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●今月の主な内容
内
◇ 東京オリンピック・パラリンピック
聖火リレー（P34）
◇ 大潟小学校運動会（P34）
◇ ６月定例会（P6～10）
◇ 岩村先生のすこやかコラム（P17）
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小学校運動会
６月６日
６月６日
（日）
（日
）
に行われた小学校運動会。
爽やかな晴天に恵まれた中、各チーム上級生
も下級生も団結し、優勝をめざして戦い抜きま
した。
（関連：P34）
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新型コロナワクチン集団接種について
村では７月２日をもって接種を希望した65歳以上の方々への新型コロナワクチン集団接種を終えました。
引き続き、国の優先順位に基づき、下記のとおり集団接種を進めていきますのでご確認ください。
場

：

村民センター（大潟村中央１−17）

接種回数

：

２回（２回目は21日間隔を空けます。）

会

※１回目の接種後に２回目の接種日時をお知らせします。
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。

持 ち 物

：

接種券、予診票、日時指定の通知、本人確認書類（運転
免許証または健康保険証）、お薬手帳、マスク

服装：Tシャツの上から
上着を羽織るなど

基礎疾患のある方、高齢者施設従事者、49〜64歳の方
２月の希望調査で接種を希望した以下の対象者については、接種券と日時指定の通知を６月中旬に配布
していますので、ご確認ください。
対 象 者 ： 基礎疾患のある方、高齢者施設従事者、49〜64歳の方
接種日時 ： ７月５日(月)〜９日(金)
※必ず、お知らせした指定の日時に受付をしてください。

休日接種を希望された方
希望調査で休日接種を希望した以下の対象者については、６月中旬に接種券を配布し、６月下旬に日時
指定を通知しています。ご確認ください。
対 象 者 ： 希望調査で休日接種を希望された方（中学生、高校生、大学生等含む。）
接種日時 ： ７月17日(土) または ７月25日(日）
※必ず、お知らせした指定の日時に受付をしてください。

48歳以下の方
下記の対象者については、６月中旬に接種券を配布しています。日時指定は７月中旬に通知予定です。
対 象 者 ： 48歳以下の方、接種が延期となった方
接種日時 ： ８月５日(木)、６日(金)、10日(火)、11日(水）
※７月中旬に日時指定を通知します、ご確認ください。
今回の日程で村の集団接種の機会が最後となります。村では個別接種を行いませんので、希望調

査でワクチン接種を希望されなかった方が希望するに変更する場合や、今までの日程で都合が悪く
接種ができなかった方は、右記の相談窓口へ８月２日(月)までにご連絡ください。

※村では、学校や高齢者施設でのクラスター対策のため、こども園・小中学校の職員、社会福祉協議会の
職員についても集団接種の中で接種を実施しています。
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【ご確認ください】
＊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。
＊指定の日時になっても受付していない方には、電話連絡にて確認します。下記の相談窓口の番号から
連絡しますので、ご了承ください。
＊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。
＊予診票は、２枚複写です。切り離さず、黒のボールペンで事前に記入してきてください。
＊接種券は６月中旬に配布していますが、紛失された方は再発行しますので早めに保健センターへご連
絡ください。
＊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

（ワクチンの有効性や安全性に関する情報）

（ワクチン接種に関する専門的な相談）

☎ ０１２０−７６１７７０

☎ ０５７０−０６６−５６７

受付時間 ９：００〜２１：００

受付時間 ８：００〜１７：００

【すでにワクチンを接種された方へ】
全国では、ワクチンを３回接種するなどの間違い事例も確認されています。すでに２回接種された方
にも、今後間違いのないよう、下記をご確認ください。
＊接種券の右横にある、「新型コロナウイルスワクチン
予防接種済証（臨時）」を捨てずに必ず保管願います｡
何のワクチンをいつどこで接種したかが記載されてい
ます。２回ワクチンを接種したことの証明となります。

＊接種券をなくし、再発行された方

接種券 ➡

→前の接種券が見つかった場合は、保健センターへお届けください。（間違いの原因になります。）
【接種会場の案内にご協力いただきました】

65歳〜79歳の方のワクチン接種において、会場案内をしていただきました。ふれあいネットぬくも

り、ゆずり葉のボランティアの皆さま、多忙のところご協力ありがとうございました。
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デンマークボートナショナルチームが来村しました
６月21日(月)、ホテルサンルーラル大潟にて、
デンマークボートナショナルチームの来村式が行
われました。
式では、髙橋村長から歓迎の言葉が述べられた
後、チームのヘッドコーチであるマッズ氏から
「この合宿をとても楽しみにしてきました。村を
始め、関係者の支援に感謝します。」とあいさつ
がありました。式が終わると、チームは早速練習
場へ向かい、デンマークから輸送した機材の確認

の後に練習を始めました。
なお、選手やスタッフは新型コロナウイルス対
策として毎日PCR検査を受ける他、村民との交流
の場を持つこともできないこととなっていますが、
練習を見学することは可能となっています。
チームはこの後、７月 18 日まで大潟村に滞在
し、メダルを目指してキャンプを行います。オリ
ンピックでの活躍が期待されます。

報道陣に手を振るデンマークボートチーム

練習の見学について
●合宿期間中は、選手と村民の安全確保のため、
直接触れ合う交流は行えませんが大潟漕艇場に
観覧スペースを指定し練習風景をご覧いただけ
ますので次の注意点を厳守の上、デンマーク代
表チームの応援をお願いします。
●練習時間は9:00〜12:00、16:00〜19:00です。
艇庫でのウエイトトレーニングもあり、ボート
での水場練習時間はその日によって変わります
（天候等によっては行わないこともあります）。
●ソーラースポーツライン側の村道は合宿期間中
は通行止めとなります。

●観覧スペースはソーラースポーツライン対岸の
大潟村艇庫付近とします。
●ご観覧時にはマスクの着用を必ずお願いします。
●外であっても大きな声での会話や応援は控え、
密が発生しない程度の間隔を空けてください。

新型コロナワクチン接種の第２クールが行われました
ワクチン接種第２クールの１回目が６月９日
(水)〜11日(金)、２回目は６月28日(月)〜７月２
日(金)に行われました。今回の対象者は65歳〜79
歳の約560 人で、第１クールに引き続き村民セン
ターを会場に実施されました。
ふれあいネットぬくもり、ゆずり葉の方に会場
案内をお手伝いいただき、今回も大きなトラブル
は無く、スムーズな接種を行うことができました。
ご協力ありがとうございました。
予診票への事前記入、肩を出しやすい服装など、
引き続きご協力をお願い致します。
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防災訓練が実施されました
６月３日(木)、令和３年度大潟村防災訓練が実
施されました。
今から 38 年前、昭和 58 年５月 26 日に発生した
日本海中部地震の際には、大潟村においても、干
拓堤防の亀裂・沈下、道路や橋・公共施設へのダ
メージ、また農地にも大きな被害が出ました。
訓練当日の午前９時、地震発生を知らせるサイ
レンが吹鳴されると、村内各所で訓練が始まりま
した。学校や事業所等での避難訓練、対策本部と

避難所に設置された家族用テント

の情報伝達訓練、消防署や消防団による放水訓練、
けが人の救急搬送訓練、日赤奉仕団・婦人会・婦
人消防協力隊による炊き出し訓練、消火器を使用
した初期消火訓練などが行われました。
村内事業所・団体・学校・自治会など、訓練に
参加・協力くださった皆さま、ありがとうござい
ました。
各ご家庭におかれても、日頃から防災意識を高
めるようにしましょう。

炊き出し訓練の様子

◎日頃から、いざという時に備えましょう！
・避難場所の確認
・非常用持出袋の中身の確認・更新
・ＮＴＴの災害用伝言ダイヤル（171）や、携帯電話の
「災害用伝言板サービス」利用方法の確認や体験 など

秋田北税務署長より御礼状が贈呈されました
役場で実施した令和２年分の確定申告相談にお
いて、受付した申告書の村から国への引き継ぎに
あたりデータ引き継ぎ（電子申告）を積極的に実
施したとして、６月８日に秋田北税務署長より御
礼状が贈呈されました。
役場で受け付けた白色申告のうち、電子データ
で引き継ぎした件数はおよそ80％でした。
電子データで引き継ぎすることにより、紙媒体
で送付するよりも所得税の還付が早くなるほか個

土田署長（左）と髙橋村長

人情報の保護等の観点からもメリットがあります。
今後も積極的に電子申告を実施していきますの
で、皆様のご協力をよろしくお願いします。
○
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村議会６月定例会

るところです。
今後、追加のワクチンが供給されることから、

新型コロナウイルス感染症対策について
現在の新型コロナウイルスは、従来型より感染

50歳以上及び基礎疾患のある方々を対象に第３ク
ールの接種を７月上旬に始める計画となっており
ます。

力の高い変異型が主流となっており、さらに年度

なお、接種に用いたワクチンは従来型・変異型

初めやゴールデンウイーク期間中における人の流

とも有効性が認められるとの研究機関の調査結果

れの拡大により全国的にまん延し、この感染拡大

が出されており、村としましても接種事業につい

は第４波とも言われ10都道府県を対象に「緊急事

てしっかりと対応してまいります。

態宣言」が発出されているところです。
県内においては、以前よりは落ち着いてきてい
るものの、秋田県独自の警戒レベルは３のままで
あることから、村としましても引き続き都道府県
をまたぐ移動の自粛要請や、公共施設の利用制限
など、村民の皆様に感染防止対策の徹底をお願い
しているところです。

