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●今月の主な内容
●
今月の主な
今月
な内容
◇ 園・小・中 創立50周年記念式典（P1・20）
◇ 2018秋の叙勲（P2）
◇ こども園竣工式（P3）
◇ 中学校創立50周年記念植樹（P4）
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秋田県大潟村役場

南秋田郡大潟村字中央１番地１
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◇ 第三次入植50周年記念祝賀会（P20）

未来を担う子どもたち、声高らかに。
創立50周年を迎えた大潟こども園・小学校・
中学校。記念式典の最後には会場全体で大潟村
民歌を斉唱しました。
(関連：P20)
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2018秋の叙勲

大潟村から2名が受章

2018年秋の叙勲において、柴田周悦氏（東2-5）と菅生金作氏（東2-6）が瑞宝単光章を受章されました。
お二方とも、永年に渡って地域の消防団活動に精励され、地域防災の要としての役割を務められた功績が
認められての受章となりました。この度の受章、誠におめでとうございます。

柴田周悦 氏

◆瑞宝単光章◆
昭和39年に旧琴丘町消防団に入団、大潟
村への入植を機に、昭和44年から平成９年
まで大潟村消防団に在籍。
平成７年から平成９年まで団長を務めら
れました。

菅生金作 氏

◆瑞宝単光章◆
昭和44年から平成16年まで大潟村消防団
に在籍。
平成13年から平成16年まで団長を務めら
れました。

中島トメ子さん、佐藤公子さんが更生保護大会で表彰されました
11月８日（木）、秋田市文化会館において、第51回秋田県更
生保護大会が開催され、潟上湖東地区保護司会の中島トメ子さ
ん（西2-3）と佐藤公子さん（東2-1）に、表彰状と記念品が授
与されました。
中島さんには、藍綬褒章受章を記念して秋田県保護司会連合
会より記念品が贈られ、佐藤さんは、長年の保護司及び更生保
護女性会員としての功績により、東北地方保護司連盟会長表彰
と秋田保護観察所長の連名で感謝状が贈られました。
誠におめでとうございます。
−保護司とは−
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地
域で支える民間のボランティアで、保護司法に基
づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務
員です。

○
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公

中

−更生保護女性会とは−
更生保護に協力するボランティア団体です。
日本の更生保護制度は、保護司や更生保護女性
会などの多くの民間ボランティアの協力により成
り立っています。保護司の活動に関心のある方は、
役場住民生活課（TEL:45-2114）までお問い合わ
せください。
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大潟こども園 竣工式

こどもたちの健やかな成長を祈って
11月１日（木）、こども園において、「大潟こども園
竣工式」が執り行われました。
竣工式は、旧幼稚園のプレイルームの修繕や、こども
園周辺の外構工事を含めた全ての工程が完了したことを
受けて行われたもので、工事関係者、来賓、認定こども
園整備検討委員、教育委員会関係者など約40名が参加し
ました。
式では、教育長からこども園整備計画の事業概要報告
があった後、村長から「大潟こども園は、保育・教育・
子育て支援、児童の健全育成の中核を担っています。安
心してこどもを産み育てられる環境を構築し、夢と希望
を持って可能性に挑戦する人を育む教育を進めていきま
す」と式辞が述べられました。
また、こども園の工事に携わった６事業者に感謝状が
贈られました。
式の最後には、こども園の園児たちからのお礼として、
元気な歌とダンスが披露されました。

《こども園の冷暖房について》
こども園の冷暖房は、地中熱を利用していま
す。外気と地中の温度差を利用して冷暖房を運
転する仕組みです。主なエネルギー源が無尽蔵
の地中熱であるため、電気や灯油を使用してい
た頃と比べると、C

排出削減効果が高く、環

境にやさしいのが特徴です。

遠藤暁さん、森本哲哉さんに優良隊員表彰
10月26日（金）、秋田市文化会館で開催された
第45回秋田県交通指導隊大会において、大潟村交

この度の表彰、誠におめでとうございます。

通指導隊員２名が優良隊員表彰を受けられました。
遠藤暁さん（西 3-4 ）は平成 10 年に入隊して以
来、 20 年勤続、森本哲哉さん（東 2-5 ）は、平成

23年に入隊して以来７年勤続となります。
お二方ともに、大潟村交通指導隊に入隊して以
来、交通事故防止、安全確保のために精力的に活
動し、特に街頭での交通安全指導や、各種イベン
ト時の交通整理等を率先して行うなど、住民の交
通安全・意識高揚に貢献されています。

秋の火災予防運動が実施されました
11月４日（日）〜10日（土）までの７日間、秋の火災予
防運動が実施されました。
期間中は、防災行政無線によるサイレンの吹鳴や、消防
団による巡回、啓発活動などが行われました。
運動初日の４日には、朝6:30のサイレン吹鳴に合わせ、
消防団員の駆けつけ訓練が行われ、消防設備・救助資機材
の点検などが実施されました。
住民の皆様におかれても、日頃から防火意識を高めて、
尊い命と貴重な財産を火災から守りましょう。
の
○
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園・小・中創立50周年記念植樹
10月29日（月）、大潟こども園・小学校・中学校創立50周
年を記念して、校庭に植樹が行われました。
当日は、中学校３年生
35人と保護者、教職員が集い、学級
しゅう
委員長の近藤秀 さん（西 2-1 ）の「心を込めて植樹しましょ
う」とのあいさつのあと、25本の桜（ソメイヨシノ）が植え
られました。
なお、この事業は、大潟村ふるさと会※（会長 佐藤裕之）
及び大潟村緑化推進委員会の寄附を活用して行われました。

