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ワクワクドキドキ、ピカピカの一年生！
４月７日
４月７
日
（水）
（水）
、大潟小学校の入学式が行われまし
た。最初は少しそわそわしたけど、名前を呼ばれる
と「はい！」、おめでとうと言われたら「ありがと
うございます！」と元気に返事をしていました。
入学、おめでとうございます！（関連P2）

No.

590
令和３年

５月号

入学おめでとう！
大潟小学校

４月７日

新

入

新入生16名

４月７日(水)、大潟小学校の入学式が行われま
した。
新入生は先生や同級生と手をつないで入場し、
最初は少し緊張している様子でしたが、先生に名
前を呼ばれるとしっかり返事をしていました。
三浦校長先生から「自分でできることをちょっ
と増やすことに挑戦してください」とお話があっ
る い

た後、児童代表の藤田琉維さん（北2）から「色々
なことに挑戦して、毎日楽しく過ごしましょう」
と歓迎の言葉があり、新入生たちは小学校生活へ

保護者に向かって「がんばります！」

の期待に胸を膨らませているようでした。

藤田琉維さんから歓迎のことば

大潟中学校

入学式

４月７日

教室ではちょっぴり緊張した様子

新入生30名

４月７日(水)、大潟中学校の入学式が行われま
した。
式では安田校長先生から「元気」「根気」「勇
気」の３つの気を持ってほしいとの言葉があり、
新入生は凛とした表情で話を聞いていました。そ
の後、生徒会長からの歓迎の言葉に続き、新入生
代表の遠藤真琴さん（西3-4）より「周りへの感謝
の気持ちを忘れず、常に新しいことに挑戦する」
と誓いの言葉が述べられました。
凛とした表情で前を見据えます

新入生代表 遠藤真琴さんの誓いの言葉
○
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先生たちからのあいさつ

入園おめでとう！

入

大潟こども園

入園・進級式

４月８日

新入・進級園児18名

４月８日(木)、こども園の入園・進級式が行われ、18名の園児が年少クラスに入りました。
式の中で、小澤園長先生からは「みなさんは今日からにじ組さんです。ほし組、つき組のお兄さんお姉
さんがいろいろなことを教えてくれます。仲よく遊びましょう」とあいさつがありました。
また、お祝いのセレモニーでは年長さんによる園歌が披露され、新入園児はお兄さんお姉さんの立派な
姿に目を輝かせていました。

最初は少しきょろきょろ・・

つき組さんから歌のプレゼント

東京農業大学学長による記念講演が行われました
３月 25 日(木)、ホテルサンルーラル大潟にお
いて、東京農業大学の髙野克己学長による講演が
行われました。今回の講演は、大潟村と東京農業
大学の包括連携協定締結を記念して行われたもの
で、「ごはんのおいしさ」をテーマに、約80人の
参加者が集まり、講演に耳を傾けました。
東京農業大学では様々な品種について科学的な
分析を行っており、秋田県の新品種「サキホコ
レ」についても、秋田県農業試験場の依頼で分析
を行ったところです。冒頭の髙野学長のあいさつ

講演中の様子

では、「米は収量、栄養価、おいしさ等非常に優
れた食糧であり、今回の講演を機に、今一度ごは
んのおいしさについて考える契機としてほしい」
との話がありました。
講演では、最初に東京農業大学の歴史や研究内
容、地域との関わり等についての紹介があり、そ
の後お米の分析・評価方法についての解説、現代
人が抱える健康の問題と栄養強化米について等
多岐に渡ってお話がありました。さらに講演後の
質疑では、米の受給需要と供給や販路についてま
で話が及び、参加者からは「非常に興味深い内容

講演後は多数の質問がありました

だった」との感想が聞かれました。

○
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令和３年５月号

大潟村からNHK秋田放送局に感謝状が贈呈されました
３月26日(金)、NHK秋田放送局において、大潟
村からNHK秋田放送局への感謝状が贈呈されまし
た。この感謝状は、大潟村を舞台に製作され今年
１月に放送された秋田発地域ドラマ「金色の海」
の製作・放送について、村からNHKに対し感謝を
表したものです。贈呈式の後、製作に携わったメ
ンバーは「村の方々の多大な協力をいただき、天
候にも恵まれ、非常にありがたかった。コロナ禍
で交流ができなかったのが心残り」と、制作時の
髙橋村長（左）と石井局長

ことを振り返っていました。

屋外用テントが寄贈されました
４月２日(金)、株式会社加藤建設・株式会社秋
田銀行船越支店から大潟村に、屋外用テントが寄
贈されました。このテントは、デンマークボート
ナショナルチームのオリンピック事前合宿が大潟
村で行われることを受けて寄贈されたもので、選
手の休憩所等に活用される予定です。
加藤社長と碇屋支店長は共にボート選手として
高校・大学で活躍された経験があり、また加藤社
長は秋田県ボート協会副理事長として、ボート競
技の普及・強化に尽力されています。さらに加藤

後列左から石川次長、北林教育長、工藤副村長、佐伯美空さん
前列左から石川支店長(大潟支店)、髙橋村長、加藤社長、碇屋支店長(船越支店)

建設では「秋田トップアスリート協議活動サポー
ト事業」を活用し、村出身の女子ボート選手であ
み

く

る佐伯美空さんを雇用し、仕事と協議活動の両立
を支援していただいています。
加藤社長からは「以前から大潟村に何らかの形
で協力したいと思っていたので、今回このように
実現することが出来て大変嬉しく思っている。有
効に活用していただければありがたい」との言葉
がありました。この度の寄贈、誠にありがとうご
寄贈された屋外用テント

ざいます。

春の火災予防運動が実施されました
４月４日(日)〜10日(土)までの１週間、春の火
災予防運動が実施されました。
期間中は消防団による巡回、啓発活動、サイレ
ンの吹鳴などが行われました。
運動初日の４日には、朝６時30分のサイレンに
合わせ、消防団の駆けつけ訓練が行われ、松橋稔
団長の訓示の後、消防設備の点検を行いました。
空気が乾燥し、火災の起こりやすい季節です。
火の取扱いには、充分ご注意ください。
○
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◎大潟村消防団では、現在、団員を募集していま
す。興味のある方は生活環境課までご連絡くださ
い。☎45-2115

令和３年５月号

春の交通安全運動が実施されました
「春の全国交通安全運動」にあわせ、村でも４
月６日(火)から 12 日(月)まで、春の交通安全運
動が実施されました。期間中は学校周辺の交差点
での街頭指導や、青パトでの巡回を実施するなど、
交通安全の普及啓発に努めました。
大潟村では、昨年、飲酒運転追放等競争第１位
を達成したほか、令和３年２月５日をもって交通
死亡事故ゼロ1500日を達成するなど、交通安全に
対する意識は高まってきています。しかし、数件
の物損事故が発生し、けが人も出ています。車の
運転をする際には歩行者ファーストの意識を高め、

常に安全運転を心がけましょう。子どもたちを事
故から守るためにも、急いでいる時や忙しい時で
も、交通ルールやマナーを守って運転しましょう。

自衛官募集相談員を委嘱しました
４月13日(火)、役場応接室にて自衛官募集相談
員の委嘱式が行われ、髙橋村長と米山自衛隊秋田
地区協力本部長との連名により、委嘱状が交付さ
れました。委嘱された栢森一夫さん（東2-4）はこ
れまでも相談員を担っており、令和３年４月１日
から新たに２年間、相談員として活動していただ
くこととなります。式では村長より「引き受けて
いただいたことに感謝している。地域のためにお
力をお借りしたい。」と激励を受け、新たな任期
のスタートとなりました。

