料費）

みませんか。

【持ち物】エプロン、三角巾

【日時】10月26日（金）9:00〜12:00

【申込期限】10月19日（金）

【対象】村民男性
【定員】15名
【会場】村民センター

◎アロマテラピーリラクゼーション教室（第３回目 ※全４回開催）
「心と体を元気に！」をテーマに、アロマ（香
り）テラピー（治療・療法）の正しい知識や利用
方法を楽しく学び、生活の中に色々な形で役立て
てみませんか。
【日時】11月８日（木）10:00〜12:00
【内容】「暮らしの中のメンタルケア」〜冬季鬱
予防の香り選びと、安眠のためのアロマミスト
作り〜
【定員】村民10名まで
【講師】
（株）ラ・ボーテ アロマテラピースクール
オレンジツリー 齋藤 晴子 氏

○
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【会場】公民館
【参加費】1,000円（材料費）
※参加費は当日お持ちください。
【申込期限】11月２日（金）
第４回（最終回）は来年の
２月７日（木）を予定しています。

平成30年10月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎ 45-2611

◎小山貴子パン洋菓子教室
全国的に展開しているジャパンホームベイキン
グスクールに認可を受けた教室です。季節のパン

【参加費】1,000円（材料費）
※参加費は当日お持ちください。

やお菓子づくりのレッスンに参加してみませんか。 【申込期限】11月２日（金）
【日時】11月16日（金）10:00〜13:00
【内容】・大潟村の栗をつかったモンブラン
・季節の「きのこのキッシュ」
※おひとりモンブランは４つ、キッシュ
を２ピース持ち帰りいただく予定です。
【定員】12名
【講師】小山 貴子 氏（大仙市）
【会場】村民センター

◎国際理解講座 〜ヒュッゲしながら、デンマークの映画を見よう！〜
デンマークの歴史や地域の特性などについて学

【講師】国際交流員 アントン・ボ・キュルブ
【参加費】300円（材料費）

ぶ講座の第１弾になります。

今回はデンマークの代表的な映画を鑑賞します。 【申込期限】10月26日（金）
デンマーク風のソーセージパンを食べながら楽し
い時間を過ごしてみませんか。
※ヒュッゲとはデンマーク人が大切にしている時
間の過ごし方や心の持ち方を表す言葉です。
【日時】11月２日（金）18:30〜20:45
【内容】映画：シェイク・ユア・ハート観賞
（10歳以上の子どもと大人向け）
【定員】20名
【会場】公民館（２階 大集会室）

家庭教育学級（乳幼児編）

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎キャラ弁づくり教室
可愛くておいしい、しかも簡単！子どもも大人も

【その他】

笑顔になれるキャラ弁に挑戦してみませんか。

・申込時にお米１合をお持ちください。

【日時】10月30日（火）10:00〜12:00

・託児所を開設します。ご利用される場合は申込み

【場所】村民センター
【対象】０〜６歳児をもつ保護者 15名まで
【講師】前田 亜沙美 氏

時にお知らせください。
【申込期限】10月23日（火）

【参加費】300円（材料費）
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、弁当箱
○
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平成30年10月号

公民館 ☎ 45-2611
子育て支援センター（こども園内）☎ 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 タマネギの作業便利帳

大西 忠男
田中 静幸

7 看る力

2 野菜づくりのコツと裏ワザ

農文協

8 お金の話

大原 扁理

大石 尚子

9 その話は今日はやめておきましょう

井上 荒野

大石 尚子

10 限りなく完璧に近い人々

マイケル・ブース

大石 尚子

11 影ぞ恋しき

葉室麟

カレーライス

3 （イチからつくるシリーズ）
チョコレート

4 （イチからつくるシリーズ）
ワタの糸と布

5 （イチからつくるシリーズ）
6 こわめっこしましょ

なるべく働きたくない人のための

阿川佐和子

tupera tupera

【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、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♪

【10月・11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♪

【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

●『自然となかよし！』
《日時》10月19日（金）10:00〜11:00
《会場》子育て支援センター・こども園ミニ
園庭
《内容》身近な秋の自然に触れて一緒に遊び
ましょう！
※ベビーカーの使用もＯＫです。