の

の

佐藤豊さん・田村陽子さんが入選

ご入選おめでとうございます。

陽子

4

句

田村

○

※俳句・川柳とも︑７句で１作品︒

俳

柳

川

尊厳死

尊厳死選択春の川速し

運動会の思い出

運動会家族の揃うおまつり日

暁を破りて急かす呼子鳥

豊

日の出から父の張り切る杵のおと

飛花落花緞帳下りる如逝けり

最も大きな出来事を詠みました」とのこと。

佐藤

新しい運動足袋が加速する

母の魂ふわり浮遊の春の蝶

にとって俳句は、生きている証。自分の中で今年

騎馬戦は丈夫でいつも馬にされ

田村陽子さんは俳句部門で入選されました。
「私

納棺に添えるひと房八重桜

しました」と、懐かしむように語られました。

車座を母のお重が取り仕切る

ベントでした。張り切る父との思い出などを句に

聖五月棺の母は母乳色

た。「幼い頃の運動会は、家族総出のおまつりイ

お呼ばれに先生の頬ほんのりと

佐藤豊さんは川柳部門で奨励賞を受賞されまし

葉桜の薄闇鉦の音の澄めり

51集」に、佐藤豊さん（東2-1）と田村陽子さん
（西3-2）が入選されました。

其処此処に笑う家族の帰り道

あきた県民文化芸術祭 2018 「あきたの文芸第

〜入選作品〜

「あきたの文芸」

の
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全国的に風しん患者数が増加しています
●風しんとは●

●心配なのは●

感染者の飛まつ（咳やくしゃみ）などによって

妊娠早期の妊婦が風しんにかかると、出生児が

他の人にうつる感染症。風邪によく似ており、感

先天性風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出る

染すると発熱、発疹、リンパ節の腫れなどの症状

こと）になる可能性があるため、注意が必要です。

があり、多くの場合は数日で治ります。

●感染拡大防止のためにできること●
□体調がすぐれない場合には、無理に外出はしない
□咳エチケットを徹底しましょう
□風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう

●風しんからお腹の子どもを守るために●
成人の風しん予防接種のお知らせ
「先天性風しん症候群」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てい

大潟村診療所

ます。

※希望する方は事前に診療所に連絡をして下さい。
電話：45-2333

大潟村に住所を有する次の①〜③いずれかに該
当する方で、抗体検査の結果、抗体価が低い場合
に、予防接種の対象となります。

・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。

①妊娠を希望する女性

・風しん予防接種後２ヶ月は、妊娠を避けて下さ

②妊娠を希望する女性の夫

い。

③妊婦の夫

・風しんにかかったことのある方、風しん予防接
種（MRワクチンを含む）を２回受けたことがあ
る方は助成対象にはなりません。

（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。
ワクチンはMR（麻しん・風しん混合）ワ
クチンになります。風しんの抗体価が低い
人は、麻しんの抗体価も比較的低い傾向が
みられることから、麻しん対策の観点も考
慮して、麻しんと風しんの両方に予防効果
があるMRワクチンとします。