委嘱された栢森一夫さん（前列左から２番目）

タブレット端末貸与式が行われました
４月16日(金)、小・中学校の児童生徒へのタブ
レット端末貸与式が行われました。このタブレッ
ト端末は、国が進める GIGA スクール構想に沿っ
て教育委員会で用意し、児童生徒１人１人に貸与
されるもので、学習のためのツールの１つとして
活用されます。
式では、代表の佐々木弘人さん（小６）、川北
乙葉さん（中３）が北林教育長より端末を受け取
りました。教育長からは「健康に注意しながら、
学びを深めるために活用して欲しい」と話があり、
代表２名は「自分専用のタブレットはとても嬉し
い」「自分の可能性を伸ばすのに活用したい」と
決意を述べました。
その後、６年生の教室では早速タブレットを起
動し、実際に操作する時間が設けられ、それぞれ
思い思いの内容を検索したり、音を出してみたり
と感触を確かめていました。

タブレットを受け取る様子

新
電源を入れて起動します
○
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新型コロナワクチン集団接種について

80歳以上の方の集団接種が始まります
４月26日の週にファイザー社製のワクチンが１箱（約500人分）届くこととなっています。ワクチンの
供給量が限られるため、

0

。２月の希望調査で接種を希

望した80歳以上の方については、日時を指定し、4月中旬に通知しています。

対 象 者 ： 80歳以上で接種を希望される方
接種日時 ： ５月10日(月) 〜 ５月12日(水)
※必ず、お知らせした指定の日時に受付をしてください。
会

場 ： 村民センター（大潟村中央１−１７）

接種回数 ： ２回（２回目は５月31日(月)〜６月３日(木)）
接種費用 ： 無料
服

装 ： すぐに肩を出せるような服装でお越しください。

(Tシャツの上から上着を羽織るなど)

＊指定の時間より早く来ても受付できません。指定された時間内にお越しください。
予診票はできるだけご自宅で記してください。
＊指定日時で都合の悪い場合は、必ず指定日より前に下記の【相談窓口】へご相談ください。
＊２月の希望調査で集団接種を希望しなかった方が、集団接種を希望するに変更したい場合は、できるだ
け早く相談窓口へご連絡ください。
＊ひだまり苑・ケアハウスゆうゆうに入所中の方は、５月以降施設内で接種します。
＊村外に住所のある方が、村で集団接種を希望する場合は保健センターに「住所地外接種届」を取りに来
てください（施設に入所中の方は不要です）。

大潟村新型コロナワクチン【相談窓口】

ＴＥＬ.０８０−７７４０−０１４１

＊ワクチンに関する専門的なお問合せは、国または県の窓口へお願いします。

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター

秋田県新型コロナワクチン
相談センター

☎ ０１２０−７６１７７０
受付時間 ９：００〜２１：００

☎ ０５７０−０６６−５６７
受付時間 ８：００〜１７：００

高齢者の次に接種開始予定の「基礎疾患のある方」の範囲に以下のとおり追加されました。
基礎疾患のある方は、優先接種の対象で７月上旬に接種を開始する予定です。日時などを調整する必要
がありますので、対象となる方で集団接種を希望する方は相談窓口へご連絡ください。

○「重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は
自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）
○知的障害（療育手帳を所持している場合）」
０８０−７７４０−０１４１

☎45-2
○
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新型コロナワクチン集団接種のリハーサルが行われました
４月19日(月)、村民センターで、新型コロナウ
イルスワクチン接種のリハーサルが行われました。
リハーサルは、スタッフ約30名、第１回接種対象
の村民約20名が参加し、実際に受付から予診票の
記入、接種、休憩までの流れを確認しました。
入口からの人の流れ、密集具合、緊急時の対応、
ワクチンが余った際の対応等、実際の接種時を想
定して様々なケースへの対応方法を確かめ、本番
に供えました。

受付を終えて予診票を確認

実際の接種が始まると会場に入る人数が増える
ため、密を避けながらいかに確実かつ迅速に接種
を終えるかが課題となります。村民の皆さまにお
いても、スムーズな接種へのご協力をお願い致し
ます。
（集団接種の詳細についてはP6をご覧ください｡)

接種後に休む場所と時間を案内

大潟村診療所

vol.18

岩村先生の健やかコラム
本当に血圧を気にしなければいけないのは誰だ
高血圧に糖尿病に高脂血症に骨粗しょう症に
…。病院に通って薬を飲んでというのは年寄り
の仕事、と思っている方が多いと思いますが本
当にそうでしょうか？
高血圧を例にとって考えてみると、確かに

そしてその始まりは 30 歳
代40歳代にあるのです。
当診療所に通っている
人の中にも 40 〜 50 歳代で
下がりにくい高血圧の人が数人います。こうい

60 歳前後くらいから血圧が高くなってくる人 う人たちは何種類も薬を組み合わせてもなかな
が多いです。しかし、それより若くして血圧が

か血圧が良い数字になってくれない。そしてす

高い人たちがいます。極端な例だと 20 歳代か

でに心臓肥大など高血圧の合併症の始まりのよ

ら高い人もいるようです。さすがに 20 歳代か

うなものを持っていることが珍しくありません。

ら血圧が高い人を数十年追跡した経験はありま

本当に気をつけてほしいのはこういう年代の方

せんが、ものの本によるとそういう人たちはか

たちなのです。こういう人たちに 80 歳くらい

なりの確率で重大な合併症が起きてくることが

まで無事に元気に生きて行ってもらうのが血圧

解っています。高血圧をまったく治療せずにい

を診る医者の仕事です。血圧の値だけでなく、

た場合は 60 歳より前に最初の事件がおきる印

薬の組み合わせ・副作用のチェック・合併症の

象があります。事件の中身は脳梗塞・脳出血・

チェックなど結構気を使います。１種類の薬で

心不全などいろいろありますが、その後もその

あっさり血圧が下がる人たちは幸せなのです。

ような事件を繰り返して行くので結局天寿を全

血圧に気を付けるのはお年寄りの仕事ではあ

うすることはできません。高血圧・動脈硬化で

りませんよ！！

本当にやられていく人はそんな経過になります。

○
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自治会長連絡協議会総会

会長に屋敷誠吾さん（西1-1自治会）を選出
４月９日(金)、役場会議室において令和３年度自治会長連絡協議会が開催されました。
はじめに、本年度の協議会の役員の選出が行われ、会長に西1-1自治会長の屋敷誠吾さん、副会長に東

2-1自治会長の小林由喜也さんが選出されました。
その後、令和２年度の事業報告・決算、令和３年度の事業計画案・予算案等が審議され、いずれも原案
通り承認されました。
続いて役場各課から、新型コロナウイルスワクチン接種、防災訓練、庭木・剪定木類の処理等について
説明があり、質疑が行われました。
なお、各自治会の担当役場職員が下表のとおり変更となっております。１年間、役場職員も積極的に各
自治会に出向き、村民の皆様と行政との橋渡しとなるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。