●ママ＆プレママの『もしもにそなえて！』

９月15日、 親子ふれあい運動会
一緒にかわいいサクランボになりました♪
○
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《日時》11月７日（水）10:00〜11:00
《内容》子育て支援センター ホール
《内容》保護者向けに消防署員の方から、乳
幼児の事故、ケガの対処法を学んだり、消
火訓練を予定しています。ぜひ、参加して
みませんか。
※詳細は後日お知らせします。

平成30年10月号

教育委員会からのお知らせ

体育館 ☎ 45-2611

村 民体育館を月曜日も開館します
11月から３月の冬期間は休館日である月曜日を一 【午後の部】13:00〜16:00 一般開放
部開館しますので、健康・体力づくりに有効活用し 【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。
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 【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
です。

村 民体育館やＢ＆Ｇプールに忘れ物はありませんか？
村民体育館やＢ＆Ｇプールに忘れ物はありません
か。忘れ物は村民体育館で預かっています。
村民体育館の玄関に忘れ物コーナーがありますの
で心当たりのある方は10月31日までにご確認くだ
さい。持ち主不明の忘れ物は、11月に処分させてい
ただきます。

【忘れ物の例】
傘やタオル、靴、ゴーグル・メガネ
その他私物
【問合せ】村民体育館
☎ 45-2269

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

◎スポーレ紅葉ウォーキング
国宝を拝観しながら周辺散策ウォーキング!!

紅葉のシーズン、ウォーキングを楽しみながら、 【服装】歩きやすい履きもの、ジャンパー等防寒
国宝「羽黒山五重塔」の特別拝観をしませんか。
また、羽黒山三所大権現の秘仏初公開もあります

具、雨具
【その他】昼食は外食可

ので、この機会にぜひご参加ください♪
【日時】10月29日（月）6:30出発（村民体育館）
【場所】山形県鶴岡市羽黒町
【参加費】2,000円程度
※拝観料、バス代、傷害保険料込み
【申込期限】10月22日（月）

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

平成30年８月末までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結果
については、入札結果閲覧簿( 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ )をご覧ください。

契約方式

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

公 共 下 水 道 管 渠 改 築
指名競争 ８月７日
工 事 設 計 業 務 委 託

9,396,000円

96.67

（株）遠藤設計事務所

総 中 内 緑 地 整 備 事 業 委 託 指名競争 ８月７日

2,721,600円

93.70

（有）寒風緑化

業 指名競争 ８月30日

1,242,000円

33.92

東洋計器（株）東北支社

量

水

器

購

入

事

○
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平成30年10月号

情報・募集・ご案内
Ａターンプラザ秋田から

秋田県立大学から

「Aターンフェアin東京」開催のお知らせ

秋田県立大学公開講演会のお知らせ

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東
京」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】10月28日（日）
受付11:00〜／開始11:30〜／終了16:10
【会場】浅草橋ヒューリックホール
東京都台東区浅草橋1-22-16
ヒューリック浅草橋ビル
【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

『2020東京オリンピックは地方創生の切り札に
なるか』
10月20日（土）に標記の公開講演会を開催し
ます。
参加希望の方は、ハガキ、インターネット、
FAXのいずれかで郵便番号・住所・氏名・電話
番号・職業・性別・年齢を、添えてお申し込み
ください。
【日時】10月20日（土）14:00〜15:30
（13:30開場）
【会場】秋田県立大学秋田キャンパス 講堂
（秋田市下新城中野字街道端西241-438）
【演題】
『2020東京オリンピックは地方創生の切り札に
なるか』
講師 青柳正規氏：2020 東京オリンピック文
化教育委員長で、古代ギ
リシャ・ローマ研究の第
一人者
【入場料】無料 ※要申込
【申込・問合せ】秋田県立大学企画・広報本部
☎ 018-872-1522
秋田県労働委員会から

労働関係のトラブルで
お困りではありませんか

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）
12月期生を募集します
【訓練期間】平成30年12月６日（木）
〜平成31年６月28日（金）
（７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】テクニカルオペレーション科
（若年者コース、15名）
建築CAD施工科
（若年者コース、15名）
【募集期間】10月３日（水）〜10月31日（水）
【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
○
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解雇・雇止め、いじめ・嫌がらせ、職場環境
の悪化など、働く人と勤め先との間でおきた労
働関係のトラブル解決を、専門家がお手伝いし
ます。
利用は無料で、秘密は厳守しますので、お気
軽にご相談ください。
【問合せ】秋田県労働委員会 ☎ 018-860-3284
勤労者退職金共済機構から