問い合わせ

保健センター

電話：45-2613
○
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平成30年度

大潟村人事行政の運営状況

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

1.職員数（各年４月１日現在）

2.平均給与月額と平均年齢（平成30年４月１日現在）

職員

平均給料月額 平均給与月額（※）

職

職員

30

29

39人

45人

△6

16人

12人

4

1人

1人

−

4人

3人

1

5人

4人

1

60人

61人

△1

一般行政職
給料

41.06歳

282,114円

給

手当

給

310,388円
給料

3.初任給と経験年数別の平均給与月額

（平成30年４月１日現在）
給

一般行政職

勤職員

大学卒

179,643円

184,784円

高校卒

142,746円

146,174円

4.一般行政職の級別職員数（平成30年４月１日現在）
職
職

主事

主任

主査

課長補佐

主席課長補佐

課長

8人

10人

8人

3人

4人

4人

37人

21.6%

27.0%

21.6%

8.2%

10.8%

10.8%

100%

員
職員
職員
職

職

職

職員

職
当

5.人件費の状況（普通会計）
28

職

6.給与費の内訳（一般会計）

29

30

給与費総額
2億9,465万4千円

歳出総額
38億4,942万4千円

歳出総額
33億3,698万6千円

人件費以外
職員手当
32億2,332万2千円 3,829万4千円
83.7%
13.0%

人件費以外
27億5,790万5千円
82.6%

給

当

人件費
期末勤勉手当
6億2,610万2千円 6,958万5千円
16.3%
23.6％

人件費
5億7,908万1千円
17.4%

人件費

職

費

職

給料

給料
1億
8,677万5千円
63.4%

職員数 職員一人あたり
56人 526万円

職

大潟村職員の給与は、人事院・県人事委員会の給与勧告、国や他の地方公共団体との均衡を考慮し

ながら、村議会の審議を経て条例で定められ、条例に基づいて支給されています。
○人事院・県人事委員会の給与勧告とは

民間事業所の給与の実態を調査し、職種・役職・年齢・地域等を同じくする者の給与を比較

し、差がある場合など必要に応じ、内閣又は県知事に対し勧告をします。
○人事院って？

国家公務員の人事管理のほか、公務員は労働基本権を制約されているため、その代償として労

使関係の安定と給与等が社会一般の情勢に適応するよう必要な勧告を国に対して行っています。

○
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7.特別職の給料等の状況

（平成30年４月１日現在）

給料

①期末手当･勤勉手当（平成30年４月１日）

期末手当

期

12

期

620,000円

期末手当

1.225月分

1.375月分

2.600月分

587,000円

勤勉手当

0.775月分

0.775月分

1.550月分

2.000月分

2.150月分

4.150月分

529,000円

3.00月分

255,000円

②退職手当（平成30年４月１日現在）

212,000円
員

8.職員の手当の状況

199,000円

①勤務時間の状況

【勤務時間】午前８時30分から午後５時15分まで

勤続年数

9.勤務時間その他勤務状況

【休憩時間】正午から午後１時00分まで

勤

20

19.6695月分

24.586875月分

勤

25

28.0395月分

33.27075月分

勤

35

39.755月分

47.709月分

47.709月分

47.709月分

※こども園などの各施設は、必要に応じて特別の勤
務時間を定めています。

③時間外勤務手当（一般会計決算）

②年次有給休暇の取得状況

（平成29年１月１日〜12月31日）

職員
37人

1,438日

472.0日

12.8日

給

職員

人

28

10,901千円

188千円

29

8,777千円

157千円

※対象職員数は、平成29年１月１日〜12月31日まで全期間
を在職した一般職員数である。

10.研修の実績（平成29年度）

職員

職

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

８名

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

１名

職務内容に応じた課題解決方法を学び、自己啓発に努めた。

２名

政策形成・実務能力・コミュニケーションスキル・人事評価等職員の
能力開発向上に努めた。

11名

市町村アカデミー（千葉県）で実施する各種研修に参加し、職員の能
力開発向上に努めた。

５名

テーマを決定し講演等の合同研修を実施し、職員の自己啓発、知識向
上に努めた。

延べ19名

11.福利厚生の状況

職員福利厚生推進協議会への補助

1,847千円（H29年度実績）

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

☎45-2111
○
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公 共施設の受動喫煙防止対策の強化について
村では、公共の場における受動喫煙防止対策の強
化に取り組むことといたしました。
「日本一元気な長寿村」を目指すにあたり、皆様
のご理解・ご協力をお願いいたします。

2019年４月１日から
右表の公共施設について、敷地内禁煙とし
ます。
※敷地内禁煙では、駐車場や車の中を含む、施設

◎2019年４月１日以降、
敷地内禁煙となる公共施設
・役場庁舎
・公民館
・村民体育館
・村民センター(分館含む)
・コミュニティ会館
・村民野球場

総務企画課 ☎45-2111

の敷地内全てにおいて禁煙となります。

大 潟村公共施設
○役
○公
○
○
○
○
○
○
○
○

場

年末年始の休業期間のお知らせ

舎 12月29日（土）〜１月６日（日）
館 12月31日（月）〜１月５日（土）
※12月30日（日）は17:00まで
干 拓 博 物 館 12月31日（月）〜１月３日（木）
村 民 体 育 館 12月31日（月）〜１月３日（木）
※詳細な開館時間はP16を参照ください。
診
療
所 12月29日（土）〜１月６日（日）
保 健 セ ン タ ー 12月29日（土）〜１月６日（日）
村 民 セ ン タ ー 12月29日（土）〜１月６日（日）
ふれあい健康館 無休 ※12月31日（月）〜１月５日（土）
の開館時間は9:00〜16:00
ご み 処 分 場 12月31日（月）の午後〜１月３日（木）
ご み 収 集 １月１日（火・祝）〜１月３日（木）
民

・サブグラウンド
・ソフトボール場
・水上スキー場
・漕艇場
・多目的会館

庁

休業期間中の緊急連絡

大潟村総務企画課
☎45-2111
警備会社（セコム）に電
話が転送されますので、ご
用件をお話しください。
警備会社から職員に用件
が連絡され、追って職員か
ら電話連絡いたします。

村 づくり研修（ホストタウン）報告会を開催します
村づくり研修事業（ホストタウン）の研修生等７
名で構成される派遣団が、11月27日〜12月５日ま

次の日程で報告会を行いますので、皆さんぜひご
参加ください。
１月８日（火）13:30〜

で、デンマークへ渡航しています。
研修生はデンマークで今後の村づくりに関わる多
くのことを学んできます。

場

役場２階 第１会議室
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
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。

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

8:30〜16:30の原則７時間
※勤務日数・時間については応相談

２）療育手帳の交付を受けている方

公共施設の清掃、電話対応等

３）精神保健福祉手帳の交付を受けている方

時給800円
若干名
介助なしに職務の遂行が可能な方で、
○
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害の程度が１級〜６級までの方