新型コロナウイルスワクチン接種について

コロナウイルスワクチン集団接種会場の様子

新型コロナウイルスワクチン集団接種の開始に
先立ち、４月19日に接種会場となる村民センター
においてシミュレーションを実施し、接種本番に
向けて導線や課題の確認を行ったところです。
ワクチン確保については、４月30日と５月18日
にそれぞれ１箱ずつ１千名分が配送されました。
ワクチン接種については、80歳以上の方々を第
１クールとして、５月10日から12日まで１回目、

「大潟村から元気を！」地域活力回復事業
（飲食券配布事業）について
飲食券の配布については、当初、６月１日から
の利用を想定し準備を進めておりましたが、４月
下旬以降、県内の新型コロナウイルスの新規感染
者数が増加していたことを踏まえ、当分の間、配
布を延期することとしておりました。

５月31日から６月２日まで２回目の集団接種を行

しかし、５月末以降、県内の新規感染者数が減

いました。さらに、5月24日からは高齢者施設の

少していることなどから、７月１日からの利用開

方々に接種を行ったところです。接種者は434 名

始に向け、現在、準備を進めているところであり

となっており、うち320 名が２回の接種を終えて

ます。

おります。

なお、村民１人あたり３千円の飲食券送付は、

また、今週月曜日からは 65 歳以上 79 歳以下の

簡易書留で世帯主あてに家族分をひとつにして郵

方々を対象に、第２クールの集団接種が始まり、

送し、早ければ６月下旬から、順次、各家庭にお

金曜日までの５日間で１回目の接種を実施してい

届けする予定となっております。
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農作物の生育状況について

国営土地改良事業について

はじめに水稲ですが、育苗期間の前半は、発芽

４月１日から、東北農政局西奥羽土地改良調査

が順調だったこと、適度な気温で推移したことな

管理事務所は、東１丁目の旧秋田県農業研修セン

どにより、大きなトラブルはありませんでした。

ター内に専従の職員４名を駐在させ、事業をスタ

育苗後半は、高温と低温が交互にあったことから

ートさせております。

管理に苦慮したものの、若干の立ち枯れ症状が散
見される程度でした。

今後は、８月１日に事務所の開所、11月頃に開
所式が計画されており、工事の着手は令和４年の

田植えは５月中旬から始まり、前半は順調に推

秋を予定しているとのことです。

移し、５月16日から17日の大雨による一時中断が

また、毎年行っている八郎潟地区土地改良事業

ありましたが、５月中にはほぼ終了しております。

促進協議会の要望活動は、本年度も７月と11月に、

次にたまねぎですが、大雨による冠水が心配さ

農林水産省及び財務省、秋田県選出国会議員、東

れましたが、滞水はほとんどなく被害には至りま

北農政局に対して行う計画としておりますが、新

せんでした。

型コロナウイルス感染症の状況などを見ながら判

生育は順調に推移しており、突発的な病害が発

断してまいりたいと考えております。

生しない限り、昨年を上回る収量になるだろうと
今後は、気温が上がるにつれて懸念されるベト

コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備
事業について

病及びアザミウマ等の防除の徹底が必要となりま

西４丁目に建設中のパックライス工場は、順調

予想しております。

す。

しゅっすい

そうがい

ふねんりゅう

に工事が進んでおり、７月上旬に竣工となる予定

次に小麦ですが、出穂初期の霜害による不稔粒

で、工場運営に向けて従業員を10名採用し、機器

が一部で見られましたが、概ね生育は順調に推移

の操作研修を行うなど準備を進めているとの報告

しており、収穫期も平年並みと予想しております。

を受けたところです。

生産調整等の取り組み状況について

防災訓練について

令和３年の生産調整は､転作の目安面積を

昨年、一昨年は、新型コロナウイルスの影響や

4,140haとして、２月に営農計画の受付を行いま

県・男鹿市との共催で、時期をずらしての開催で

した。その後の変更も含め集計を行った結果、農

したが、今年は３年ぶりに６月に戻って、第１木

家戸数481戸のうち、これまでに386戸の農家が計

曜日、６月３日の実施となりました。訓練の実施

画書を提出しております。

にあたり、村民のほか、多くの関係機関や団体の

作付面積は、加工用米・米粉用米などコメの転
作が3,466haで前年比572haの増、麦や大豆など
の実転作は390haで前年並みとなっております。
令和３年の特徴としては、加工用米が前年比で

662ha、率にして約25％と大幅に増加したことが

ご協力をいただき、感謝申し上げます。
訓練は、昨年同様に午前９時に秋田沖を震源と
するマグニチュード8.7の地震が発生し、大潟村に
おいては震度６強の揺れを観測したとの想定で実
施したところであります。

挙げられます。これは新たな水田リノベーション

今回の訓練は、コロナ禍において感染防止対策

事業の影響によるもので、計画書を提出した農家

を取りながら、昨年同様の内容で実施いたしまし

のうち95％、368戸の農家が取り組む予定となっ

た。特に問題もなく実施できており、参加者は例

ております。

年より若干少ない90名でした。

なお、主食用米の作付面積はその反動から、前

そうしたなか、実施時期に関し、近年田植えの

年比マイナス588ha、約10％減となる5,145haと

終了時期がさらに遅くなってきていることに伴い、

なっております。

再考を求める声が挙がってきております。参加人

また、転作作物の作付面積は、６月16日から行

数の減少もこのことがある程度影響していると思

う経営所得安定対策等の交付申請受付により固ま

われますので、開催時期については今後検討して

る予定となっております。

まいります。
また、訓練内容については、コロナの状況にも
よりますが、今後、より実践的な内容も盛り込ん
○
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でいくよう工夫してまいります。あわせて、日頃

が、協力校に大潟小学校が指定されました。令和

の防災意識の啓発にも努めてまいります。

５年度までの３年間、同事業による支援を受けな
がら、１人１台端末環境における学校教育の充実

八郎湖クリーンアップについて
昨年は時期を遅らせましたが、今年は感染防止
対策を行った上で実施することとし、例年どおり
の６月第１日曜日、６月６日に開催いたしました。

を図り、村はもとより秋田県のさらなる学力向上
に資するよう取り組んでまいります。

３月2 5日に福 島 県をスタートした東 京
2020オリンピック聖火リレーについて
昨日、秋田県内２日目として本村で行われた聖

今年で40回目となるクリーンアップは、各自治

火リレーは、干拓博物館からホテルサンルーラル

会と役場を合わせて、昨年より若干多い780 名の

大潟までの約2.7kmを14人のランナーが聖火をつ

参加がありました。ご参加いただきました皆様の

なぎ、次の実施地区である能代市へ引き継ぎまし

ご協力に感謝申し上げます。

た。

なお、秋田県立大学の学生寮については、今年

村民の皆さんは沿道から、園・小・中の園児及

もコロナ禍で寮の運営に万全を期す必要があると

び児童生徒からは園・学校敷地内の東西通路での

のことから不参加となっております。

観覧、応援をしていただきました。

回収したごみの量は、合わせて約2.8トンとなり、

57年前の東京オリンピック開催と同じ年に誕生

昨年に比べ1.2トンほど多くなったところです。昨

した大潟村を走る聖火に、あたたかな拍手を送っ

年は８月末の開催であったことから、草木の繁茂

ている村民の姿が観られ、あらためて、ご協力を

でごみが拾いにくく、拾い残しがあったと考えら

いただきました関係各位に感謝申し上げます。

れ、その分を勘案すると例年並みと見ております。

なお、県内の新型コロナウイルス感染状況に鑑

また、今回は試験的に二分別としましたが、概

み、スタート及びゴール地点における盛り上げイ

ねスムーズに回収できていたようです。ごみの量

ベントの実施を見送ったうえで行ったところであ

は燃えるごみの方がやや多いように見受けられま

ります。

した。
今後も二分別で行いたいと考えておりますので、
ご協力をお願いいたします。

株式会社大潟共生自然エネルギーからの
剰余金配当について
昨年度も発電は順調で、計画値の104%の売電量
を記録しており、先般行われました株式会社大潟
共生自然エネルギーの定時取締役会において、令
和２年度の決算報告の承認案等とともに、剰余金

聖火リレーランナー押尾川親方（大潟村応援大使)

配当案が決定されました。
今月22日に開催される、定時株主総会において
承認いただければ、その後、村も含め各株主に配
当される見込みです。

６月20日から７月18日まで行われるデンマーク・ナシ
ョナル・ボートチームのオリンピック事前合宿について
昨年、延期が決まった時点から、デンマーク・

配当金額は昨年同様１株あたり１万５千円とな

ナショナル・ボートチームとはオンラインミーテ

り、村の所有株数が80株であり合計で120万円が

ィングやメールで適宜連絡を取りながら、本年の

村への入金予定額となっております。

事前合宿準備を進めてまいりました。
昨年立てた計画に加え、新たに厳重なコロナ感

ICT教育の推進について
昨年度、小・中学校において１人１台端末など
のICT機器を整備し、今年度よりその活用に取り
組んでいるところであります。

染対策が必要となり、入国から事前合宿地である
本村、そしてオリンピック選手村へ入村するまで
の詳細な行動計画をデンマークチームと共通認識
のもとに作成したところであります。
合宿中の練習、調整に集中できる環境を提供す

この度、秋田県教育委員会が進める「ICTを活

ることはもちろんのこと、新型コロナウイルスに

用した授業改善支援事業」モデル校に大潟中学校

感染しない、させないを徹底し、村民の皆さんに
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とっても、選手にとっても、安全・安心な合宿に