自治会長及び自治会担当役場職員名簿
住区

自治会長名

自治会担当役場職員

住区

自治会長名

東2-3

千葉 隆広

自治会担当役場職員

まさと

西1-1

屋敷 誠吾

宮田 雅人、荒関 智彦、

しらいし

白石 梨絵
たつなり

ふ

西1-2

清実 達也

しらいし よしたか

西1-4

山本 竜平

渡辺 祥達、今野 智美

西2-1
中央１
西2-2

白石 芳高
ともみ

猛、小瀧 みゆき

東2-4

高橋 孝太郎 北嶋

東2-5

古戸 正人

東2-6

松山 公咲

り

さ

学、宮崎 莉沙

工藤 修功、今野 佳奈子、
たけあき

三浦 豪祥

ともなり

畠山 淳

荒関 宏

近藤 比成、相原 千里、
つのだ

角田 伸代
菅原 美子、菅原
さちき

聡、

近藤 幸希
お が た や

こうへい

西2-3

矢久保 論

小形谷 範子、進藤 滉平

西2-4

三浦 一人

庄司 都志哉、児玉 美奈子

西3-1

鎌田 良廣

近藤 綾子、小野

西3-2

たけし

み

池田 龍成、宮田 文美、

よしたつ

石川

遠所 進一

と

し

や

進藤 三枝、薄田
小澤

むつみ

しゅん

舜

こうこ

東3-1

藤原 晃毅

東3-2

藤盛 恭一

東3-3

瓜生 宏

東3-4

小野寺久憲

北1

小林 基継

ゆたか

穣、

睦

と さ ば や し がく

遠藤 有子、土佐林 学
ゆうすけ

澤井 公子、畠山 友伴、
ま

ゆ

こ

齋藤 真優子
伊東

ゆたか

まさや

寛、髙橋 真也、

佐々木 香代子
吉田

敦、庄司 真紀子、

松橋 耕平
たけた

み

き

米谷 朋浩、竹田 美輝
小林

豊、田中 友美、

太田

翼、岡田 智子

さとこ

とおる

西3-4
東2-1
東2-12

○
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池端 大悟

小林 由喜也

のりゆき

薄井 伯征、木阪

のぞみ

望

小野 朋也、佐藤 洋平、
伊藤 茂美

北2-4
中央3
中央2、
4

花塚 雅人

進藤 智哉、平ノ内 亮、
佐藤 純子
ともみ

中島 圭裕

石川 歳男、小貫 智美、
ゆきひろ

宮田 征大

令和３年５月号

大潟村健康づくり推進委員会から

安全で健康な農作業を
農作業シーズンが始まりました。農作業による、運動器の障害（腰、膝等の痛み）、感覚器の障害（難
聴、紫外線による白内障、熱中症等）に注意しながら、安全な作業を行いましょう。

農作業に伴う肩こりや腰、膝の痛み
長時間の作業で固まった筋肉や関節をほぐ

紫外線による白内障
白内障（※）の約 20％は紫外

すために、農作業の合

線が原因だと報告されています。

間や夜などストレッチ

UV カットのサングラスや眼

を行いましょう。健康

鏡をかけて、眼の中に紫外線が入らないよう

な生活を送るためには、

に予防しましょう。

農作業の疲れをその日

※白内障：眼球の水晶体が濁って、視力が低

のうちに軽減すること

下し、最悪の場合、失明してしまう眼の病

が大切です。

気です。

農業機械の騒音による聴力の低下

熱中症

農業機械の騒音は、操縦者だけでなく、直

暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、

接農業機械を操作しなくても、その傍で作業

農作業中の熱中症が多くなります。熱中症を

に従事している場合でも聴力低下が認められ

正しく理解し､予防に努めましょう。

ています。
特に、背負式動力散粉機は騒音レベル

＜熱中症予防＞

101dB（電車が通るときのガード下と同等）

○暑さをしのぐ服装

と非常に大きくなってい

（帽子の着用、通気性の

ます。

良い衣類の着用）

（※ 100dB 以上は、聴覚

○こまめな休憩、水分補給

機能に異常をきたす騒音

○気温の高い時間は作業

レベル）
作業中は耳栓等をつけ

をしない
○ハウスや小屋等の換気

て騒音を防ぎましょう。

日焼け
日焼けは「やけど」の一種です。たかが日焼けだと軽く考えず、肌をケアしましょう。
日焼け止めクリームを塗ったり、帽子の着用等日焼け止め対策をしましょう。
＜日焼けをしたら＞
・日焼け直後は体全体の水分が失われている状態なので、水分補給をしっかりと！
・紫外線は肌だけでなく細胞にもダメージを与えています。身体全体が弱まってい
るので、しっかり睡眠をとりましょう！
・食事から栄養を！特にたんぱく質、亜鉛、ビタミンC、ビタミンEを摂取して、
身体の内側からケアをしましょう。

○
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特 集

大潟村農産物・加工品輸出

〜 生物多様性評価に基づく大潟米

１．協議会設立からの動き
本協議会は、国内のコメ消費が減少する中、海外に大潟村のコメや農産物等を輸出するための取り組み
を進めるため設立しました。会員は村、ＪＡ、村内のコメ販売会社等のほか、秋田県や秋田銀行など村外
からの機関も加え、平成28年４月に設立しています。
開始から５年が経過したこれまでの取り組みとこれからの方向性を紹介します。

２．これまでの実績
国内外で開催された食品展示会への出展や、輸出に関心を持つ企業が集まる商談会などに参加し、それ
ぞれの国の業者や小売との関係を深め、パートナー企業を発掘する方法を中心に活動してきました。
その結果、直接輸出する会員企業や、国内の商社を介して輸出する会員企業が増え実績を伸ばしていま
す。
農産

※大潟村農産物・加工品輸出促進協議会調べ

村内企業から台湾向けコンテナ出発

Food Expo/香港でのブース

３．見えてきた世界の食トレンド
これまでの活動を通して見えてきたのは、食のトレンドが栄養・健康・安全・倫理面でのPRと、各種認
証の取得及び表示が重要であるということです。その内容は次のとおりです。
①ヘルシー（健康・安全）

→ オーガニック、GF(Gluten Free)、GAP、FSSC22000、
ISO22000、HACCP

②オリジナリティ（独自性） → GI、特許、商標
③オーセンティク（本物志向）→ 宇治の抹茶、松阪牛、大間のマグロ
④エシカル（倫理的消費）
○
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→ フェアトレード、レインフォーレスト・アライアンス

令和３年５月号

促進協議会の取り組みとこれから
の高付加価値化 に取り組む理由〜
⑤リリージョン（宗教）

産業振興課
農業

→ ハラール、コーシャ

⑥レギュレーション（国別規制）→ 食品添加物、残留農薬
これらの取組を、村の現状と比較すると次のような課題が見えてきます。
①と⑤は十分な対応が見られます。
②と③は相互関連が強くお互い補完関係にあり新規参入のハードルが高いです。
⑥は国内の規制はクリアしているものの、輸出相手国によって対応が必要です。
以上の理由から、大潟村が向かうべき方向として④のエシカルに着目しています。

４．大潟村のアドバンテージ
その理由は有機栽培と特別栽培です。村全体の３割を占めるこの取り組みは、他の市町村の追随を許さ
ない大きなアドバンテージでありエシカルと繋がる取り組みだからです。
エシカルの具体的な取り組みとしては、環境への配慮（エコ商品）、社会への配慮（フェアトレード商
品）、人への配慮（障がい者支援）、地域への配慮（地元産品）、生物多様性への配慮（RSPO認証パー
ムオイル）などがあります。この中の 生物多様性への配慮 と村の有機栽培等を結びつけ、大きな特徴
としてＰＲしていけないかと考えています。