面接試験
顔写真を貼った履歴書を提出
総務企画課 ☎45-2111

平成30年12月号

村 議会12月定例会の日程（予定）
平成30年第４回（12月）定例会は以下の日程で行
われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしております。
12月13日（木）〜18日（火）
13日：本会議（村政報告・一般質問）
14日：総括質疑、各委員会審査
17日：各委員会審査
18日：本会議（委員長報告、提出議案採決)

議会の日程は11月26日現在の予定です。
日程は、状況により変更される場合がありますの
で、下記への電話、または議会のサイトでご確認
ください。
議会事務局☎45-2587
総務企画課☎45-2111
ＵＲＬ http://www.ogata.or.jp/gikai/

防 災行政無線戸別受信機屋外アンテナの設置について
村では、防災行政無線戸別受信機の受信感度の不
良を改善し、災害時の緊急放送や村からのお知らせ
を正確かつ迅速に伝達することを目的として、対象
世帯及び事業所へ屋外アンテナの設置工事を実施さ
せていただきます。戸別受信機の聞こえが良くない
という方は、住民生活課までご連絡ください。
戸別受信機屋外アンテナの未設置世帯及び事業所

◎健康相談
12月５日（水）13:00〜 保健センター 栄養相談も可
12月26日（水）9:30〜11:00 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
けています。

◎乳児健診

12月６日（木）13:00〜

場 保健センター
４ヶ月（H30.7.13〜8.6生）
７ヶ月（H30.4.13〜5.6生）
10ヶ月（H30.1.13〜2.6生）
13ヶ月児（H29.11月生）
◎パパママ学級
12月13日（木）13:30〜
場 保健センター
妊婦とそのご家族
◎大腸がん追加検診
12月10日（月）、11日（火）
9:00〜11:30
場 保健センター
500円

●検診結果説明会

屋外アンテナの設置にあたっては、役
場側の外壁にアンテナ取り付けとケーブルを引き
込むための穴開けが必要となります。新築工事や
リフォームを行う場合には、設計の段
階で住民生活課までご相談ください。
個人負担は一切ありません。
住民生活課 ☎45-2114

◎専門医による「心の健康相談日」
12月11日（火）、25日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
12月18日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
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
◎臨床心理士による「心の相談」
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。臨床心理士の先生
とお話しすることで、心が軽くなります。
12月14日（金）13:00〜15:00
場 保健センター
臨床心理士 渡部明子さん

12月３日（月）〜５日（水）9:00 〜 16:00（５日は12時まで）
場

保健センター

○
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｢こ

ころの体温計」ためしてみませんか？

こころの不調を気軽にチェックできるコーナーが、

〜こころのストレスチェック〜
度を表示します。
相談機関の情報も表示されますので、ぜひご

村ホームページ内にあります。
ちょっと疲れを感じたら、こころの体温を測りま

活用ください。
保健センター

しょう。
大潟村

☎45-2613

こころの体温計

※大潟村公式ホームページ

トップ画面からも

アクセスできます。
ＵＲＬ：http://www.ogata.or.jp/utility/thermometer̲of̲heart.html
「こころの体温計」はパソコン・携帯電
話・スマートフォンを利用して、健康状態や人
間関係、住環境などの質問に回答すると、水槽
の中で泳ぐ赤や黒の金魚、猫などのキャラク
ターが登場し、回答者のストレス度や落ち込み
「こころの体温計」には次の５種類があります。状況にあわせてご利用ください。
【本人モード】
あなたご本人のストレス度・落ち込み度がわか

【ストレス対処タイプテスト】
ストレスにどう対処するかが、こころの健康を

ります。

保つのに大切です。

【家族モード】

【これって認知症？】

大切な方のこころの健康状態をチェックします。

認知機能をチェックをすることができます。

【アルコールモード】
飲酒がこころに与える影響がわかります。

■保健センター健康教室開催のお知らせ
●「男性のための体力・筋力アップ体操」
有酸素運動でメタボ解消！体力ＵＰ！ストレッチ
などでこわばったカラダをほぐしましょう。
概ね40歳以上の男性（体を動かしたい方、
肥満等が気になる方、興味のある方）

12月21日・28日
１月11日・18日・25日
２月１日・８日・15日・22日
３月１日・８日（全て金曜）

10：00〜11：30
場 保健センター

12月14日（金）

〜参加者募集〜

●「すっきりリフレッシュ体操」
有酸素運動、コンディショニングでカラダの調子
を整えます。
概ね40歳以上の女性
（体を動かしたい方、肥満等が気になる方、興味の
ある方）

12月21日・28日
１月11日・18日・25日
２月１日・８日・15日・22日
３月１日・８日（全て金曜）

13：30〜15：00
場 保健センター

12月14日（金）
【申込・問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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無 料クーポン券をお持ちの方で、婦人科検診をまだ受けていない方へ
村では対象の女性に、個別医療機関で婦人科検診
を受診できる無料クーポン券をお渡ししています。
まだ検診を受けていない方は、この機会にぜひ受
診してください。
子宮がん検診、乳がん検診
平成31年３月31日まで