接応援するツアーを計画しておりました。しかし、

なるよう、内閣府や秋田県等の関係機関との連携

首都圏の新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑み、

を深め、さらに大潟村の力を結集し取り組んでま

ツアー企画主体である株式会社JTB東北とも協議

いりたいと思います。

し、事業を中止することといたしました。参加予

また、漕艇場での練習見学は、デンマークチー
ムより了解をいただいており、村艇庫のある西側

定者にはすでに連絡し、ご理解をいただいたとこ
ろであります。

に応援席を設けます。
なお、村民との交流はできませんが、小中学校
とのリモートでの交流等については行う予定とし

令和２年度一般会計の決算見込みについて

ており、村の子ども達が世界のトップアスリート

現在、計数整理中でありますが、歳入面では、

から学ぶ機会を作りたいと思います。

新型コロナウイルスの影響により入湯税が当初
の見込みより減収となっております。歳出面では、

オリンピック応援ツアーの中止について
７月 23 日から 25 日の期間、村民 28 名と随行職
員２名の計30名がデンマークのボートチームを直

新型コロナ感染対策を講じつつ、経費の節減と効
率的執行に努めたところ、令和２年度の剰余金は、
合計で約１億２千万円程度となる見込みでありま
す。

可決された主な議案と、その主な内容
○大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条

○令和３年度大潟村一般会計補正予算案

例案

補正前の額

令和３年度の国民健康保険税を賦課するため、

補正額

税率を改正しました。
医療分（所得割） 5.54％→6.04%
支援分（所得割） 1.79％→2.14%
介護分（所得割） 0.87％→0.97%

補正後の額

37億2,172万5千円
2,258万9千円
37億4,431万4千円

＜主な歳入＞
・新型コロナウイルス対策生活応援事業費補助金

703万9千円
・ICTを活用した授業改善支援事業費補助金

570万2千円
○大潟村手数料条例の一部を改正する条例案

＜主な歳出＞
・新型コロナウイルス対策生活応援事業

マイナンバーカードの再発行手数料について、
村ではなく地方公共団体情報システム機構が徴収

・新型コロナワクチン接種事業

することとなるため、村の手数料条例の一部を削

・ICT教育推進事業

703万9千円
343万1千円
469万1千円

除しました。
○令和３年度大潟村診療所特別会計補正予算案
オンライン請求導入事業として61万１千円、人
○大潟村介護保険条例の一部を改正する条例案
○大潟村後期高齢者医療に関する条例の一部を改
正する条例案
延滞金に係る「特例基準割合」の名称を「延滞
金特例基準割合」に変更しました。

件費４万７千円を増額補正しました。
○令和３年度大潟村国民健康保険事業特別会計補
正予算案
町村電算システム共同事業組合負担金として33
万９千円、保険税還付金として20万円を増額補正
しました。
○
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○令和３年度大潟村介護サービス事業特別会計補

○令和２年度大潟村国民健康保険事業特別会計補

の確定に伴い、収益還付する過年度分収益還付金

て220万５千円の増額補正を行いました。

正予算案
令和２年度の介護サービス収入及び指定管理料

正予算専決処分報告
一般被保険者療養給付費及び高額療養費につい

500万６千円、給湯設備修繕費として429万円を増
額補正しました。

○令和２年度大潟村公共下水道事業特別会計補正
予算専決処分報告
繰越明許費について補正を行いました。

○令和３年度大潟村水道事業特別会計補正予算案
人件費の調整により85万７千円を減額補正しま
した。
○大潟村村税条例等の一部を改正する条例の専決
処分報告
令和３年度の税制改正に伴い、各種改正を行い

○令和２年度大潟村一般会計繰越明許費繰越計算
書報告

○令和２年度大潟村公共下水道事業特別会計繰越
明許費繰越計算書報告

○令和２年度大潟村一般会計事故繰越し繰越計算
書報告
令和２年度事業のうち令和３年度に繰り越した

ました。

事業費について報告を行いました。

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111 ／ FAX 45-2162

あ きた回帰キャンペーン展開中！
大潟村では県と連携して、県外に住む学生や社会人の方々の秋田での就職や定住をサポートする「あき
た回帰キャンペーン」を年間を通じて展開しています。
県外に住むご家族とお話する機会に「秋田に戻ってこない？」と呼びかけてみませんか。
秋田を離れて暮らすお子さんやお知り合いで「そろそろ秋田に帰ろうかな」「秋田に住んでみたい」と
いう方がいらっしゃいましたら、是非、次の相談窓口を紹介してください。

○
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111 ／ FAX 45-2162

中 央３番地定住化促進住宅の入居者を募集します
移住定住促進の一環として、中央３番地の賃貸住
宅への入居者を募集します。希望される方はご応募
ください。
【募集期間】７月１日(木)〜７月14日(水）
【入居室タイプ及び戸数】
３LDK １戸募集（１戸当たりの駐車台数２台)
※２名以上の入居であること
【入居資格】
１）村外から移住し大潟村の住民となり居住する
方（注）

【その他】
・申込書は大潟村ホームページよりダウンロードし
ていただくか役場総務企画課で配布しております。
・入居者の選考は、入居資格の番号順に優先順位と
します。
・申込みの際に住民票、当該年度の所得証明書等を
添付していただきます。
注：募集開始（７月１日）を基準日として３ヵ月以
上村外に住所を有していること
【申込・問合せ】総務企画課 ☎45-2111

２）現在大潟村に住所を有し、村内に勤務されて
いる勤労者の方
３）現在大潟村に住所を有し、居住地を探してい
る方
【家賃】月額32,000円〜56,000円
入居されている世帯の所得により決定
【入居開始日】８月１日(日)

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（北１丁目）の入居者を募集します
【募集期間】７月５日(月)〜16日(金）

【その他】

【入居室タイプ及び戸数】

・申込者多数の場合は、住宅困窮度（家族構成な

４ＤＫ １戸 駐車４台程度まで可
【入居資格】
１）村内に居住又は勤務している方
２）単身でない方（２名以上の入居）
【家賃】月額21,000円〜33,000円（世帯所得に応
じて決定）
【入居開始日】８月１日(日)（応相談）

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。
※村営住宅を退去する場合は、退去希望日の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。
【申込・問合せ】生活環境課 ☎45-2115

特 定公共賃貸住宅（北１丁目）の入居者を募集します
【募集期間】７月５日(月)〜16日(金）

【家賃】22,000円/月

【入居室タイプ及び戸数】

【入居開始日】８月１日(日)（応相談）

１ＬＤＫ １戸 駐車１台
【入居資格】
１）村内に居住又は勤務している方

【その他】
・申込者多数の場合は、住宅困窮度の高い方を優先
しますが、同程度の場合は抽選となります。

２）単身の入居

・正社員等で、今後、所得の上昇が見込まれる方は、

３）１ヵ月あたりの所得が158千円以上487千円

158千円以下であっても入居することができます。
【申込・問合せ】生活環境課 ☎45-2115

以下の方
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生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎ 45-2115 ／ FAX 45-2162

避 難情報が一部変更になりました
警戒レベルに応じた避難情報が変更となりました。「避難指示」で必ず避難とし、これまでの「避難勧
告」は廃止となっています。

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありませんので、警戒レ
ベル４までに必ず避難してください｡
※２ 避難指示は、
これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、
高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、
避難の準備をしたり、
危険を感じたら自主的に避難する
タイミングです。

福祉保健課からのお知らせ

福祉保健課 ☎ 45-2114 ／ FAX 45-2162

大 潟村生活応援商品券の配布について
新型コロウイルス感染症の影響により、感染予防
対策に関する負担が大きくなっている低所得世帯と

【支給額】
対象者１人あたり１万円分の商品券（500円券

子育て世帯への生活支援を行うため、生活応援商品

８枚、1,000円券６枚）

券を配布します。

※使用期限は令和４年１月31日までの予定です。

【対象者】
①令和３年度の住民税が非課税である世帯（生活
保護世帯を含む）の世帯員
②児童手当（令和３年１月分）を受給している世
帯（公務員と特例給付を除く）の支給対象児童
※①と②で重複受給は不可

○

12

【今後のスケジュール】
・７月上旬以降、対象と思われる方へ申請書を送
付しますので、期日までに提出してください。
・申請書が届き次第、村で審査を行い、７月中旬
以降に商品券を送付します。
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114
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福祉保健課からのお知らせ

福祉保健課 ☎ 45-2114 ／ FAX 45-2162

子 育て世帯生活支援特別給付金について

▼

給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、通知文書に
同封された受給拒否届を窓口まで提出してくだ
さい。
※児童手当または特別児童扶養手当の指定口座を
解約しているなど、給付金の支給に支障が出る
恐れがある場合は、振り込み指定口座を変更す
るなどの手続きを行ってください。
２．１以外の方（例 高校生のみを養育している
方、収入が急変した方）
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請
書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出
してください。給付金の支給要件に該当する方
に対して、申請内容を確認して指定口座に振り
込みます。
※高校生のみを養育している方には６月下旬に申
請書を発送しています。それ以外の方は、大潟
村公式ホームページまたは福祉保健課窓口にあ
る申請書をお使いください。
申請期限：令和４年２月28日
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114
▼