５．生物多様性配慮への理解が進むEU−アメリカ
SDGｓ（エス・ディー・ジーズ）をご存じでしょうか。これは国連サミットで採択された2016年から
2030年までの15年間に世界が達成するために掲げた17の目標です。
生物多様性への配慮は、この目標の12番（持続可能な消費）と15番（陸の豊かさも守ろう）に合致して
います。ＥＵやアメリカの人たちはこうした取り組みを非常に高く評価しています。こうした取り組みを
している農産物を購入することは、消費自体がエシカル消費であり陸域生態系の保護、回復、持続可能な
利用の推進に資する取組であるという理解が、日本よりもはるかに進んでいるのです。

６．大潟村における生物多様性の調査・評価・表示への取組と応用
そこで、輸出に向けた米の高付加価値ＰＲ戦略として、エシカル消費及びSDGｓに応える産地であるこ
とのシンボルとしてサギ類とハクガンを取り上げ、野生生物との共存が成立した取り組みを行っているこ
とを国内外にＰＲし、輸出の拡大に繋げていきたいと考えています。

ネズミを捕食したアオサギ

飛来直後のハクガン
（写真提供：堤朗氏）

○
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大潟村役場 職員紹介

令和３年度

今月と来月の２回にわたり、所属ごとに令和３年度の大潟村職員と業務内容を紹介いた
します。今月は村長部局・議会事務局・農業委員会事務局です。

村長

髙橋

副村長

浩人

工藤

敏行

総 務企画課 ☎45-2111
《総務広報班》

議会、条例、規則、人事、給与、行財政
改革、情報公開、選挙、広報、公聴、統
計など

課長（書記長）

薄井

西3-4担当

伯征

《企画財政班》
総合村づくり計画、
広 域 マイタウンバ
ス、企業誘致、広域
行政、地方創生、ふ
るさと納税、移住・
定 住 化 促 進 、自治
会、国際交流、財政
（予算編成、予算執
行、地方交付税、地
方債）など

企画担当
主査

小形谷

範子

庄司

総務・人事・給与担当
主査

北2-4担当

東2-6担当

進藤

財政担当
主査

西2-3担当

情報・選挙担当
主査

都志哉

智哉

相原

千里

菅原

会計年度任用職員
事務補助

北嶋

西2-1担当

《結婚支援センター》

有子

西2-4担当

広報・統計担当
主任
財政担当
主任

遠藤

《出向》

聡

西2-2担当

ゆかり

会計年度任用職員
事務補助

大渕

克子

《派遣》

会計年度任用職員
特定事項担当

児玉

会計年度任用職員
事務補助

佐々木

○
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鶴代

農林水産省
主任

佐藤

真悟

秋田県後期高齢者医療広域連合
課長補佐

後藤

克司

俊明

税 務会計課 ☎45-2113

《会計管財班》
現金・基金・有価
証券の出納保管、
支払、公共財産管
理・庁舎管理、工
事の検査など

課長（兼）会計管理者
（兼）出納員
（兼）主席検査員

伊東

管財担当
主査

寛

東3-2担当

工藤

修功

東2-5担当

会計担当
主事

宮崎

莉沙

東2-4担当

《税務班》住民税（個人・法人）、固定資産税、家屋調査、国民健康保険税、軽自動車税、その他税など

固定資産税担当
課長補佐（班長）

国保税・軽自動車税担当
主任

東3-1担当

西1-2担当

澤井

公子

宮田

文美

生 活環境課 ☎45-2115
課長

近藤

西2-1担当

主任

岡田

住民税担当
主任

智子

土佐林

北1担当

学

東2-6担当

会計年度任用職員
事務補助

村上

香織

《生活班》

道路・橋梁、村営・
公営住宅、公園・
緑地、排水路・側溝、
上下水道、交通安全、
消防、防犯、防災計
画、男女共同参画な
ど
上下水道担当
主査

比成

渡辺

祥達

西1-4担当

道路・建設・村営住宅担当
主事

髙橋

真也

東3-2担当

《環境班》

八郎湖水質改善、環境衛生、廃棄物処理、自然エネルギーなど

環境・エネルギー担当 【新規採用】環境衛生・塵芥処理担当
環境衛生・塵芥処理担当
環境班(兼)生活班・主任 主事

石川

猛

東2-3担当

進藤

秋田市出身の進藤
です。村外出身者
ということで、不
慣れな点も多くあ
ると思いますが、
早く馴染めるよう
に精進します！

消防・防災・交通安全・防犯担当
主事

小野

舜

西3-1担当

会計年度任用職員
事務補助

畠山

建一

滉平

西2-3担当

浄 水場

☎45-2310

浄水場・上水道の維持管理
会計年度任用職員
事務補助

児玉

昌子

下 水道管理事務所

☎45-2310

会計年度任用職員
技師（上水道）

斉藤

武

会計年度任用職員
技師（上水道）

久能

幹雄

会計年度任用職員
技師（下水道）

大渕

健信

公共下水道中継ポンプ場の維持管理
○
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福 祉保健課 ☎45-2114