「確かな未来」が会社を変える。
中退共で退職金。
「中退共」は中小企業が加入しやすい国の退
職金制度です。
①国の制度だから安全･安心！
さらに掛金の一部を国が助成します。
②社外積立でラクラク管理！
管理や運用の手間がかかりません。
③掛金は全額非課税でオトク！
印税に加え、手数料もかかりません。
【問合せ】独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎ 03-6907-1234／FAX 03-5955-8211

平成30年10月号

情報・募集・ご案内
秋田労働局から

秋田県社会福祉協議会から

秋田県最低賃金が改定されました

地域福祉入門講座の参加者募集

１時間あたり（24円引き上げられ）

地域共生社会の実現に向けて、住民が主体的に
地域課題を把握して解決することができる環境づ
くりが求められており、住民の地域福祉活動の参
加促進を図ることを目的に次のとおり講座を開催
します。
この機会にぜひご参加下さい。
【期日】県央会場 10月29日（月）
【会場】井川町農村環境改善センター
（井川町北川尻字海老沢樋ノ口79-2）
【参加対象】地域福祉活動に関心がある方、今後
地域福祉活動をサポートする人材として期待さ
れる方
※関係機関職員や民生・児童委員は対象外とな
ります。
【参加費】無料 【定員】50名
【申込・問合せ】
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会
☎ 018-864-2714／FAX 018-864-2742

７６２円に！
10 月１日から秋田県最低賃金が『時間額762
円』に改正されました（24円増）。
◎秋田県最低賃金は、臨時、パート、アルバイ
ト等、県内全ての労働者に適用され、最低賃
金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金
法違反となります（労使合意のうえであって
も）。
◎賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、
時間外手当、賞与などを除いた額です。
◎月給や日給の場合は、時間額に換算したもの
が最低賃金額以上でなければなりません。
【問合せ】秋田労働局賃金室 ☎ 018-883-4266
秋田県税務課から

10月は不正軽油一掃強化月間です
不正軽油とは、軽油に灯油や重油を混ぜるな
どして不正に製造された燃料をいいます。その
製造や使用は、軽油取引税の脱税や環境汚染に
も繋がる非常に悪質な行為です。
秋田県では、 10 月を不正軽油一掃月間とし
ています。期間中、事業所などへの立ち入りや、
自動車燃料の抜き取りにより、不正軽油の調査
を強化しておりますので、職員が調査に伺った
際は、ご協力をお願いいたします。
【問合せ】秋田県税務課 ☎ 018-860-1124
秋田年金事務所から

予約制による年金相談のご案内
秋田年金事務所では、予約制による年金相談
を実施しております。事前に予約することで、
待ち時間なく相談を開始できます。また、事前
に相談内容を把握しておくことで、スムーズな
相談ができますので、ぜひご利用ください。
【予約受付時間】
平日 8:30〜16:30
第２土曜日 13:30〜15:00
【予約先】
日本年金機構 秋田年金事務所
お客様相談室 ☎ 018-865-2379

秋田県社会福祉協議会から

介護職員再就業促進事業研修の
参加者を募集
離職している介護福祉士やヘルパーなどの有資
格者を対象に、再就業に繋げる講義研修と職場体
験への参加者を募集します。受講料は無料です。
①講義研修（２日間）※１日だけでも参加可
〔期日〕11月８日（木）、11月９日（金）
〔会場〕秋田県社会福祉会館
②介護事業所での職場体験（３日間、１日７時間
程度）※講義研修の際に、体験先を協議します。
③報告・交流会（１日）
※講義研修時に日程を調整します。
【申込期限】11月２日（金）
【申込・問合せ】秋田県社会福祉協議会
☎ 018-864-3161
秋田県中央児童相談所から

「里親」登録者を募集します
毎年10月は「里親月間」です。
様々な理由により親元で生活できない子ども達
が全国で約４万６千人、県内には約200人います。
そうした子どもたちを家庭的な環境で養育する里
親の登録者を募集しています。
里親に興味のある方は、お近くの児童相談所に
お問い合わせください。
【問合せ】秋田県中央児童相談所
☎ 018-862-7311
○
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平成30年10月号