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化す
る中で、その実情に踏まえた生活の支援を行う観点
から、新たな給付金の支給を実施します。
【支給対象者】
①②の両方に当てはまる方
①令和３年３月 31 日時点で、 18 歳未満の児童
（障がい児の場合、 20 歳未満）を養育する父
母等（令和４年２月末までに生まれた新生児等
も対象になります）
②・令和３年度の住民税が非課税の方
または
・令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
※児童扶養手当を受給されている方は、すでに給
付金を支給済みです。（一部、申請が必要な方
を除く。）
【支給額】
児童１人あたり 一律５万円
【給付金の支給手続き】
１．令和３年４月分の児童手当または特別児童扶
養手当の受給者で住民税非課税の方
給付金は、申請不要で受け取れます。令和３年
４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支

民 生児童委員はあなたの身近な相談相手・支援者です
民生児童委員は、みなさんと同じ地域に暮らす最
も身近な相談相手であり、支援者です。生活上の悩
みを誰かに相談したいときや、福祉制度を利用した
いときなど、常にみなさんの立場に立って相談にの
り、そして関係団体等とのパイプ役になるなど、問
題解決に向けてお手伝いします。
各地区の担当は次のとおりです。（敬称略）
川村 学 （西１丁目）
鈴木 一雄（西2-1、西2-2、西2-3）
藤井 真 （西2-4、西3-2、ケアハウス、中央1〜4)
遠藤 順子（西3-1、西3-4、北1丁目）
鈴木みどり（東2-1、東2-5、東2-6、東2-12）
曽我 昌弘（東2-3、東2-4、東3-1、東3-4）
田中 里江（東3-2、東3-3、北2-4）
主任児童委員（子どもや子育てのことを専門的に
担当する民生児童委員です）
藤井 真
藤原 宏之

こんな相談を承っています
・経済的に困窮し、生活に不安がある
・福祉サービスの制度や相談先が分からない
・家族の介護や育児に悩んでいる
・近所で高齢者虐待・児童虐待のような様子を目
撃した
民生児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘
密が他に漏れることがないよう、プライバシーを守
ります。安心してご相談ください。
民生児童委員に相談したいけれど、連絡先が分か
らない場合は、福祉保健課（☎45-2114）へお問い
合わせください。
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114

○
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後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります
今までお使いいただいていた後期高齢者医療の「被保険者証」が新しくなり、７月中に、加入
者の皆様に送付されます。申請手続きの必要はありません。
８月１日以降は、新しい被保険者証をお使いください。また、被保険者証は、被保険者の所得
に応じて、自己負担割合が１割または３割となりますのでご確認ください。

今までの被保険者証（山吹色)
〈有効期限〉
令和３年７月31日まで

新しい被保険者証（紫色)
〈有効期限〉
令和３年８月１日〜
令和４年７月31日
（１年間)

●現在、限度額適用・標準負担額減額認定証 をお持ちの方へ
令和２年中の所得で、世帯員全員が住民税非課税となる世帯の方は、入院時の食事代と１か月
の医療費自己負担限度額が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるこ
とができます。現在、交付を受けている方で、引き続き世帯員全員が住民税非課税となる世帯の
方については、８月１日から有効となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と
一緒に送付いたします。送付された方は、新しい認定証をご使用ください。
なお、令和２年中の所得で、世帯員全員が住民税非課税の世帯のうち、以前に交付を受けてい
ない方で新たに交付を希望される方は、福祉保健課へ申請してくださるようお願いします。

●現在、限度額適用認定証 をお持ちの方へ
令和２年中の住民税の課税所得が、１４５万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被
保険者で、現役Ⅰ（課税所得１４５万円以上３８０万円未満）、現役Ⅱ（課税所得３８０万円以
上６９０万円未満）に該当する方は、１か月の医療費自己負担限度額が減額になる「限度額適用
認定証」の交付を受けることができます。現在、交付を受けている方で、引き続き現役Ⅰまたは
現役Ⅱとなる方については、８月１日から有効となる「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒
に送付いたします。送付された方は、新しい認定証をご使用ください。
なお、令和２年中に交付を受けていない方で、新たに交付を希望される方は、福祉保健課へ申
請してくださるようお願いします。
※収入が３８３万円未満、もしくは同一世帯にいる７０歳以上の方と後期高齢者医療制度の被保
険者の収入合計が２人以上で５２０万円未満の場合、申請により自己負担の割合が１割になる
ことがあります。

申請・問合せ 福祉保健課 ☎0185-45-2114

○
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後期高齢者医療の保険料額決定通知が７月中に届きます
令和２年中の所得に応じて確定した令和３年度の後期高齢者医療保険料をお知らせする通知を、
加入者の皆様にお送りします。
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する
「所得割額」の合計となり、個人単位で賦課されます。
保険料は、特別徴収（年金からのお支払い）と普通徴収（口座振替または納付書でのお支払
い）での納付になりますので、ご確認ください。

普通徴収の納付は、口座振替が便利です
特別徴収の対象とならない方の保険料は、口座振替または納付書で納めていただくことになっ
ておりますが、保険料の納め忘れがなく、納付の手間も省けて便利で安心な口座振替がおすすめ
です。ご希望の方は、福祉保健課までお問い合せください。

後期高齢者医療に関する問合せ

福祉保健課 ☎0185-45-2114
秋田県後期高齢者広域連合 ☎018-853-7155

福祉保健課からのお知らせ

福祉保健課 ☎ 45-2114 ／ FAX 45-2162
保健センター ☎ 45-2613 ／ FAX 27-8420

令 和３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46年１月１

また、本籍地が村外にあるご夫婦は、婚姻日の確

日〜12月31日の間でご結婚され、お二人ともご健

認のため、戸籍謄本を添えてご連絡くださいますよ

在のご夫婦）について、村では９月７日(火)にホテ

う、併せてお願いします。（すでに、ご連絡をいた

ルサンルーラル大潟で合同金婚式の開催を予定して

だいた方々は不要です。）

おります。

【締切】８月20日(金）

参加いただけるご夫婦は、福祉保健課までご連絡

【連絡・問合せ先】福祉保健課（☎45-2114）

をくださいますようお願いします。

子 育て支援アプリ「潟っ子ナビ」のダウンロードはお済みですか？
村では、子育て支援アプリ「潟っ子ナビ（母子
モ）」のサービスを開始しています。
潟っ子ナビは、スマートフォンやパソコンで利用
できる子育てをサポートするサービスです。村から

※今年度より乳児健診のお知らせはハガキ等で通知

しませんので、「潟っ子ナビ」のプッシュ通知や
地域の子育て情報よりご確認ください。
アプリストアからダウンロードいただけます。

お子さんの健診のお知らせやイベントなどの子育て
情報が届いたり、子どもの成長記録、予防接種の記

母子モ（ボシモ）で検索！

録・スケジュール管理など、子育て世代に役立つ機
能がたくさんあります。妊娠中から出産、子育て期
まで使用することができ、お子さんの成長記録や思
い出を家族で共有することもできます。

【問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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令和３年７月号

大潟村健康づくり推進委員会から

熱中症に気をつけましょう！
高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
周囲の方々からも積極的な声かけをお願いします。

暑さを避けましょう
・涼しい服装、日傘や帽子
・少しでも体調が悪くなったら、涼しい
場所へ移動
・涼しい室内に入れ
なければ、外でも
日陰へ

のどが渇いていなくても

こまめに水分補給をしましょう
・１日あたり
１．２Ｌ（リットル）を目安に
１時間ごとにコップ１
杯

※ただし、心不全

など水分制限のある方
は医師の指導に従って
ください。

エアコン使用中も

暑さに備えた体づくりと

こまめに換気をしましょう

日頃から体調管理をしましょう

（エアコンを止める必要はありません）
注意）一般的な家庭用エアコンは、室内
の空気を循環させるだけで、換気は行っ
ていません。
・時々窓とドアなど２カ所を開ける
・扇風機や換気扇を併用する

・暑 く な り は じ め の 時 期 か ら 備 え ま
す。無理のない範囲でしっかり汗をか
く適度の運動を。（週に２回、１回
を。（週に２回、１回
30分程度）
・体 調 が 悪 い 時 は 、 無
理せず自宅で静養。
水分補給は忘れずに！

熱中症予防

×

コロナ感染防止で

「 新しい生活様式 」を健康に！

はずせる
場面では

熱中症を防ぐためにマスクをはずしましょう
・屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）離れている時

マスクを着けると皮膚から熱が逃げにくくなったり、気がつかないうちに脱水になる
など、体温調整がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を摂るなど「熱中症予
防」と「新しい生活様式」を両立させましょう。
※出典：環境省・厚生労働省作成資料 熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に！