《保健班》

戸籍、火葬許可、
窓口業務、国民
健康保険、介護保
険、後期高齢者医
療、介護予防、国
民年金など

課長（兼）保健センター
事務長（兼）地域包括
支援センター管理者

北嶋

学

東2-4担当

国保・福祉医療担当
主査

戸籍・年金担当
主査

東3-4担当

西3-2担当

米谷

朋浩

進藤

三枝

《福祉班》

高齢者福祉、障が
い者福祉、児童福
祉、社会福祉、生
活保護、人権擁
護、特別養護老人
ホームなど

高齢者福祉担当
主査

後期高齢・介護保険担当
主事

東2-1担当

西3-4担当

小野

木阪

朋也

会計年度任用職員
事務補助

望

西方

真奈美

診 療所
☎45-2333

障がい福祉担当
主査

吉田

敦

東3-3担当

角田

診療所専門員

生活習慣病予防、結核・感染症予防、予防接
種、母子保健事業、精神保健事業、献血など

中央3担当

近藤

幸希

西2-2担当

会計年度任用職員
事務補助

鎌田

○
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伊藤

茂美

千織

診療所専門員（看護師）

児玉

東2-1担当

【新規採用】保健師

保健師

智美

岩村 文彦

伸代

☎45-2613

小貫

由紀子

西2-1担当

保 健センター

主任

今西

所長（兼）
保健センター所長

診療、看護、臨床検
査、健康相談など

児童福祉担当
主事

会計年度任用職員
事務補助

白石

梨絵

美奈子

西2-4担当

今年度は、安心・
安全・迅速に村民
の皆さまが新型コ
ロナワクチンを接
種できるよう少し
でもお力になれれ
ばと思います。よ
ろしくお願いしま
す。

西1-1担当

会計年度任用職員
保健師

石川

恵

会計年度任用職員
看護師

一ノ関

紗織

会計年度任用職員
事務補助

伊藤

直子

地 域包括支援センター
☎22-4321

高齢者の相談・権利擁護、介護予防
支援、ケアマネジメント業務など
専門員（保健師）

小瀧

社会福祉士

みゆき

二田

東2-3担当

弥生

主任介護支援専門員

藤村

郁子

産 業振興課
☎45-3653

農業振興担当
主任

課長

宮田

西1-1担当

雅人

薄田

穣

農業振興担当
産業班（兼）商工観光班･主任

農業振興担当
産業班（兼）商工観光班･主任

東2-1担当

東3-3担当

佐藤

西3-2担当

洋平

《産業班》

米・畑作・野菜・花卉・畜産等の農産物・
林業に関する各種施策、認定農業者、環境
保全型農業、金融・融資制度、土地改良、
農地・農道、農用地利用・集積など

《商工観光班》

商工・観光振興、桜と菜の花まつり、
新米まつりなど

観光・商工振興担当
主査

菅原

美子

西2-2担当

会計年度任用職員
事務補助

伊藤

喜久美

農業振興担当
主事

宮田

征大

【新規採用】農業振興担当
主事

中央3担当

会計年度任用職員
農業アドバイザー

松橋

秀男

今野

智美

松橋

耕平

４月より主に林業
や農用地集積事
業担当となりま
した。村民の皆さ
んとの交流を大切
に、 一 生 懸 命 頑
張りたいと思いま
す。よろしくお願
いします。

西1-4担当

会計年度任用職員
農業アドバイザー

金

和裕

会計年度任用職員
事務補助

宮野

まり子

議 会事務局 ☎45-2587

農 業委員会事務局 ☎45-3654

議会運営、監査など

農業委員会、農地の権利移動・転用、賃貸借料の提供など

事務局長（書記）

近藤

綾子

西3-1担当

会計年度任用職員
書記

藤村

明美

事務局長

宮田

雅人

西1-1担当

主査

池田

龍成

西1-2担当

会計年度任用職員
事務補助

武田

聖子

○
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令和３年５月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎45-2111／FAX 45-2162

新 婚さんの生活を応援します！
大潟村で新しい生活をスタートさせる新婚世帯に

【対象経費】

対して、住宅の購入費や家賃、引越にかかる費用を

・住宅を取得した費用（新築・中古住宅）

補助します。最大30万円の補助となりますので、ご

・賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

活用ください。

・引越費用（引越業者または運送業者へ支払った費

【対象世帯】
・令和３年１月１日〜令和４年３月31日までの間に
婚姻届を提出し受理された夫婦
・婚姻日に夫婦とも39歳以下
・世帯所得が400万円未満であること

用）
【補助限度額】
１世帯当たり30万円
【申請方法】
総務企画課に備え付けている申請書に必要事項を

・対象となる住居が村内にあり、夫婦の双方又は一

記入し、添付書類と併せて提出してください。なお、

方の住民票の住所が当該住宅の住所となっている

申請書はホームページからもダウンロードできます。

こと
・村税を滞納していないこと

詳細についてはお問合わせください。
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111

税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎45-2113／FAX45-2162

軽 自動車税の減免申請について
身体や精神の障がいで歩行困難な人が所有する軽自

◎車両の形状による減免申請に必要なもの（車検証

動車、常時介護する家族が所有する軽自動車、身体障

の形状・備考欄に「車いす移動車」との記載のあ

がい者用に造られた軽自動車については、一定の要件

る８ナンバー取得の特種車両等）

を満たすと軽自動車税が減免される制度があります。

・印鑑

減免は１人につき１台に限られ、毎年の申請が必要に

・車検証のコピー

なりますので、忘れずに申請してください。

・車体の構造が身体障がい者用と確認できる写真

【申請に必要なもの】

（内部の構造やナンバープレートが確認できる

◎障がい者または常時介護者が所有する軽自動車

全体の写真、２、３枚）

・印鑑
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳また
は精神障害者保健福祉手帳など
・実際に運転する人の運転免許証
・減免申請書（税務会計課窓口にてお渡しします）

公 共用地の不当使用について
公共用地（緑地・緑道等）に車両を含めた個人の
所有物を置いたり、畑としての利用や花などの植栽
が散見されます。これらは、不当使用となりますの
で、撤去をお願いします。
また、場所によってはトレーラーが長年置かれ、
子ども達の遊び場となっており大変危険ですので、
心当たりのある方は、撤去をお願いします。

○
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・減免申請書（税務会計課窓口にてお渡しします）
【申請期間】５月31日(月) まで
【申請場所】税務会計課
【問合せ】税務会計課 ☎45-2113

令和３年５月号

生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎45-2115／FAX 45-2162

村 営住宅入居者募集
【募集戸数】２戸
【家賃】21,000円／月〜33,000円／月
（世帯所得に応じて決定）
【募集期間】５月10日(月)〜21日(金)
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。

※村営住宅を退居する場合は、退居希望日の30日前
までに生活環境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なくお
問い合わせください。
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115

特 定公共賃貸住宅（独身用）入居者募集
【募集戸数】２戸（北１丁目） 【家賃】22,000円／月
【募集期間】５月10日(月)〜21日(金)
【入居条件】①１ヶ月あたりの所得が15万８千円以上48万７千円以下
②村内に現に居住し若しくは勤務する場所を有する者
※正社員等で、今後、所得の上昇が見込まれる方は15
万８千円以下であっても入居することができます。
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115

福祉保健課からのお知らせ

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

麻 しん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、難聴などの障害を持つ「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。
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
※昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日生まれの男性は本事業の助成対象外となります。緊急風しん抗体
検査等事業の対象となります。
【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。
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。
【実施医療機関】
大潟村診療所（※希望する方は事前に診療所に連絡をしてください。☎45-2333）
【注意】
・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。
・風しん予防接種後２ヶ月は、妊娠を避けてください。
・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。
【問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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令和３年５月号

福祉保健課からのお知らせ

｢こ

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

ころの体温計」ためしてみませんか？ 〜こころのストレスチェック〜

こころの不調を気軽にチェックできるコーナーが、 相談機関の情報も表示されますので、ぜひご活用
村ホームページ内にあります。ちょっと疲れを感じ ください。
【問合せ】保健センター ☎45-2613
たら、こころの体温を測りましょう。
大潟村 こころの体温計

検索

※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.vill.ogata.akita.jp/utility/thermometer̲of̲heart.html
【内容】「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度を表示します。
「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。
あなたご本人のストレス度・落ち込み度がわかります。
大切な方のこころの健康状態をチェックします。
ストレスにどう対処するかが、こころの健康を保つのに大切です。
飲酒がこころに与える影響がわかります。
認知機能のチェックをすることができます。

保健センター
今月の行事
◎乳児健診
【日時】５月24日(月) 13:00〜
【対象】４ヵ月児（R2.12.16〜R3.1.24生）、
７ヵ月児（R2.9.16〜10.24生）、
10ヵ月児（R2.6.16〜7.24生）
13ヵ月児（R2.4生）
【会場】保健センター
◎乳児相談
【日時】５月24日(月) 10:30〜
【対象】R3.3月生の乳児
【会場】保健センター
◎小児科医による健康相談
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】５月24日(月) 14:00〜
【相談医】湖東厚生病院小児科医師
【その他】事前にお申し込みください。
※当日でも、空いていれば相談できます。
【会場・申込】保健センター ☎45-2613

◎『ちょこっと』での血圧測定
【日時】５月10日(月)、19日(水) 10:00〜11:30
【会場】ちょこっと
◎専門医による「心の健康相談日」
５月14日(金)、28日(金) 13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
５月18日(火) 13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
※相談の予約は、相談日の前日12時までにお願
いします。
【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
◎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。
【日時】
５月12日(水) 13:00〜 栄養相談もできます
５月18日(火) 9:30〜11:00
【会場】保健センター
栄養相談
離乳食やお子さんの好き嫌い、減塩、
普段の食事のこと…栄養士が相談に応じ
ます。お気軽にお越しください。

【申込・問合せ】保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420
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令和３年５月号