情報・募集・ご案内
秋田北税務署から

軽減税率制度に関する説明会のお知らせ
秋田北税務署では事業者の方々を対象として、
消費税の軽減税率制度に関する説明会を次のと
おり開催します。
多くの事業者の方に関係する制度ですので、
ぜひお越しください。
【各回の日時と会場】
①11月６日（火）14:30〜15:30
秋田市土崎「ホテル大和」
②11月７日（水）14:30〜15:30
五城目町「五城館」

東北運輸局秋田運輸支局から

車はあなたのパートナー！
点検整備で安心ドライブ
日常点検や定期点検をきちんと行っていますか。
マイカーの点検・整備は愛する人への思いや
りです。日頃こまやかな点検を行っていれば、
運転中のトラブルの多くは回避できます。また、
人の命や環境を守ることにもつながります。
９月〜10月は国土交通省の『自動車点検整備
推進運動』強化月間です。
安全安心のために車の点検をお願いします。
【問合せ】
東北運輸局秋田運輸支局
☎ 018-863-5814

※お住まいの地域に関わらず、都合のつく回
にお越しください。
【その他】
・会場の都合上、席に限りがありますので予め
ご了承ください。
・会場駐車場は台数に限りがありますので、な
るべく公共交通機関をご利用ください。

東北運輸局秋田運輸支局から

『自賠責、切れていませんか？』
交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあ
るものの、平成29年の事故発生件数は約47万件、
死傷者数は約58万人と、国民の誰もが交通事故
の被害者にも加害者にもなり得る深刻な状況と
なっています。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者
にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもた
らします。
自賠責保険・共済は、全ての車・バイク1 台ご
とに加入が義務付けられており、加害者の賠償
責任を担保することで、被害者の基本的な賠償
を保障し、救済することを目的とした制度です。
一人ひとりがこの制度の役割や重要性を認識
することが大切です。

自賠責保険・共済なしでの
運行は法令違反です！
【問合せ】国土交通省 東北運輸局 秋田運輸支局
☎ 018-863-5813
○
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交通事故紛争処理センターから

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故の被害に遭われ、示談をめぐる損
害賠償の問題でお困りの方へ、弁護士が「中
立・公正」な立場で、当事者間の紛争解決のお
手伝いをします。
被害者ご本人に損害賠償問題の法律知識がな
くても、交渉に不慣れでも安心です。
また、弁護士費用は一切かかりません。まず
は、電話で予約をお願いいたします。
（注）ご相談になじまない場合もありますので、
ご確認をお願いいたします。
【予約・問合せ】
（公益財団法人）交通事故紛争処理センター
仙台支部
仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング11階
☎ 022-263-7231
秋田地方法務局から

忘れていませんか？相続登記
不動産を相続した場合、所有者の名義を変え
るには、登記の申請が必要です。
相続登記をしないまま放置すると、その間に
第２次・第３次の相続が発生して、手続きが複
雑になることがあります。
思わぬトラブルを未然に防ぐためにも、早め
に相続登記をしましょう。
【問合せ】
秋田地方法務局登記部門
☎ 018-862-1174

平成30年10月号

情報・募集・ご案内
生態系公園 ３月の行事予定
日 時

研修の名称

10月13日（土） 観葉植物の
10:30〜12:00 寄せ植え
葉ボタンと季

11月17日（土） 節の花のフラ
10:30〜12:00 ワーリース

研修の内容等

対象・研修経費

葉を楽しむ観葉植物の寄せ植えは、 定員 16人
どんな部屋にも馴染みます♪
参加費 2,500円
葉ボタンをメインにしたフラワー
リースで、年末年始を彩ります♪

定員 16人
参加日 2,500円

日 時

企画展の名称

〜10月８日（月･祝）
9:00〜17:00

秋、たくさんのお花がお出迎え♪
〜憩いの空間〜

草花で憩い空間を演出。花に囲
まれてリラックスしてください。

無料

生態系公園

アマチュアカメラマンが様々な
視点で撮影した生態系公園の写
真を展示します。

無料

11月23日（金･祝）
〜12月９日（日）
9:00〜17:00

写真展

展示の内容

料金等

【問合せ】指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所
☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474
秋田県精神保健福祉センターから