○
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大潟村診療所

vol.19

岩村先生の健やかコラム
傷の消毒なんかしない！！
皆さん、ケガしたらばい菌が入って化膿した

て貼っています。ゲンタ

ら大変だからまず消毒！と思ってますよね。し

シン軟膏はただ張り付か

かし！ この常識がしばらく前から変わってい

ないために使っているの

ます。どう変わったかというと・・・

であって、治りを良くす

水道の水で

るためのものではありません。きれいな傷なら

ジャージャー洗って下さい。ガーゼなどを使っ

毎日とり替えなくてもよいと思いますが、周り

て砂粒など残っていないようにきれいにしま

が汚れてくるなら貼り替えましょう。ガーゼは

しょう。ガーゼが無ければハンカチや指でかま

傷口に張り付きやすくかつ傷が乾きやすいので

いません、ひどく汚れた傷の場合は、病院では

使わない。乾いて張り付くと、剥がすときに

局所麻酔をかけてワイヤーブラシ（！）でこ

せっかくでてきた新しい細胞をみんな引っぺが

すって汚いところをこそぎ落とします。痛そう

してしまいます。これでは傷はなかなか治らな

ですね、でもきれいに傷が治るためにはこれが

い。

まず、傷は徹底的に洗う！

消毒薬はばい菌を殺しますがせっかく増えて

消毒より何より大事なのです。
傷が

きた細胞も殺してしまいます。それに、最初に

治っていくときには傷口の周りから新しい細胞

しっかりきれいにしてあれば、消毒しないから

が増えてきて傷をふさいでいきます。細胞が元

化膿するということはない。毎日消毒すると傷

気に増えていくためにはしめり気が必要です。

の治りがかえって遅くなります。最初の一回く

乾かしたら細胞はみな干からびてだめになって

らいはおまじないで消毒薬をつかってもいいで

しまいます。それに傷を乾かすと痛い！ だか

しょう。

そして、傷は乾かしてはいけない！

ら乾かしてはいけません。
きれいになった傷は乾かないように傷口に張

このようにして数日みていると結構早く傷が
小さくなっていきます。特に皮がずるっと剥け

り付かないようなもので覆います。サランラッ

たような傷の場合ははっきり違いがわかります、

プを使う先生もいますが、今どきは創傷保護材

明らかに治りが早い。

が薬局で買えますね。そういうものをぺちゃっ

「消毒してください〜」と言って病院に行く

と傷口に直接貼ってください。診療所ではカッ

と変な顔される時代になっています。まず始め

トバンにゲンタシン軟膏をべちゃべちゃに塗っ

に「よく洗う」です、覚えておきましょう。

村
臨 床心理士による「心の相談」〜こども編〜
臨床心理士の先生とお話してみませんか？心が軽

【日時】７月12日(月) 13:00〜15:00

くなります。人間関係で悩んでいる、人とうまくコ

【担当】臨床心理士 横尾 裕紀子 さん

ミュケーションがとれない等ありませんか？

【会場・申込】保健センター ☎45-2613

子どものこと、家族のこと、自分自身のことなど、 ご希望の方は、７月５日(月)までに申し込みください。
何でも相談ください。プライバシーは守られます。

○
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福祉保健課からのお知らせ

保健センター
今月の行事

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

◎専門医による「心の健康相談日」
７月９日(金)、30日(金) 13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
（中央保健所）
７月20日(火) 13:30〜15:00

◎１歳６ヵ月児健診・３歳児健診

会場：男鹿市保健福祉センター

【日時】７月15日(木) 13:00〜

※前日12時までに予約をお願いします。

【対象】１歳６ヵ月児（R1.10〜12生）

【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部

３歳児（H29.11〜H30.1生）
【会場】保健センター

企画福祉課 調整・障害者班
☎018-855-5171

◎保健センター開放日「潟っ子広場」
「ベビーマッサージ」
【日時】７月19日(月) 10:30〜

◎健康相談
次のほか、保健センター来所者の相談も随時

【講師】秋田県助産師会 近藤真利子助産師

受け付けています。

【会場】保健センター

【日時】

【対象】生後２ヵ月頃〜１歳くらい

７月14日(水) 13:00〜
栄養相談もできます
７月27日(火) 9:30〜11:00
８月４日(水) 13:00〜
栄養相談もできます

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。

【会場】保健センター
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
「取り分け離乳食・幼児食教室」
〜夏の定番メニュー・そうめんをバランスよく〜

◎『ちょこっと』での血圧測定

【日時】８月３日(火) 10:00〜

【日時】７月７日(水)、21日(水)

【講師】谷口典子 管理栄養士
【会場】村民センター

８月２日(月) 10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

【メニュー】トマトとツナのそうめん、かぼち
ゃのそぼろあんかけ
【申込】７月27日(火)まで保健センターへ申込
※託児あります（託児される方は、お子さんの
バスタオル、おやつ、飲み物、おむつ、着替
えを持ってきてください）

○
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【申込・問合せ】保健センター
☎45-2613／FAX 27-8420

令和３年７月号

福祉保健課からのお知らせ

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

村
今 年度の健康推進員のみなさんです
（敬称略）
住 区

氏 名

住 区

氏 名

住 区

氏 名

住 区

氏 名

西１−１

成田 節子

西２−４

工藤 厚美

東２−４

芹田 妙子

北２−４

浅野 浩之

西１−２

鈴木 隆司

西２−４

小林 京子

東２−５

古戸 尚子

中央3

畠山 直子

西１−４

石田美智子

西３−１

春田 公代

東２−６

髙橋 艶子

老人クラブ

中島トメ子

西２−１ 佐々木由美子 西３−２

近藤美喜子

東３−１

菊地かをり

フレッシュミズ

眞坂 裕美

西２−１

三浦 早苗

西３−４

菅沼美和子

東３−２

早津美由喜

婦人会

福田久美子

西２−２

菅原美保子

東２−１

畠山 伸子

東３−３

齊藤真紀子

大潟村農協

谷 美紀子

西２−３

田中 榮子

東２−３

菅原アキ子

北１

小助川恵子

社会福祉協議会

佐藤 貴之

会長に福田久美子さん 副会長に畠山伸子さんが選出されました。
村民の皆様の健康づくりを推進するため、上記の28名を健康推進員として委嘱しています。健康な村づ
くりのため、ご尽力いただきます。
【問合せ】保健センター ☎45-2613

参加者募集
村
夏 の健康教室
「からだケア教室」〜こわばったからだをほぐし、必要な筋肉をつけましょう〜
ストレッチポールなどで肩、腰、膝のケアを行い
ます。

【日時】
月日

からだをほぐし、鍛えてスムーズに動けるからだ
を目指しましょう！
【内容】ストレッチポール、触覚ボールを使ったコ

７月９日 ( 金 )
７月16日(金)

ンディショニング、筋トレ等 各テーマに沿った

８月６日 ( 金 )

内容で行います 。

８月20日(金)

【会場】保健センター

８月27日(金)

【対象】おおむね20歳〜65歳の男女
（各教室定員12名）
【持ち物】タオル、飲み物、バスタオルまたはヨガ
マット（お持ちの方）、マスク

村
夏 の料理教室

テーマ

膝痛

肩こり

各回10:00〜11:30
【申込・問合せ】保健センター ☎45-2613

参加者募集 「からだにやさしい！料理教室」

いつもの食材を使って簡単においしくできる、お

【時間】10:00〜12:00

すすめ健康料理をご紹介します。みんなで楽しくつ

【場所】村民センター 調理室

くりましょう！

【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具、マスク

【内容】

※各回先着12名までです。

①７月13日(火) 夏バテ予防の食事
〜暑い日こそ、バランスの良い食事を〜
献立：冷しゃぶサラダ、レンジで中華ピーマン、

※７月６日(火)まで保健センターに申し込みください。
【問合せ】
保健センター ☎45-2613

デザート
②８月19日(木) 血糖値やカロリーが気になる方の食事
〜簡単料理で魚を食べよう〜
献立：アクアパッツァ（魚と野菜の蒸し煮）、
ナスのごまよごし、スープ
○
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福祉保健課からのお知らせ

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

村
医 療機関健診のおすすめ
〜40歳以上の大潟村国保・後期高齢者医療制度加入者の方へ〜
村では、特定健診及び後期高齢者健診を医療機関
において無料で受診できる「医療機関健診」を実施
しています。医療機関での健診受診を希望される方
は、実施医療機関へご予約のうえ、受診してくださ

【注意事項】
※村の総合検診や人間ドックと重複して受診するこ
とはできません。

【問合せ】保健センター ☎45-2613

い。詳細は保健センターまでお問い合わせください。
※大潟村診療所での受診を希望される方は、必ず電
話予約のうえ、受診してください。

村
大 潟村がん患者用医療用補正具（ウィッグ・乳房補正具）助成事業
大潟村では、がん治療に伴う医療用補正具（ウィッグ又は乳房補正具）を使用する方に対して、購入費
用の一部を助成いたします。
【対象者】次の全てに該当する方
（１）大潟村内に住所を有すること。
（２）がんと診断され、がん治療を受けた又は現に受けていること。
（３）がん治療に伴い脱毛又は乳房を切除し、補正具を購入していること。
（４）他市町村から助成を受けていないこと。
【助成対象となる補正具と上限助成額】
補正具
ウィッグ
乳房補正具

要 件

上限金額等

・申請日の属する年度及びその前年度に購入したもの。 ・４万５千円
・全頭用であるもの。
（１年度に１回）
・申請日の属する年度及びその前年度に購入したもの。 ・３万円
・補正パッド又は人工乳房（固定する下着も含む）。
（左右どちらか１年度に１回）

※令和２年度より、秋田県と村の助成事業の受付窓口が村へ一本化され、村への申請のみで今までと同
額の助成を受けられます。
【県事業問合せ】秋田中央保健所 ☎018-855-5170
【申請方法】
（１）次の書類を保健センターに提出してください。各種様式は保健センターにある他、村ホームペー
ジからもダウンロードできます。
○「大潟村がん患者医療用補正具助成事業交付申請書兼請求書」
○化学療法又は手術に関する説明書や診断書、治療方針計画書など
※がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証
明する書類に限る。
※上記の書類が無い場合は、村様式である「がん治療受診証明書」を提出。その場合の記載にかか
る費用は申請者の自己負担。
○領収書の写し
※購入した日、品名、金額、ウィッグは「全頭用」、乳房補正具は「補正パッド」又は「人工乳
房」の記載があること。
○「秋田県がん患者医療用補正具助成事業承認決定通知書」の写し（助成を受けている場合）
（２）補正具購入日の属する年度の翌年度末日（３月31日）まで申請してください。
※県の助成を受けている場合は、県の承認決定書が交付されてから申請してください。
【申請・問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420
地域包括支援センター ☎45-4321