◎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。

12月５日・12日・19日
（全て水曜）
平成31年１月９日
13:30〜15:00
場 ふれあい健康館
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」

事前に必ず医療機関にご予約く
ださい。
※年度末は混み合うことが予想されます
ので、お早めに予約することをお勧め
します。
保健センター ☎45-2613

◎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。

12月６日・20日
平成31年１月10日
13:30〜15:00

（全て木曜）

場 ふれあい健康館
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。

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

◎血圧測定・健康相談
平成31年１月９日（水）

9:40〜

けます。

12月20日（木）
場 ふれあい健康館

場 ふれあい健康館
おおむね65歳以上

9:30〜11:30
◎栄養改善教室
健康を保てるよう、栄養バランスのとれた食

◎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。

事について学びます。
場
①12月７日（金）10:30〜13:30 ひだまり苑
②12月21日（金）9:30〜13:00 村民センター
①ひだまり苑の昼食を食べて栄養のバランスを
学びます（昼食代は実費となります：500円）
②調理実習

①12月14日
②12月28日
③１月11日
④１月25日

⑤２月８日
⑥２月22日
⑦３月８日
（全て金曜日）

10:00〜11:30
場 ふれあい健康館
できる限り７回参加が可能な方

講話「健康秋田いきいきアクションプラン」

65歳以上の一人暮らし・夫婦世帯の方
で申し込みした方

○
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農 業研修支援事業について
村では、農業の実践技術や知識習得、優れた担い手の育成を図ることを目的に、農業研修に係る支援事
業を実施します。実施を希望される方は事前に申込みください。

自らテーマを設定して、実施・参加する研修に
ついて支援します。

社団法人国際農業者交流協会が実施する海外農
業研修に参加する方に対して支援します。

①村内に居住する農業者で45歳までの者

①村内に居住する者又は村内出身者

②実施する研修事業に対し他の補助金の交付を

②（社）国際農業者交流協会が実施する海外農

受けていない者

業研修に参加する者
③研修終了後（在学中に研修に参加した場合は

①旅費 ②受講料
税抜事業費の1/3以内（上限10万円）
※複数名で研修を行う場合、補助対象者を４名

在学する大学等を卒業後）、村に就農するこ
とが確実と見込まれる者

までとし、補助合計金額の上限を100千円と

①研修参加申込金および研修費
税抜事業費の1/3以内（上限55万円）

します。
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盤のフル活用を推進し、水稲と高収益作物との複合経
営の確立による農業所得の向上を図り、時代の変化に対応しうる農業経営体を育成することを目的に、標
記補助事業を下記内容で実施しておりますので、該当される方はご活用ください。
産業建設課 ☎45-3653
種苗費
野菜・花き等を生産し販売する農家
村内に属する育苗団地、園芸団地、
水田

a)南瓜・玉ねぎ・メロン・ニンニクについては
種苗費の1/2以内
b)その他野菜等については種苗費の1/3以内
１経営体あたりの補助金上限額は30万
円
種苗の購入伝票、生産した野菜等の
販売伝票
※必要書類はすべてコピーとし、品目等内容
がわかるよう整理して提出して下さい。

入札結果について
3
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に購入した加温用燃料代
野菜・花き類を生産し販売する農家
村内に属する育苗団地、園芸団地、
水田のハウス

1/4以内（上限20万円）
12月〜翌３月までの燃料購入伝票、
生産した野菜等の販売伝票

産業建設課
☎45-3653

平成30年10月末までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結果
については、入札結果閲覧簿( 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ )をご覧ください。

台 風 2 1 号 倒 木 処 理 業 務 委 託 指名競争 10月15日
○

当該年度に生産する作物栽培のため

3,186,000円

95.80

美留造園土木

平成30年12月号

排 水対策事業費補助金について
圃場の効率的な利用促進と生産性向上を図るため、
モミガラ暗渠の整備に対して助成を行っております。
助成を希望される方は、次の内容に留意して申請し
てください。
平成31年３月末までに実施・申請する
モミガラ暗渠に対する助成
村内圃場にモミガラ暗渠を整備する村
内農業者（経営体）

１ｍあたり50円（定額）
※上限は2,500ｍまでの125,000円
・事業実施後２週間以内を目処に申請してくださ
い。また、職員が現地を確認しますので、必ず
埋戻し前に申請してください。
・原則、圃場の端から端まで施工しているものの
み対象となります。
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

５．ごみ集積所の雪かきは各自治会で
ごみ集積所に残った雪は、各自治会等地域住民

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

の方々で除雪をお願いします。

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

琴丘→

↑
能
代

かかります。

防災林
雪捨て場
雪捨て場
防災林

２．玄関先や車庫前などの雪寄せにご協力を

雪捨て場
防災林

玄関先や車庫前に残った雪は、各家庭で除雪を
※機械の性能上、どうしても雪が残ってしまう場

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。

体育館

ルーラル
潟の湯

合があります。
３．早朝・夜間の作業にご理解を

野球場

墓地公園

お願いします。

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、雪以外の土砂やごみなどを混入しないでください。

産業建設課 ☎ 45-3653

水 道の凍結にご注意を
12月〜２月にかけて、水道の凍結事故が多発しま
す。水道管の破裂等を伴いますと高額な修理費がか
かることがありますのでご注意願います。
○こんなときが危ない！
・外気温が−４度以下のとき
・真冬日が続いたとき
・旅行等により長期間水道を使用しないとき
○防止方法
・『水抜き栓』による水落としの実施
○凍結した際の対処法