福祉保健課 ☎45-2114／FAX 45-2162
地域包括支援センター ☎22-4321

福祉保健課からのお知らせ

６ 月１日は人権擁護委員の日
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、
全国的な啓発活動を展開しています。村でも、この日に合わせて次のとおり特設人権相談所を開設し、皆
様の相談に応じておりますので、お気軽に足をお運びください。
「暴行、虐待を受けた」「セクハラ、パワハラ
を受けた」「名誉棄損、プライバシー侵害を受け
た」「相隣間のトラブル」このような悩みや困り
ごとがありましたら、ひとりで悩まず人権擁護委
員にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守
します。
【日時】６月１日(火) 10:00〜15:00
【会場】公民館 ２階 第２・第３会議室
【相談員】大潟村人権擁護委員
【問合せ】福祉保健課
☎45-2114

常設の人権相談所も下記のとおり平日に開設さ
れておりますので、ご利用ください。
【日時】平日 8:30〜17:15
【会場】秋田地方法務局人権擁護課
（秋田市山王7丁目1-3）
【電話番号】
みんなの人権１１０番
☎0570-003-110
子どもの人権１１０番
☎0120-007-110
女性の人権ホットライン ☎0570-070-810
【インターネット人権相談受付窓口】
「インターネット人権相談」で検索。
携帯電話でも相談できます。
【問合せ】秋田地方法務局人権擁護課
☎018-862-1443

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】５月12日・19日・26日、
６月２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。
◎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】５月20日、６月３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。

◎「認知症になっても大潟村で暮らすためのカフェ」
物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】５月20日(木)
【時間】9:30〜11:30
【会場】ふれあい健康館
◎健康相談
【開催日】５月12日(水)、６月２日（水）
【時間】9:40〜11:30
【会場】ふれあい健康館
◎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
やおしゃべりをしながら、自立した生活をめざ
します。
【開催日】６月10日(木)
【時間】午前10時〜
【場所】ふれあい健康館
【費用】500円（昼食代）
【申込】３日前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

※新型コロナウイルス感染症対策により、事業
を中止する場合があります。

○
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令和３年５月号

産業振興課からのお知らせ

産業振興課 ☎45-3653／FAX 45-2162

■ 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を支援します ■

●新型コロナウイルス感染症対策の影響により、売上げが減少した事業者に対し、雇用と事業を継続す
るため支援金を支給します。
【事業内容】令和２年12月から令和３年３月までに支出した固定費の1/2程度
※固定費とは、人件費（国が支給する雇用調整助成金分を除く）・家賃・リース料・電気料・水道
料・燃料費・広告費など。
【対 象 者】下記のいずれかに該当する者
①村に住所を有する事業者
②法人住民税を納付している事業者
【補助要件】新型コロナウイルス感染拡大により令和２年12月から令和３年３月の売上げが前年比（又
は前々年比）で30％減少していること。
【受付期間】令和３年５月中旬から５月末まで
【申請方法】産業振興課へお問い合わせください。（大潟村公式ホームページにも掲載予定です）
【問 合 せ】産業振興課 ☎45-3653

■ 村民１人１人に対し3,000円の飲食券を配布します ■

●新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少した村内飲食店の支援と地域に元気をとり戻
すことを目的として飲食券を配布します。
【事業内容】村民１人に3,000円の飲食券を５月末に配布
【対 象 者】４月30日時点で村内に住所登録がある方
【対象店舗】ファミリーレストラン パンダ、産直センター潟の店
ホテルサンルーラル大潟、ポルダー潟の湯
【利用期間】令和３年６月〜10月（予定）
【問 合 せ】産業振興課 ☎45-3653

村
農 地水の事務所が大潟村役場内に移転しました
令和３年４月１日より、農地水（大潟村大潟地域
農地・水・環境保全管理協定運営委員会）の事務所
は、大潟村役場産業振興課内（産業振興課に入って
すぐ左手側）に移転しております。
畦畔の再構築や石れきの除去などの要望、草刈り
や砂利敷きなどの報告は、役場内の農地水事務所へ
お越し下さるようお願いいたします。

議会事務局からのお知らせ

産業振興課

【新庁舎】
〈入口〉

農地水

☎22-4550

〈旧庁舎入口〉

議会事務局 ☎45-2587／FAX 45-2587

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

採決されます。また、審議結果については決議後に
文章でお知らせいたします。

請願や陳情、要望書を６月の村議会定例会での審

書き方等、詳細についてはホームページをご覧い

議を希望される方は、５月26日(水)までに議会事務

ただくか、議会事務局までお問い合わせください。

局へ提出をお願いします。

【問合せ】議会事務局 ☎45-2587 FAX 45-2587

提出された請願書等は、議長が受理し、定例会で
関係する常任委員会に付託され、最終的に本会議で
○
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令和３年５月号

大潟村ポルダー結婚支援センターからのお知らせ
・交際・結婚をサポートする
村
出 会い
〜登録料を助成します〜

ポルダー結婚支援センター ☎45-2119／FAX 45-2162

あきた結婚支援センター

あきた結婚支援センターは、県や県内全市町村が共同で設立した、結婚を希望される方を応援する団体です。
結婚を誠実に希望する独身男女に出会いの場を提供しております。
○会員制のマッチングシステム
システムが相性のいい人をマッチングし、１対１の出会いをサポートします。
○入会できる方
①インターネット環境があり、スマートフォンまたはパソコンをお持ちの方
②県内にお住まいの方かお勤めの方、または県外にお住まいでも将来秋田県に移住などを予定している方
③結婚を誠実に希望し、自ら努力される20歳以上の独身の方
④仮登録時に｢利用規約｣に同意された方
○イベントでの出会いをサポート
あきた結婚支援センターのホームページやメルマガ、ライン、フェイスブック等でイベント情報を随時
更新しています。大潟村で開催される婚活イベントもあきた結婚支援センターのホームページに掲載され
ます。
○入会登録は村が負担
大潟村では、村民の方があきた結婚支援センターへ入会された場合の登録料（１万円・２年間有効）を
負担し、皆さんの｢出会い｣や｢結婚｣を支援します。ぜひご利用ください。ポルダー結婚支援センター開催
の婚活イベントにも積極的にご参加ください。
【問合せ】ポルダー結婚支援センター ☎45-2119

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661

新 しい本、入りました
№

タイトル

著者

№

1 デンマーク「希望の絆」

野口 武

2 三浦春馬 死を超えて生きる人

月刊『創』編集部 6 正欲

3 白鳥とコウモリ

東野 圭吾

4 眼圧リセット

清水 ろっかん

タイトル

著者

5 魂手形 三島屋変調百物語七之続 宮部 みゆき

7 何がおかしい 新装版

朝井 リョウ
佐藤 愛子

【本の返却について】
公民館図書室の本の返却し忘れはありませんか？今一度ご自宅の本棚等をチェックしてみましょう。
図書室の本の貸出期間は２週間です。本を借りる際は必ず貸出ノートにご記入ください。
【本の寄贈等について】
読まなくなった本を寄贈する際は直接図書室に置かずに、公民館事務局にお持ちいただくようお願い
します。なお、展示するかどうかは事務局で判断いたしますのであらかじめご了承ください。
【県立図書館との相互貸借について】
図書室にない本で、秋田県立図書館に蔵書がある場合、公民館経由で県立図書
館まで行かなくても本の借用が可能です。返却も公民館経由で行いますので、お
気軽に事務室までお問い合わせください。
※本のタイトルと作者名がわかるとスムーズに手続きができます。また、県立図
書館から本が届いた際のご連絡先をお伺いします。
【問合せ】公民館 ☎45-2611
○
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令和３年５月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661