福祉保健課からのお知らせ

村
大 潟村健康ポイント参加者募集
〜健康づくりに取り組み、最大3,000円の商品券！〜
村民の皆さんの健康づくりを応援するため、健康
づくりに取り組んだ際にポイントを付与し、貯まっ

詳しくは保健センターまでお問い合わせください。
※前年度に健診を受診していない方も健康ポイント
に参加できます。

たポイントに応じて商品券を進呈します。
健康ポイントが５ポイント貯まったら村内で使え
る1,000円の商品券を進呈します。

【参加対象】 20 歳以上の大潟村に在住している人
（国保、社保問わず）

健康づくりに取り組んで、健康なからだと商品券
を手に入れましましょう！

まずは、健診結果票を持って保健センターへ！
【問合せ】保健センター ☎45-2613

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】７月７日・14日・21日・28日
８月４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】７月15日・８月５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

◎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】８月５日(木)
【時間】10:00〜
【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。

◎「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】７月15日(木)
【時間】9:30〜11:30
【会場】ふれあい健康館
※予定が変更となる場合があります。

◎血圧測定・健康相談
【開催日】７月７日・８月４日(全て水曜)
【時間】9:40〜
【会場】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上

【問合せ】地域包括支援センター
☎ 22-4321 FAX 22-4511

○
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産業振興課からのお知らせ

産業振興課 ☎45-3653／FAX 45-2162

村
飲 食券配布について
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が

【対象店舗】

減少した村内飲食店の支援と、地域に元気をとり戻

ファミリーレストラン パンダ、産直センター潟

すことを目的として、村民１人に対し3,000円の飲

の店、ホテルサンルーラル大潟、ポルダー潟の湯

食券を配布しています。

【実施期間】令和３年７月〜12月

【事業内容】

【配布時期】世帯主宛に６月下旬発送

村民１人に3,000円の飲食券を配布

【問合せ】産業振興課 ☎45-3653

（５月31日時点で村内に住所登録がある方）

村
地 場産品販売促進事業について
地場産品の販売促進を図るため、農産物加工事業
における新商品開発の取り組みを支援します。
活用をお考えの方は、次の内容に留意して申請し

（村民が代表者であり、従業員数が30名以下の法
人を含む。）
【補助金上限額】

てください。

（上限額に満たない場合は、当該事業費を対象と

【事業内容】

します。）

大潟村産農産物を原材料の概ね３割以上使用した
新商品の開発に係る事業費に対する補助
【実施期間】

１事業あたり 法人事業者 30万円まで
個人事業者 10万円まで
※産直センターにおける加工品販売手数料への助
成はありません。

令和３年４月から令和４年３月末まで
【対象者】

【問合せ】産業振興課 ☎45-3653

大潟村産農産物を自ら加工し、新商品の開発に取
り組む村民

教育委員会からのお知らせ

教育委員会 ☎45-3240／FAX 45-2661

村
こ ども園の地中熱を利用した冷暖房のＣＯ 削減効果について
２

こども園の冷暖房は、外気と地中熱の温度差
４０年生杉林 ３．
５haが

を利用しています。主なエネルギー源である地
中熱は年間を通して一定な為、安定した熱供給
が特徴です。冬はじんわり暖かく、夏はやさし
い涼しさで、過ごしやすい環境が保たれていま
す。また、電気や灯油を使用していた頃と比べ
るとＣＯ２排出削減効果が高く、環境にやさし
いというメリットがあります。
令和２年度の１年間で、灯油と電気を使用し
ていた従来型の設備と比べて、約30.8ｔ、率に
して43.8％のＣＯ２が削減されました。これは、
人工杉林３.５㏊が１年間に吸収するＣＯ２量に
相当します。（40年生前後の杉林１㏊当たりの
ＣＯ２吸収量を８.８ｔ／年とした場合）

○
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削減した
排出ＣＯ２量
約30.8ｔ／年

吸収する
排出ＣＯ２量
約30.8ｔ／年

令和３年７月号

教育委員会からのお知らせ

教育委員会 ☎45-3240／FAX 45-2661
公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661

村
就 学や教育に関する相談会について
【内容】お子さんの発達や学校への入学に関する不
安等について主に保護者の方を対象に教育相談を行
います。相談担当者は大潟村教育委員会担当者や、
特別支援教育アドバイザー、県の特別支援教育担当
者などです。
【期日】８月19日(木) 10:00〜15:00
【会場】秋田県総合教育センター

【その他】
新型コロナウイルス感染症対策のため、お子さん
の来場はご遠慮ください。
相談会当日、発熱や倦怠感等の症状がある場合は、
大潟村教育委員会にご連絡ください。
【問合せ】
教育委員会 ☎45-3240

（潟上市天王字追分西29-76）
【申込】相談希望の方は、大潟村教育委員会までご
連絡ください。

村
令 和２年度対象者（H11.4.2〜H12.4.1生まれ）大潟村成人式中止のお知らせ
昨年度再延期となり、令和３年８月12日に開催を予定しておりました「令和２年度対象者大潟村成人
式」は、実行委員会の方々との話し合いにより、首都圏等における新型コロナウイルス感染状況等に鑑み、
中止とさせていただくことになりました。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。
【問合せ】公民館 ☎45-2611

村
令 和３年度大潟村成人式（H12.4.2〜H13.4.1生まれ対象）延期のお知らせ
令和３年８月12日に開催を予定しておりました「令和３年度大潟村成人式」は、実行委員会の方々との
話し合いにより、首都圏等における新型コロナウイルス感染状況等に鑑み、次のとおり延期することとい
たしました。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。また、成人式対象者には開催前に再度ご案内致し
ます。
【期日】令和４年１月３日(月)
【開催場所】ホテルサンルーラル大潟
【問合せ】公民館 ☎45-2611

村
大 潟村盆踊り中止のお知らせ
令和３年８月16日(月)に開催を予定しておりました全村盆踊り大会は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止と決定致しました。それを受け、子どもたちの夏休みの楽しみづくりとして、８月15日(日)
に花火を打ち上げる予定となっています。
盆踊り実行委員会
【問合せ】公民館 ☎45-2611

○
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教育委員会からのお知らせ

公民館講座・教室

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎着付け教室（全３回シリーズ）

◎木工体験教室
手作りの木工作品づくりに挑戦します。

夏祭りに向けて浴衣の着付けを学びます。

【日時】７月27日(火) 10:00〜12:00
【内容】秋田杉を使った宝箱作り

【日時】①７月21日(水) 19:00〜20:30
②７月28日(水) 19:00〜20:30

【対象】小学生（４年生以下は保護者同伴です）
【定員】先着10組

③８月４日 (水) 19:00〜20:30
【内容】初心者に向けた浴衣の着付け講習会

【講師】能代市技術開発センター 木の学校

【対象】中学生以上の村民

【会場】公民館

【定員】先着10名程度

【参加費】500円（材料費）

【講師】結いの会 大畑 和子氏 ほか（大潟村）

※参加費は当日お持ちください。
【持ち物】マスク着用、汚れてもいい服装、
参加費500円
【申込開始】７月５日(月) 9:30〜
【申込締切】７月16日(金)

【会場】公民館和室
【参加費】無料
【持ち物】浴衣一式、マスク着用
【申込締切】７月12日(月)

◎野菜ソムリエによる料理教室
昨年好評の料理教室が今年も開催！
【日時】８月３日(火) 10:00〜13:00
【内容】「おうちで大満足ごちそう夏野菜メニュー」
【定員】先着８名
【講師】野菜ソムリエ 鈴木まり子 氏（秋田市）
【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。
【持ち物】マスク・エプロン・三角巾、容器（お料理
が余った場合の持ち帰り用）参加費1,000円
【申込開始】７月５日(月) 9:30〜
【申込締切】７月26日(月)

高齢者学級

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

マジックショーを観て、脳の活性化、頭の体操
をしましょう。
【日時】７月20日(火) 10:00〜11:00
【内容】マジックショー観覧のほかに、簡単なマ
ジックの手ほどきあり
【対象】村民・老人クラブ会員
【定員】先着20名程度

○
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【講師】奇術研究会 小野 学 氏
【会場】ふれあい健康館
【参加費】無料
【持ち物】マスク着用
【申込締切】７月12日(月)

令和３年７月号

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661
体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685

教育委員会からのお知らせ

家庭教育学級

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎講話「お金の基本のお話」と「教育に関するお話」
「知っているようで知らない」「知って得する」
お金の基本の話と、教育に関するお金の話を学びま
す。事前の質問も受け付けます。
【日時】７月16日(金) 10:00〜11:30
【定員】先着20名程度
【対象】０歳〜高校生までの子どもをもつ保護者
【講師】ファイナンシャルプランナー 境 健治 氏
【会場】公民館

【参加費】無料
【持ち物】マスク着用
【申込締切】７月９日(金)
【その他】
①託児可能。希望者は申込時にお伝えください。
②事前の質問を受け付けます。講師に質問（聞きた
い内容が）ある方は、申込時にお伝えください。