各相談窓口のご案内
●こころの電話相談（専門の相談員が対応）
《相談内容》
人と上手につきあえない、家族との関係で悩
んでいる、眠れない日が続いているなどの様々
な不安・悩み
《日時》年末年始を除く毎日
平日9:00〜16:00
土日祝日10:00〜16:00
《電話番号》☎ 018-831-3939
●こころの健康相談〔来所相談〕
（精神科医師、保健師、心理判定員等が対応）
《相談内容》
人と上手につきあえない、家族との関係で悩
んでいる、眠れない日が続いているなどの様々
な不安・悩み
《日時》平日9:00〜16:00
※事前に電話予約が必要です。なお、
当日の相談はお受けしていません。
※来所相談等の会場は、電話予約の際
にお伝えいたします。
《予約電話番号》☎ 018-831-3946

●ひきこもり相談支援センター
（専門の相談員が対応）
《相談内容》
18歳以上のひきこもり状態にあるご本人や
ご家族などの相談に応じます。
《日時》電話相談、面接相談
平日10:00〜16:00
☎ 018-831-2525
※面接相談は事前に電話予約が必要です。
《グループ支援》
◇ご本人のつどい（青年グループ）
対象：18 歳から 35 歳くらいのひきこもり
状態にあるご本人
日時：原則毎月第２火曜日 14:00〜16:00
◇親御さんのつどい（にじの会）
対象：18 歳から 35 歳くらいのひきこもり
状態にある方の親御さん
日時：原則毎月第４金曜日 14:00〜15:30

【問合せ】秋田県精神保健福祉センター ☎ 018-831-3946

○
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情報・募集・ご案内
秋田地方・家庭裁判所から

「法の日」週間行事のお知らせ
三庁（裁判所・検察庁・法務局）見学ツアー
秋田地方・家庭裁判所、秋田地方検察庁及び
秋田地方法務局の三庁を見学しませんか。各庁
の役割や業務の説明などを解りやすく行います。
裁判所では、裁判員裁判用法廷の見学や、裁
判官の法服を試着しての写真撮影などを予定し
ています。
【日時】10月17日（水）9:30〜12:00
【当日受付場所】秋田地方裁判所
秋田市山王七丁目1-1
【申込】下記を参照
【定員】40名

無料法律相談
金銭・土地建物・交通事故・相続などの法律
相談について、秋田弁護士会所属の弁護士がご
相談に応じます。
【日時】10月12日（金）10:00〜15:30
【会場】アトリオン７階
秋田市中通二丁目3-8
（受付会場「くらしのサロン」）
【申込】下記を参照
【定員】24名

【申込方法】電話またはFAXでお申し込みください。FAXの場合は、①行事名、②氏名、③人数、
④連絡先を明記してください。
【申込期間】三庁見学ツアー：10月２日（火）〜10月15日（月）
無料法律相談：９月27日（木）〜10月10日（水）
※土日祝日を除く、8:30〜17:00
【申込・問合せ】秋田地方・家庭裁判所事務局 ☎ 018-824-3121／FAX 018-823-8849

秋田財務事務所から

「多重債務相談相談窓口」のご案内
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てお悩みの方々
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、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家
に引継ぎを行います。
ぜひご利用ください。
【相談窓口】秋田財務事務所 理財課
秋田市山王７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
【相談料】無料
【相談専用ダイヤル】
☎ 018-862-4196

○
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秋田財務事務所から

「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
ュニティ活動等の会合にお伺いし、特殊詐欺の
被害防止を目的とした「金融犯罪被害防止のた
めの出前講座」及び家計管理や消費生活に関す
る「金融経済教育の出前講座」を実施しており
ますので、お気軽にお問い合わせください。
【講座メニュー】
●振り込め詐欺や未公開株勧誘等の「特殊詐
欺」の手口と対策
●家計管理や消費生活のワンポイント
●多重債務に陥らないために（ヤミ金融を含
む）など
【相談窓口】秋田財務事務所 理財課
秋田市山王７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
【相談専用ダイヤル】☎ 018-862-4196