成 人式実行委員を募集します！
令和３年度の成人式実行委員を募集します。式典
や記念行事の内容などを企画し、「思い出に残る成
人式」を一緒に企画しましょう。お友達を誘ってぜ
ひご参加ください。
【対象者】平成12年４月２日〜平成13年４月１日
生まれ（※令和３年度対象者）
【応募締切り】５月21日(金)

【成人式日時】８月12日(木)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため日程・内
容は変更となる場合があります。
【成人式会場】ホテルサンルーラル大潟
【申込・問合せ】公民館 ☎45-2611
※今年度の成人式は昨年度延期となりました令和２
年度対象者も同日に開催予定です（２部制を予定
しております）。

東 京２０２０聖火リレーについて
６月９日 ( 水 )10:46 に干拓博物
館前から聖火リレーがスタートし
ます。当日は、村内で交通規制が
行われるため、一定時間は住区内
から車の移動ができないなど、ご
不便をおかけすることが予想され
ますが、聖火リレー成功のため皆
様のご理解とご協力をお願いいた
します。
大潟村では、２.７kmを14名の
ランナーが走行しますので、沿道
での応援は、一つの区間に偏らな
いようお住まいの住区から近い歩
道での応援をお願いいたします。
（右図参照）
なお、新型コロナ感染症対策の
ため、３密を避け、マスクを着用
のうえ、大声を控えて拍手での応
援を重ねてお願いいたします。
【走行ルート】14区間：2,722ｍ
【規制時間】規制時間は現段階の目安です。最終隊列が通過次第、順次開放を予定しています。

村
聖 火リレー当日の関連イベントについて
聖火リレー当日にゴール地点で聖火ランナーを交
えた聖火到着イベント（ミニセレブレーション）を
開催します。
【ミニセレブレーション会場】
ホテル・サンルーラル大潟 玄関脇のテラス
11:20頃から20分ほどを予定しています。

○
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☆ミニセレブレーション会場となるホテル玄関脇は、
参加者把握のため一部、場所を仕切らせていただ
きます。歩道等の一般観覧エリアでは、マスクを
着用のうえ間隔を空けるなど感染症対策にご理解
とご協力をお願いいたします。

令和３年５月号

博物館 ☎22-4113／FAX 22-4115
子育て支援センター（こども園内）☎ 45-2345／FAX 45-3615

教育委員会からのお知らせ

ド養成講座 受講生募集
ジ オガイ
男鹿半島・大潟ジオパークの認定ジオガイドを目指しませんか？
男鹿半島・大潟ジオパークについ
て、専門家による講座や野外実習を
通して、地形・地質や歴史、文化の
ほか、リスク管理などジオパークガ
イドに必要な情報を学ぶ講座を開催
します。

【日程】全行程計11回（６月６日〜12月５日のう
ちの日曜日で開催）
【申込方法】住所、氏名、連絡先電話番号を明記の
うえ、干拓博物館へメールでお申し込みください。
メールアドレス museum@ogata.or.jp
【募集期間】５月６日〜６月１日

講座の全行程終了後は、認定ジオパークガイドと
して活動できます。男鹿半島と大潟村の魅力を発信
するガイドになりたい方からの申込みをお待ちして

※詳しくは男鹿半島・大潟ジオパークのホームペー
ジをご覧ください。

http://www.oga-ogata-geo.jp/

います。
【募集定員】若干名（大潟村・男鹿市在住の方でガ
イド活動のできる方）

大 潟村案内ボランティアの会

会員募集

大潟村案内ボランティアの会は、村外から大潟村

ークについて、大潟村の良さを伝える活動を一緒に

にくるお客様に大潟村を案内するボランティア活動

しませんか。

をしています。干拓の歴史や大潟村の名物・ジオパ

【申込・問合せ】干拓博物館 ☎22-4113

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター♪

子育て支援センターでは、子どもはもちろん、大
人も楽しいと感じるような、明るく開放された遊び

【５月のさくらんぼクラブ】

の場を充実させています。その中で、うれしい経験、 ●『たのしくつくろう！』
《日時》５月28日(金) 10:00〜11:00
楽しい経験を積み重ねながら、子どもの成長を共に
喜び、子育てのサポートをしていけるように育児相

《場所》子育て支援センター

談やイベント情報の提供もおこなっています。

手形を使って、ファミリーデーの制作をします。

子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな

世界に一つだけの家族へのプレゼント、作っ
てみませんか？

がりを広げてみませんか？
※新型コロナウイルス感染症の状況により、閉
館・イベント中止の可能性があります。

【申込・問合せ】
子育て支援センター（こども園内）
☎45-2345

新

○
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令和３年５月号

教育委員会からのお知らせ

体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685

◎スポーレおおがた新年度会員募集のお知らせ
『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〜』
スポーレおおがたは、スポーツ教室やおでかけウ 継続の方
ォーキング等々、楽しい企画がもりだくさんです！
スポーレおおがた事務局（村民体育館内）ま
新年度からぜひ、一緒に汗を流しませんか。
たは、下記口座まで年会費を納入してください。
【年会費】（４月１日〜翌年３月31日まで）
【年会費振込口座】
大潟村農協 普通口座 ００１２２７４
個人会員：
3,000円
名義人：スポーレおおがた
ジュニア会員：2,000円（高校生以下）
クラブマネージャー 佐野 潤
家族会員：
5,000円
【申込方法】
◇各種団体の皆様へ
スポーレおおがたの出前教室をぜひご活用くだ
新規申込みの方
スポーレおおがた事務局（村民体育館内）で、 さい！！
入会申込書にご記入の上、年会費を添えて申込 ※先生を派遣し、希望教室開催のお手伝いをします。
【申込・連絡先】
みください。
スポーレおおがた事務局（村民体育館内）
☎090-4042-0799

村
大 潟村B&G海洋センタースタッフ募集のお知らせ☆
B&G海洋センタープールのオープンにあわせ、スタッフを募集しております。
一般・学生・高校生みなさん大歓迎です！！お気軽にお問い合わせください。
【期間】６月下旬〜９月上旬予定
【時間】①9:00〜11:30
②14:00〜17:00
③17:30〜19:00（６・９月）
④17:30〜20:00（７・８月）
【業務】受付、プール遊泳者の監視、施設衛生管理など
【時給】850円
【条件】大潟村で開催する赤十字水上安全法講習会（水難救助講習会）に参加できる方
【申込期限】６月８日(火)
【申込・問合せ】スポーレおおがた（村民体育館内）☎090-4042-0799（大澤）

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）
７月期生を募集します
【訓練期間】令和３年７月２日(金)
〜令和３年12月24日(金)（６ヶ月間）
【訓練時間】9:30〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）
【訓練科】電気設備技術科（15名）
ビル管理技術科（15名）
【募集期間】令和３年４月23日(金)〜５月27日(木)
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）
○
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【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

令和３年５月号

情報・募集・ご案内
大潟村社会福祉協議会から

運転ボランティアが村内おでかけをサポート
社会福祉協議会では、ひとり暮らし高齢者や高
齢者だけの世帯・健康館利用者などで、外出が困
難な方を村内の目的地まで車で送迎しています。
送迎は、講習を受けた運転ボランティアが行いま
すので、必要なときはぜひご利用ください。
【運行区域】自宅から村内目的地まで
【運賃】片道50円
（登録時に利用券をお渡しします）
【支払方法】登録時に申請した農協口座より引き
落とし
【運行時間】午前9:00〜午後4:00
月〜金曜（土・日・祝日除く）