新 しい本、入りました
№

1
2
3
4

タイトル
エレジーは流れない
スモールワールズ
男と女の台所
老いの福袋

三浦
一穂
大平
樋口

著者
しをん
ミチ
一枝
恵子

№

タイトル

5 サード・キッチン
6 つまらない住宅地のすべての家
7 ほたるいしマジカルランド

著者
白尾 悠
津村 記久子
寺地 はるな

【本を借りる際のお願い】
公民館図書室の本を借りるときは、「図書貸出簿」（児童図書コーナーの本は「絵本貸出簿」）に記
入をお願いします。また、貸出期間は２週間です。返却する際は、できるだけ元にあった位置に返して
ください。皆さんのご協力をお願いいたします。
【本の寄贈について】
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。
【問合せ】公民館 ☎45-2611

村
第 25回村民水泳大会の参加者募集
【日時】８月４日(水) 集合9:00
【会場】大潟村Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村スイミングクラブ
【申込方法】Ｂ＆Ｇに備え付けの申込み用紙へ記入

【その他】多くの方にご参加いただくために、泳ぎ
に自信のない方でも参加できるビート板競技やタ
イムレースも行います。
※参加者には賞品を用意しております。
【問合せ】村民体育館 ☎45-2269

村
Ｂ ＆Ｇ海洋センタープール７月１日(木)ＯＰＥＮ
【開館日時】７月１日(木)〜９月12日(日)
【開館時間】午前の部 9:30〜11:30
午後の部 14:00〜17:00
夜の部
17:30〜20:00（７・８月のみ）
※９月は夜の部は行いません。
【お願い】プールご利用にあたっては、水泳帽とゴ
ーグルを必ず着用してください。
【休館日】
◎定休：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）
◎水温や室温が低いときは利用できません。
利用できる日はＢ＆Ｇの旗を揚げています。
◎水泳大会や教室開催時は一般利用ができない場合
があります。

【その他】団体利用の際は、事前にお申込ください。
Ｂ＆Ｇ海洋センター（Ｂ＆Ｇプール）の利用について
Ｂ＆Ｇ海洋センターは新型コロナ感染防止のため、
次の対応をとったうえで７月１日より開館いたします。
１：入館者は入口で、こちらが用意した消毒剤での
手指消毒をお願いいたします。
２：体温が37.5度以上の方の入館は控えてください。
３：子ども用すべり台は設置いたしません。
４：ゴーグルやキャップの貸し出しはいたしません
ので各個人が持参してください。
５：ビート板等の使い回しはしないでください。
【問合せ】スポーレおおがた ☎090-4042-0799
○
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教育委員会からのお知らせ

体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685

村
サ マーレガッタ参加者募集のお知らせ
大潟村サマーレガッタを次のとおり開催いたしま

【参加費】無料

す。ぜひ、友人や住区、職場の仲間同士でチームを

【申込期限】７月21日(水)

組んで参加してみませんか。多数の参加をお待ちし

【申込み・問合せ】村民体育館 ☎45-2269

ております。
【日時】７月31日(土) 9:00
【会場】大潟村漕艇場
【種目】ナックルフォア
（舵手１名・漕手４名の計５名）
◎男女別の他、漕手の合計年齢によって成年・壮
年・熟年の部に分かれます。
◎男女混合、年齢制限なしのオープン参加も受付
けしますので、友達、家族、夫婦などの参加も
お待ちしております。

村 民射撃大会のお知らせ
【日時】７月14日(水) 受付9:00〜 競技開始9:30〜

【その他】装弾・昼食は各自でご用意ください。

【会場】男鹿市クレー射撃場

【問合せ】村民体育館 ☎45-2269

【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村射撃同好会
【競技方法】フリースタイルで、トラップ１ラウン
ド（25個）、スキート1ラウンド２トラップかス
キートどちらか選択１ラウンド（ 25 個）の合計

75個撃ちとする。
【会費】3,000円／１人
【申込方法】当日受付にて

村 民グラウンドゴルフ大会参加者募集
例年行われております村民グラウンドゴルフ大会
を、今年は７月26日(月)に開催します。
参加者を募集いたしますので、奮ってご参加くだ
さい。
【日時】7月26日(月)
雨天決行 13:30〜（受付13:00〜）
【会場】多目的運動広場
【参加申込】（１）申込期限：７月16日(金)
（２）申込場所：大潟村村民体育館
（３）申込方法：用紙に記入のうえ申し込むこと
※申込み用紙は、村民体育館にあります。

○
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【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村グラウンドゴルフ愛好会
【問合せ】村民体育館 ☎45-2269

令和３年７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

◎７月の教室内容
種 目

日にち

場 所

時 間

インターバル速歩トレーニング

毎週火曜・水曜・金曜

村民体育館

水・金9:00
火13:30

インターバル速歩体験講習会

３

村民体育館

9:00

タイ式ヨガ

５

ふれあい健康館

10:00

呼吸法と生活ヨガ

12

ふれあい健康館

10:00

３Ｂ体操

村民体育館

10:00

13・27

ふれあい健康館

19:30

30

村民体育館

10:00

７・13・27

多目的運動広場

16:00

ボート

５・12

大潟漕艇場

10:00

高齢者ラージ卓球

７・28

ふれあい健康館

9:00

14

ふれあい健康館

9:00

ちびっこ体操

７・14・21

村民体育館

14:00

ちびっこ水泳

21

B&Gプール

14:00

ジュニア水泳

14・21

B&Gプール

16:00

ジュニア複合

５・12

ラグビー場

16:00

水中ウォーク

15・29

B&Gプール

14:00

大人の水泳

29

B&Gプール

16:00

ちょいスポ

９

村民体育館

10:00

体幹アップ体操

26

ふれあい健康館

14:30

ストレッチポール
スローエアロビック
グラウンドゴルフ

高齢者ラージ卓球親睦交流会

時間厳守

３Ｂ体操協会の都合により、今年いっぱい行いません。

16

簡単トレ

備 考

現地集合

４・５歳児対象

ボッチャ

※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

《7月のウォーキング》ニコニコ農園ブルーベリー摘み取り体験＆秋田内陸線田んぼアート
【主催】スポーレおおがた
【日時】７月18日(日) 8:30 村民体育館出発
【定員】30名

【〆切】７月12日(月)
【参加費】農園入場料＋バス代＋電車代

○
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令和３年７月号

教育委員会からのお知らせ

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター（こども園内）☎ 45-2345／FAX 45-3615

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

【７・８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、 ●『楽しさいっぱい手作りおもちゃ！』
《日時》７月21日(水) 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
《場所》子育て支援センター
喜び、子育てのサポートをしていけるように育児相
「身近な素材で簡単にできて、子どもが喜ぶ
談やイベント情報の提供もおこなっています。
おもちゃを作ってみたいけど…。」などと悩
子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな
んでいる方。是非、お友だちを誘って一緒に
がりを広げてみませんか？
作ってみませんか？
●『ステップアップ夏の遊びを楽しもう！』
《日時》８月６日(金) 10:00〜11:00
《場所》子育て支援センター テラス
水遊びプール等でいろいろな遊びをして楽し
みます。暑い夏を、みんなで楽しんで過ごし
ましょう！
※雨天時や気温の低い日は、保育室で楽しみ
ます。
※持ち物…帽子、着替え、体をふくタオル、
汚れ物を入れるビニール袋、飲み物等、他
に必要な物は持参してください。

手形・足形をとりました♪
みんな遊びに来てね！

【申込・問合せ】
子育て支援センター（こども園内）
☎45-2345

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）
９月期生を募集します
【訓練科】テクニカルオペレーション科（15名）
【訓練期間】令和３年９月２日(木)〜
令和４年２月28日(月)（６ヵ月）
【訓練時間】9:30〜15:40

【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

【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）

◆毎週木曜日に施設見学会を行っています

【募集期間】令和３年６月29日(火)〜７月28日(水)

（雇用保険受給中の方は就職

【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）

活動として認められます）

【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
○
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情報・募集・ご案内
自衛隊秋田地方協力本部から

防衛省採用試験のお知らせ
令和３年度の自衛官採用試験及び、採用制度説明会を下記のとおり行います。
【採用試験】
種

目

受 験 資 格

自衛官候補生

高校３年生及び
18歳以上33歳未満の者

７月１日〜９月16日

９月17、18、19日
（の内指定する１日）

一般曹候補生

高校３年生及び
18歳以上33歳未満の者

７月１日〜９月６日

１次：９月17、18、19日
（の内指定する１日）

航空学生

高卒者（見込含）
海上：18歳以上23歳未満の者
航空：18歳以上21歳未満の者

７月１日〜９月９日

１次：９月20日

推薦
９月５日〜10日

９月25、26日

総合選抜
９月５日〜10日

１次：９月25日

一般
７月１日〜10月27日

１次：11月６、７日

７月１日〜10月13日

１次：10月23日

７月１日〜10月６日

１次：10月16日

７月１日〜９月17日

10月２日

防衛大学校学生

高卒者（見込含）
18歳以上21歳未満の者

防衛医科大学校
医学科学生

高卒者（見込含）
18歳以上21歳未満の者

防衛医科大学校
看護学科学生

18歳以上21歳未満の者

予備自衛官補
（一般）
予備自衛官補
（技能）

高卒者（見込含）

受

付

試 験 日

18歳以上34歳未満の者
18歳以上で国家免許資格等を
有する者

【問合せ】自衛隊秋田募集案内所 ☎018-864-4929
大潟中学校から

大潟中学校部活動後援会
賛助会員募集のお知らせ
大潟中学校部活動後援会では今年度の賛助会
員を募集しています。
詳しくは、各家庭に配付済みの案内かＪＡ大

東北農政局から

東北農政局八郎潟農業水利事業所が
開設されました
【所在地】〒010-0442
南秋田郡大潟村字東1-1
（旧秋田県農業研修センター２Ｆ）

潟村窓口に備え付けの募集案内、または学校Ｈ

☎0185-47-7667

Ｐをご覧ください。

FAX：0185-47-7661

【問合せ】大潟中学校（教頭） ☎45-2330

【開設日】令和３年７月１日
○
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情報・募集・ご案内
秋田労働局から