・水道管や蛇口にタオル等を巻き付け、ゆっくり
と時間をかけてぬるま湯をかける
・水道管や蛇口に直接ヘアドライヤーの温風をあ
てる
・ストーブ等で部屋全体を暖める
※修理業者（指定工事店）について
は産業建設課までお問い合わせく
ださい。
産業建設課 ☎45-3653

○
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猫 の飼い主へのお願い
猫に関する苦情が多く寄せられています。他人の
敷地に入り込みフンをしたり、花壇や車
庫を荒らし、時には家の中まで入り込ん
でしまうケースもあります。ペットの管
理を適切に行い、他の人の迷惑にならな
いように飼いましょう。
①猫は室内で飼いましょう
猫は室内で飼育し、交通事故、猫同士の争いに
よるケガ、感染症などの危険から守りましょう。
糞尿や、ごみを荒らす、鳴き声がうるさいなどの
猫による周囲の人への被害をなくすことは、飼い
主の責務です。猫を自由に放して周辺に迷惑をか
けることは、猫にとっても不幸なことになります。

②首輪や迷子札をつけましょう
飼い猫だとわかるように、しっかりと身元証明
できるものをつけましょう。たとえ室内で飼って
いても、開いた窓やドアからの脱走や、突然の災
害などで驚いて逃げてしまうことも考えられます。
③不妊・去勢手術をしましょう
手術をしないでいると飼い主の知らない間に多
くの子猫が生まれることがあります。お世話をし
きれなくなり、捨てられる子猫は後を絶たず、大
きな社会問題となっています。病気の予防やスト
レスの軽減、縄張り争いやマーキング行為の減少
の効果もあるので、不妊・去勢の手術は必ず受け
させるようにしましょう。
環境エネルギー室 ☎45-2115

冬 期間の施設閉鎖・休止等について
12月〜２月の冬期間は、降雪や凍結防止のた
め、公衆トイレ（墓地公園、公民館前、干拓記
念碑前）の使用を休止いたしますのでご協力を
お願いします。
て

庭木・剪定木類について、ごみ処分場で受入
を行っておりますが、12月〜２月の冬期間は、
降雪のため受入を休止します。その間は各自で
保管してくださるようお願いします。
環境エネルギー室 ☎45-2115

古 紙類の出し方について
紙ごみの出し方について、「お菓子の外箱は、紙ご ※パンフレットやコピー用紙、お菓子や箱ティッシュ
みで出したらいいのか、可燃ごみで出したらいいのか、 の紙箱（プラスチック部分を除く）などの紙製のも
分類表ではわからないので教えて欲しい。」との問い
のは全て③に分類されます。また、③に分類される
合わせがありましたので、ご紹介します。
中でもさらに種類ごとに紙ひもで縛るのが良いです
古紙類の分別区分は大きく分けて３種類あります。
が、量が少ない時は混ぜても構いません。また、小
さくて縛りにくい場合は、大きめの封筒に入れて、
しっかりと封をしてから縛るようにしてください。
環境エネルギー室 ☎45-2115

ご みの分別収集にご協力をお願いします
八郎湖クリーンセンターから「最近、可燃ごみに不
適物の混入事例が増えている」との報告がありました。
可燃ごみの中に写真のような不燃物が混入すると、
焼却炉の損傷や機械設備の故障の原因となることがあ
ります。ごみの分別収集にご理解とご協力をお願いし
ます。また、可燃ごみか不燃ごみか、判断に迷った際
は不燃ごみとして排出して下さい。
環境エネルギー室 ☎45-2115
○
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て

新 しい本、入りました
1 ニューエクスプレス デンマーク語 三村 竜之
とりあえずウミガメのスープを仕込

2 もう。
3

ニコライバーグマン
花と幸せを運ぶ日常

4 幸福のヒント

5 あの家に暮らす四人の女

三浦 しおん

宮下 奈都

6 下町ロケット ヤタガラス

池井戸 潤

ニコライ・
バーグマン

7 犬がいるから

村井 理子

鴻上 尚史

8 「違うこと」をしないこと

よしもと ばなな

きみ

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。
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。
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

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。お友達を誘ってぜひ遊びに来てください♪

で、ぜひ遊びに来てくださいね♪
て

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。
無料
子育て支援センター（こども園内）☎ 45-2345

《年末年始のお休み》
12月29日（土）〜１月６日（日）
※１月７日（月）から通常通り開所します。

の

ラ

の

12月20日（木）10:00〜11:00
場 子育て支援センター
今年はさくらんぼクラブのお友だち
だけのクリスマス。どんなクリスマスにな
るのかお楽しみに♪
プレゼントなどの準備のため申し込みは、
12月７日（金）までに子育て支援センター
（大潟こども園内）で受付しています。
※詳細については後日お知らせします。