【予約方法】原則として利用日の３日前まで、社会
福祉協議会窓口または電話で予約してください
※予約変更やキャンセル、急を要する場合は、ご
連絡ください
【登録・問合せ】社会福祉協議会 ☎45-2840

秋田県高齢者総合相談・生活支援センターから

高齢者総合相談をお受けします
【一般相談】
平日 9:00〜17:00
【相談方法】
来所、電話、メール、手紙による相談をお受
けします。※相談は無料です。
【相談内容】
・高齢者やその家族の悩み、将来への不安の相談
・高齢者で孤立や孤独を感じている方の相談
・誰かとつながりを持ちたい、話を聞いてほし
い方の相談 など
【連絡先】
秋田県高齢者総合相談・生活支援センター
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5
☎018-824-4165

ikigai@akitakenshakyo.or.jp

秋田家庭裁判所事務局から

憲法週間行事のお知らせ
◆「無料法律相談」
金銭・土地建物・交通事故・相続などの法律
問題について、秋田弁護士会所属の弁護士がご
相談に応じます。
【日時】５月25日(火) 10:00〜15:30
【会場】アトリオン７階（秋田市中通2-3-8）
【募集人員】16人（予約制、先着順）
【申込受付】５月10日(月)〜５月20日(木)
電話により受付（①申込の行事、②氏名、③
人数、④連絡先をお聞きします）
【申込先】
秋田地方・家庭裁判所事務局総務課 庶務係
☎018-803-0181

秋田県健康福祉部福祉政策課から

令和３年度戦没者慰霊巡拝について
厚生労働省では、旧主要戦域等において戦没
者を慰霊するため、御遺族を対象とした海外慰
霊巡拝を実施しています。令和３年度は次の地
域で実施予定ですので、参加を希望される場合
は下記までお問い合わせください。
（実施地域）インドネシア、カザフスタン、東
部ニューギニア、北ボルネオ、中国、旧ソ連、
ビスマーク諸島、トラック諸島、ミャンマー、
硫黄島、フィリピン
【問合せ】秋田県健康福祉部福祉政策課
援護班 ☎018-860-1318

◆「三庁（裁判所・検察庁・法務局）見学ツアー」
【日時】５月26日(水) 13:30〜16:00
【集合場所】秋田地方検察庁（秋田市山王7-1-2）
【募集人員】20人（予約制、先着順）
【申込受付】５月10日(月)〜５月20日(木)
電話により受付（①申込の行事、②氏名、③
人数、④連絡先をお聞きします）
【申込先】
秋田地方・家庭裁判所事務局総務課 庶務係
☎018-803-0181

○
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令和３年５月号

情報・募集・ご案内
秋田北税務署からのお知らせ

振替納付日について
令和２年分の確定申告期限が令和３年４月15日(木)に延長されたことに伴い、振替納税をご利用されて
いる方の振替納付日についても次表のとおり延長されます。
税目

延長前

延長後

所得税及び復興特別所得税の
確定申告

令和３年４月19日(月)

個人事業者の消費税及び地方消費税の
確定申告

令和３年４月23日(金)

24

※確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
申告・納付期限の延長に伴う振替納付日の変更により、所得税及び復興特別所得税の振替納付日が延
納期限と同一日（令和３年５月31日(月)）となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であって
も、上記振替納付日に確定申告に基づき納付いただく税額の全額が引落しされます。
自宅から24時間できる国税の納付手続が便利です。
・ダイレクト納付

・コンビニ納付

・インターネット
バンキング

・クレジット
カード納付

詳しくは、ＱＲコードからアクセスしてください。
【問合せ】秋田北税務署 ☎018-845-1161
自動音声案内で一般的な相談は１、税務署への個別のお問い合わせは２を選択してください。
なお、面接相談には、三密を避けるためにも原則として「事前予約」が必要です。
総務省から

６月１日〜10日は
「電波利用環境保護周知啓発強化期間」です
電波の混信・妨害についての問合せは
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 総務省 東北総合通信局 相談窓口
☎022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku

入札結果について
（予定価格130万円以上）

令和３年３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
温泉保養センター送湯管及び
指名競争 ３月29日
給湯冷暖房保守点検業務委託

落札率（％）

業者名

8,360,000円

99.35

山二施設工業（株）

庁 舎 清 掃 業 務 委 託 指名競争 ３月29日

4,686,000円

97.26

（株）東北ビルカンリ・システムズ

託 随意契約 ３月29日

3,317,160円

93.68

セコム（株）

電 気 保 安 業 務 委 託 随意契約 ３月29日

2,752,200円

91.31

電気管理技術者 太田口 重則

防 災 行 政 無 線 保 守 点 検 委 託 随意契約 ３月29日

4,116,860円

100.00

日興通信（株）秋田支店

警
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村の人口の動き・公共施設の状況

５月の行事予定
日付

行事名等

場所等

６日
農業委員会定例総会（9:00〜）
（木）

役場

18日
大潟中学校体育祭
（火）

中学校

行事名等

場所等

２日
農業委員会定例総会（15:00〜）
（水）

役場

５日
大潟小学校運動会
（土）

小学校

９日
東京2020オリンピック聖火リレー 村内
（水）

・保健センターの行事
⇒P18
・介護予防事業

項目
世帯数
人口
男
女

人数(人） (増減）
1,096 (−35）
3,054 (−63）
1,539 (−22）
1,515 (−41）

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人）

16
76
2

5

◎公共施設の利用状況(３月中）

６月上旬の行事予定
日付

◎人口の動き(４月１日現在）

こちらも
チェック
してね。

⇒P19

・子育て支援センターの行事
⇒P23

５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。お気軽にご相談ください。
【行政相談委員】
北村シゲ（西3-4、☎45-2918）
【相談日】５月18日(火)10:00〜12:00
【会場】役場第４会議室

施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
人
村民センター
817
227人
村民体育館
1,770人 ふれあい健康館
1,360人
干拓博物館
552人 ごみ処理量
87ｔ
多目的運動広場
1,676人 水道使用量
40,599㎥
多目的グラウンド
293人 下水排水量
43,095㎥
子育て支援センター
227人

◎公共施設の太陽光発電量（３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
841
60
804
23
西２分館
3.96
291
53
268
30
西３分館
7.74
587
81
556
50
（調整中）
東２分館
9.99
東３分館
9.99
856
175
795
114
北１コミ会館 7.20
643
94
593
44
北２コミ会館 5.40
518
37
490
9
南コミ会館
4.32
369
116
311
58
多目的会館
4.95
462
68
429
35
合 計
63.54 4,567
684 4,246
363
○売電量の金額換算：178,332円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：960リットル
○消費電量の金額換算：28,728円（単価42円/kWh）
大潟村公式ブログ「おおがた散歩」公開中！

http://www.vill.ogata.akita.jp/blog/

大潟村公式ツイッターアカウント（@ogata̲mura）
新

【連絡･問合せ】総務企画課 ☎45-2111

消防団員募集
大潟村消防団では新入団
員を募集しております。興
味のある方は生活環境課ま
たはお近くの消防団員まで
ご相談ください。
生活環境課 ☎ 45-2115

○
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令和３年５月号

こども園

○
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入園式

小学校

入学式

中学校

入学式