平成30年10月号

10月の行事予定
日付
行事名等
３日
（水） 農業委員会定例総会（9:00〜）
４日
（木）

村の人口の動き･公共施設の状況
場所等
役場

マラソン大会・なべっこ交流会

小学校

デンマーク研修報告会

中学校

５日
（金） 前期終業式

園・小・中

新米まつり（9:00〜）
７日
（日） 25市町村対抗駅伝ふるさとあきた
ラン！
10日 後期始業式
（水）
15日
（月） 就学時健康診断
16日
（火） 中学３年生 ナチュラルドリーム
20日
（土） 創立50周年記念学習発表会
29日
（月） 創立50周年記念植樹

干拓博物館前

日付

世帯数
人口
男
女

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

園・小・中
小学校
白神山地

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

4
9
2
1

利用者数(量)
519人 村民センター
995人
1,639人 ふれあい健康館
1,208人
1,748人 ごみ処理量
91ｔ
2,012人 水道使用量
40,564㎥
274人 下水排水量
45,095㎥
人
189

施設名 発電能力kW 発電量kWh 消費量kWh 売電量kWh 買電量kWh
西１分館
9.99 1,130
127 1,089
86
西２分館
3.96
466
41
443
18
西３分館
7.74
724
93
681
50
東２分館
9.99 1,255
280 1,126
151
東３分館
9.99 1,148
347
943
142
北１コミ会館 7.20
626
95
575
44
北２コミ会館 5.40
699
71
650
22
南コミ会館
4.32
442
175
350
83
多目的会館
4.95
557
275
446
164
合 計
63.54 7,047 1,504 6,303
760
○売電量の金額換算：264,726円
円（単価円/kWh）
○発電量の石油換算：1,427リットル

中学校

場所等
こども園

１日 園小中創立50周年記念式典
学校大体育館
（木）
（13:30〜）
園小中創立50周年記念祝賀会
サンルーラル
（17:00〜）
５日
（月） 農業委員会定例総会（13:30〜） 役場
こちらも
・保健センターの行事
チェック
⇒P16〜18
してね。
・介護予防事業 ⇒P19
・公民館の行事 ⇒P22・23
・子育て支援センターの行事
⇒P24
・スポーレ行事 ⇒P25

(−１)
(−４)
(＋２)
(−６)

◎公共施設の太陽光発電量（８月中）

小学校

行事名等

1,121
3,189
1,603
1,586

◎公共施設の利用状況（８月中）
施設名
利用者数
施設名

鹿角市

11月上旬の行事予定
こども園竣工式（10:00〜）

◎人口の動き（９月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目

10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】10月16日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２会議室

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、活躍情報をお寄せください。
ご提供いただいた情報は、広報大潟への掲載を検討さ
せていただきます。
※自薦・他薦を問いません（他薦の場合、広報担当か
らご本人もしくはご家族への確認を取らせていただ
きます）。
※写真は、なるべくデータでご提供ください。
【連絡・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111
○
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大 潟 中 学 校

50

周 年 記 念

大中祭

『笑顔満祭

〜 To the place where we shine 〜』

３年生の劇、カーテンコール
で観客に手を振る出演者たち

９月８日（土）、大潟中学校創立50周年記念の
大中祭が開催されました。
開祭式では、実行委員による開祭宣言に続いて
全校製作のモザイクアートがお披露目され、生徒
や来場者から大きな歓声が起こりました。
続いて、 NEW ソーラン節、国語弁論、英語暗
唱・弁論、デンマーク研修の成果発表、合唱コン
クールの発表があり、生徒たちは日頃の練習の成
果を発表していました。また、午前の部の最後に

末田詩織さん（西1-2）
による英語弁論

は、３年生による劇『We love おおがた』の上演
がありました。劇は、社会人になって都会に出た
大潟村出身の青年が、悩みながらも、希望を抱い
て大潟村で就農するという内容で、大きな拍手が
送られました。
午後の部も、百姓踊り、クイズ大会、吹奏楽演
奏、全校合唱、エンターテイメントなど、盛りだ
くさんの内容で、保護者や来賓、地域の方々も感
心し、生徒と一緒になって楽しんでいました。

２年生による、百姓踊り

全校合唱

吹奏楽部、３年生最後の演奏

○
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ピアノ独奏
は圧巻

大トリのバンド演奏

レベルの高いダンスで
エンターテイメントの部、最優秀賞！