《日時》1月16日(水) 10:00〜11:00
《会場》子育て支援センター
《内容》 指先を使って遊べるおもちゃを作
ります。月齢や、子どもの興味に合わせた
素材を準備します。完成したおもちゃで一
緒に遊んだり、子どもの反応を見たりする
のも、おもしろいですよ！

の
○
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デ ンマーク展を開催します
デンマークに関する子ども向けの絵本や知育玩具
を紹介します。実際にさわって遊べますよ♪
また、デンマークの有名スポットの写真撮影コー
ナーもあり、きれいな景色の写真をたくさん紹介し
ます。

12月８日（土）〜１月14日（月･祝）
入館無料です。
干拓博物館
☎22-4113

年 末年始の村民体育館の開館状況に
体 育館を月曜日の午後から開館してい
ついて
ます。
年末年始の体育館の開館状況は下記の通りです。

12月30日（日）
12月31日（月）
〜１月３日（木）
１月４日（金）
１月５日（土）
１月６日（日）
１月７日（月）

9:00〜17:00
休

館

9:00〜17:00
9:00〜17:00
9:00〜17:00
13:00〜22:00

※午前中は清掃のため休館
＊12月30日、１月４〜６日は、お正月のため一般
開放日とし、団体の予約は受け付けません。
村民体育館 ☎45-2269

３月までの冬期間は、休館日である月曜日を午後
から使用できます。
健康、体力づくりに有効活用してください。
なお、月曜日の開館時間と利用対象は次のとおり
です。
13:00〜17:00 一般開放
18:00〜22:00 団体利用開放
※9:00〜12:00は清掃等のため休館し
ます。
村民体育館 ☎45-2269

情報・募集・ご案内
場
平成31年２月１日（金）
ロサンゼルス在住のプロのゴスペルミュージャ
ンレイ・シドニー氏が大潟村にやってきます。
なかなか生で聴くことが出来ないゴスペルを
一緒に楽しみませんか。
12月12日（水）
19:00〜20:30
ゴスペルに関心の有る方・聴いてみた
い方
レイ・シドニー 氏
鎌田 千都世 氏（秋田市）
場 村民センター
1,000円（中学生以下、無料）
090-4880-4959（佐々木）
【レイ・シドニー 氏】
アメリカのロサンゼルスを拠点に、
世界中で活動するゴスペルシンガー。
素晴らしい歌声はもちろんのこと、
優しく温和な人柄で多くの人々から
愛されています。
○
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（６ヶ月間）
〜平成31年７月26日（金）

9:20〜15:40
場 ポリテクセンター秋田（潟上市）
金属加工技術科（15名）
電気・通信施工技術科（15名）
住宅リフォームデザイン科（15名）

11月22日（木）〜12月25日（火）
無料（テキスト代等は自己負担）
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
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

平成30年12月号

情報・募集・ご案内

青年会では今年も、クリスマスプレゼントの配
達を行います。申込みいただいたお宅に、青年会
員がサンタに扮してプレゼントを配達いたします。
ご希望の方は、代金を添えて公民館に申し込ん
でください（申込み用紙は公民館にあります）。
12月24日（月･祝）18:00〜20:00
※配達の直前に電話でお知らせします。
1,000円(お菓子入りブーツ代として)
12月14日（金）

次の方々を対象に、合同祈願祭を行います。

3
3

3

の
の
の

3

参加ご希望の方は１月10日（木）までに、参加
を希望される神事、直会の金額を下記の口座まで
お振込みいただき、当日、会場にご参集ください。
なお、個人情報保護の関係から、全ての対象者
を特定することが難しいため、案内通知が届かな
い方がいらっしゃると思いますが、何卒ご理解い
ただき、通知が届かない場合においても、ご出席
賜りますようお願いいたします。
平成31年２月２日（土）神事11:00〜
場 サンルーラル大潟

ブーツの他にも配達を希望される方は、
申込み用紙にその旨をご記入ください。
※訪問直前に玄関先に置いていただく形となり
ます。
公民館 ☎45-2611
※申込は、平日の 9:00
〜 17:15 の間にお願
いします。

参加される行事の金額をお振込みください。
・神事 5,000円（御守、破魔矢、御神酒、写真）
・直会 男性8,000円／女性5,500円
ＪＡ大潟村 本所 普通0028154
合同祈願祭実行委員会 会計 四谷宏一
平成31年１月10日（木）
大潟村合同祈願祭実行委員会
会計 相馬時博
歳還暦代表
三留達也
60
42歳厄年代表 津島弘延
33歳厄年代表 相原千里
事務局 土田崇裕
☎090-5333-7383
※詳細については事務局にお問合せ
ください。

宮野 洋子

りんどうの会

約束の時間違えず現れる
我等の習性ちょっと窮屈

石黒 久司

松岡 正樹

激りたつ熱き想ひの杳き日は
胸温むる残り火なりき

守時 誓子

天空に昇りし友の遭難碑
そこだけ星が息をしている

母と行く萩の小径を車椅子
ゆっくり押して会話弾みぬ

古後 賢一

稲刈終え家族で囲むだまこ鍋
ふくふくあがる湯気にも安らぐ
下間 良子

籾すれば期待はずれの収量に
平成節目天は助けず

小松 稔

つ ま

亡妻の畑真白き韮の花盛り
そっと見てるか秋の蝶舞う

今野 茂

佐藤 モモ子

朴の葉のかおりなつかし朴葉飯
拓きし土地に一本育つ

今にして思うふるさと犬や鶏
放し飼いして村は長閑に

なづき病みよろけバランス崩れしは
我が来し方の蹉跌憶はす
大内 一遙

○
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情報・募集・ご案内

12月１日（土） コニファーでミニク
13:30〜15:00 リスマスツリー作り

常緑樹のコニファーに飾り
付けをして、ミニクリスマ
スツリーを作ろう♪

定員 16人
参加費 1,000円

12月15日（土） ミニ門松づくり①
13:30〜15:00

新年まであと少し！葉ボタン
も加えた、小さくても立派な
ミニ門松を作りませんか。
毎年大人気のため、今年は
２回開催！

定員 16人
参加費 1,000円

12月16日（日） ミニ門松づくり②
13:30〜15:00

〜12月９日（日）
9:00〜17:00

生態系公園

写真展

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

☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474

秋田県では、県外在住者で県内就職を希望す
る方を始め、県内での就職を希望する全ての方
を対象とした「Ａターンフェアin秋田」を開催し
ます。
当日は、県内企業ブースでの説明会や個別面
談、Ａターン希望者を対象としたミニセミナー
や各相談ブースでの就職相談や移住相談等を行
います。
ご家族、お知り合いの方で就職希望の方がい
らっしゃいましたら、ぜひご案内ください。

12月30日（日）12:00〜15:00
場 秋田拠点センターアルヴェ１階
きらめき広場（秋田市東通仲町4-1）
秋田県内への就職を希望する全ての方
（学生も可）
・予約不要
・服装自由

放送大学では、平成31年度４月入学生を募集
しています。
放送大学は、テレビ、ラジオ、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
業の方が学んでいます。
教育・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学・心理など、幅広い分野を学べます。
また、全国に学習センターが設置されており、
サークル活動などの学生の交流も行われていま
す。
資料を無料で差し上げていますので、お気軽
に放送大学秋田学習センターまでご請求くださ
い。放送大学のホームページでも受け付けてお
ります。
第１回：２月28日（木）まで
第２回：３月17日（日）まで

・入退場自由
放送大学秋田学習センター
☎018-831-1997

・お子さま連れ可
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
☎0120-122-255

○
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12月の行事予定
日付

行事名等

場所等

目

３日 検診結果説明会（〜5日、P9参照） 保健センター
（月） 農業委員会定例総会（13:30〜） 役場
６日
（木） 不用衣類回収（9:30〜）

10日 小中学校創立50周年記念クリスマス
（月） （中学校吹奏楽部・小学校音楽部）
12日
（水） 中学校 ＰＴＡ授業参観

中学校

16日
（日） 村民卓球大会（9:00〜）

村民体育館

21日 小学校 冬休み前集会
（金） 中学校 冬休み前集会

小学校

20日 さくらんぼクラブ『はじめてのクリ
（木） スマス☆』（10:00〜、P15参照） こども園
中学校

親子クリスマスお楽しみ会
こども園
（9:30〜）
村民体育館

26日 冬季休業（〜1/13）
（水）

園・小・中

29日
（土） 役場 年末年始の休業（〜1/6）

役場

１月上旬の行事予定

日付
行事名等
６日 大潟村消防出初式
（日）
７日
（月） 役場 仕事始め
村づくり研修報告会
８日
（13:30〜、P8参照）
（火）
農業委員会定例総会（15:00〜）

3
3

学校大体育館

15日 園創立50周年記念なかよし発表会 こども園
（土）
（9:30〜）

村民剣道大会（13:00〜）

3

村民センター
東２丁目分館

14日
（金） 小学校 ＰＴＡ授業参観・学級懇談 小学校

22日
（土）

目

公 館
体育館
館
目
場
目 ラ
育
ー

ー
館

3 3
3
3 3

3

能
西
西
西
東
東

目

館
館
館
館
館
館
館
館
館

3

3

3

3

3
3

3

3
3

33

3

3

3

場所等
サンルーラル
役場
役場

行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意

役場

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。
北村シゲさん(西3-4、☎45-2918)

12月18日（火）10:00〜12:00
場 役場第２会議室
て

◎ポルダー結婚支援センターに、
直通の電話番号ができました。
お気軽にご連絡ください。
☎４５−２１１９

○
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大潟村第三次入植50周年記念祝賀会

11月15日（木）、サンルーラル大潟に
おいて、大潟村第三次入植 50 周年記念祝
賀会が行われました。
昭和 43年11月に入村した第三次入植者
やその家族が、 50 年という時の流れを顧
み、盛大に祝いました。

の
の

公園

の

地

の

の

大潟こども園・小学校・中学校

創立50周年記念式典

の

の

11 月１日（木）、中学校体育館におい
て、大潟こども園・小学校・中学校創立
50周年記念式典が行われました。
園児・児童・生徒、来賓、地域の方々が
多数出席し、これまでの 50 年を祝い、さ
らなる発展を祈念しました。
林

○
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