外国人雇用はルールを守って適正に
〜ともに働き、ともに活躍〜
★事業主は、外国人（技能実習生を含む）の雇入れ、離職の際は、その氏名、在留資格などをハローワ
ークに届け出る必要があります。
★事業主は、雇用する外国人労働者について、労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守するとともに、
適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、「外国人
労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、適切な措置を講
じることが必要です。
※指針→厚生労働省トップページ＞分野別の政策＞雇用・労働＞外国人雇用対策
外国人労働者についてのご相談は、最寄りの労働基準監督署又はハローワークまで。
秋田県外国人相談センターから

県内在住外国人に生活・防災支援グッズを
無料で配布しています
秋田県と（公財）秋田県国際交流協会では、県内在住外国人に生活・防災支援グッズを無料で配布し
ています。
無料配布を希望する方は、秋田県外国人相談センターへお問合せください。
【配布対象者】県内在住外国人やご家族、外国人を雇用している企業や団体
【無料配布グッズ】
◎Helpカード（英語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語）
◎防災てぬぐい（英語・中国語・韓国語併記版、タガログ語・ベトナム語・インドネシア語併記版）
◎防災グッズ（LEDライト付きホイッスル）
◎防災リーフレット（日本語・英語・中国語・韓国語併記版、日本語・タガログ語・ベトナム語併記版）
◎秋田県防災サイトの案内チラシ（日本語、英語、中国語、韓国語）
◎外国人そうだんQ&A（日本語版のみ 団体1冊の配布）
（英語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語、ロシア語はHPよりダウンロード）
※在庫に限りがあるものがあります。
県公式サイト「美の国あきたネット」に写真等を掲載しています。

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48504
【申込先】秋田県外国人相談センター
秋田市中通2-3-8 アトリオン１階 秋田県国際交流協会内
☎ 018-884-7050 FAX：018-825-2566
秋田地方法務局から

忘れていませんか？「相続登記」
〜利用しよう「法定相続情報証明制度」〜
「法定相続情報証明制度」をご存じですか。
この制度は、相続が発生した際、戸籍謄本等と
相続人を一覧にした図（法定相続情報一覧図）を
法務局に提出していただくと、登記官が確認した
上で、法定相続人を特定した公的な証明書を無料
で必要とする通数を発行する制度です。この証明
書を提出すると、相続登記、相続税の申告、預貯
金及び保険の払出し等の際に戸籍謄本等の提出が
不要となり、複数の手続を同時に行うことができ
ます。その上、提出先では、複数の戸籍謄本等を
確認する必要がないことから審査時間が短縮され、

○
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スムーズな相続関係手続が行える、非常に便利な
制度です。
この制度のご利用方法等につきましては、法務
局ホームページに掲載しておりますし、お近くの
法務局でもリーフレットを配布しております。
なお、ご不明な点等がございましたら問合せ先
までご連絡願います。
【問合せ】
秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎
秋田地方法務局登記部門 ☎ 018-862-1174

令和３年７月号

情報・募集・ご案内
秋田県下水道協会から

令和３年度排水設備工事責任技術者資格認定試験を
次のとおり実施いたします
１申込受付期間 令和３年７月12日(月)から７月26日(月)まで
２受験者講習会 令和３年９月22日(水) ９時30分〜15時30分
３資格認定試験 令和３年10月29日(金) 10時00分〜12時00分
４会 場
・受験者講習：お住まいの市町村会場
※秋田県下水道協会ホームページで確認してください。
・資格認定試験会場
会場名 秋田市文化会館
住 所 秋田市山王7丁目3-1
５申込方法 大潟村生活環境課生活班に備え付けの用紙にてお申し込みください。
※申請書は秋田県下水道協会のＨＰからもダウンロードできます。
ホームページURL http：//www.gs-akita.com
６受講・受験手数料 6,000円（テキスト別）
※受講・受験票は、８月中旬に送付します。
※テキストは、受験者が準備くださいますようお願いします。
日本下水道協会発刊「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」（定価2,500円）
７お問い合わせ先
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8（秋田市上下水道局３Ｆ）
秋田県下水道協会事務局
☎：018-864-1427

FAX：018-862-7702
e-mail：gs-akita@eagle.ocn.ne.jp
秋田県農業共済組合から

７月「収入保険相談窓口」開設のご案内

秋田県総合政策課県民読書推進班から

第８回ふるさと秋田文学賞作品募集

新型コロナウィルスの感染拡大防止対策の影

「小説」「エッセイ・紀行文」の２部門で、

響によって、販売収入が減少した場合も補償さ

秋田をテーマとした文学作品を募集しています。

れます。収入保険の内容等を知りたい方は、お

■部門
原稿用紙換算50枚以内

気軽にお越しください。

①小説

【開設日】７月７日・14日・21日・28日

②エッセイ・紀行文 原稿用紙換算10枚以内

（毎週水曜日）

■賞

【時間】午前９時〜午後３時

ふるさと秋田文学賞 各１編 ほか

【会場】ＪＡ大潟村本所

①賞金50万円 ②賞金20万円

【問合せ】
秋田県農業共済組合 収入保険部

■締切
７月31日(土)（当日消印有効）

収入保険課
所 ☎ 018-884-5254
中央支所 ☎ 018-865-1701
本

【問合せ】秋田県総合政策課県民読書推進班
☎018-860-1216
あきたブックネット

○
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令和３年７月号

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

○

令和３年５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。
契約額（税込）

落札率（％）

業者名

総中内防災林地内除草事業委託 指名競争 ５月10日

11,880,000円

97.39

（同）美留造園土木

並木修景木保育管理事業委託 指名競争 ５月10日

2,970,000円

87.38

アルファグリーン（株）

東２・３丁目中央線舗装補修
随意契約 ５月10日
工事積算資料作成業務委託

1,650,000円

94.94

（一財）秋田県建設･工業技術センター

道の駅おおがた空調改修工事（Ⅱ期） 一般競争 ５月10日

34,100,000円

97.06

羽後設備（株）潟上営業所

橋 梁 点 検 業 務 委 託 随意契約 ５月10日

5,867,400円

100.00

市町村橋梁等長寿命化連絡協議会

ふ る さ と 交 流 施 設 １ Ｆ
指名競争 ５月14日
厨房排気ダクト改修工事

2,255,000円

100.00

山二施設工業（株）

研 修 館 空 調 設 備 改 修 工 事 指名競争 ５月14日

1,397,000円

96.21

工藤電気工事（株）

第２期大潟村総合村づくり計画後
期基本計画策定並びに大潟村公共 随意契約 ５月17日
施設等総合管理計画改定業務委託

8,910,000円

93.10

（株）ぎょうせい東北支社

集 落 地 外 道 路 沿 除 草 委 託 随意契約 ５月18日

2,475,000円

98.23

鹿島道路（株）大潟出張所

下水道管路施設清掃業務委託 指名競争 ５月20日

8,030,000円

93.55

（株）伊藤羽州建設秋田支店

取水ポンプ場及び浄水場
指名競争 ５月20日
配水池高圧洗浄業務委託

5,555,000円

95.63

（株）北日本ウエスターン商事秋田支店

役場庁舎熱交換器換気扇更新工事 指名競争 ５月25日

3,652,000円

92.22

羽後設備（株）潟上営業所

観 光 看 板 更 新 工 事 指名競争 ５月27日

1,100,000円

45.37

（有）アークス
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契約方式

入札日

令和３年７月号

村の人口の動き・公共施設の状況

７月の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日
農業委員会定例総会（13:30〜）
（金）

役場

10日
村民球場
住区対抗村民野球大会（〜11日）
（土）
サブグラウンド
13日
２年職場体験（〜14日）
（火）

村内事業所

23日 夏季休業（〜８月24日）
（金） ※こども園は１号認定のみ

園・小・中

31日
サマーレガッタ
（土）

漕艇場

８月上旬の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日
農業委員会定例総会（13:30〜）
（月）

役場

３日
戦没者追悼式
（火）

ふれあい
健康館

７日 村民野球大潟選手権大会
村民球場
（土）
（〜８日） サブグラウンド
ワールド・グリーン・チャレンジ スポーツ
ソーラーカーラリー（〜11日）
ライン

８日
（日） ワールド・グリーン・チャレンジ スポーツ
ソーラーバイシクル・レース
ライン
（〜９日）

・保健センターの行事
⇒P18
・介護予防事業

こちらも
チェック
してね。

⇒P21

◎人口の動き(６月１日現在）
項目
世帯数
人口
男
女

人数(人） (増減）
1,156 ( ０ ）
3,104 ( ０ ）
1,555 (−１）
1,549 (＋１）

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人）

7
4
2
5

◎公共施設の利用状況(５月中）
施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
291人 村民センター
1,185人
村民体育館
人
ふれあい健康館
1,408
1,760人
干拓博物館
838人 ごみ処理量
51ｔ
多目的運動広場
1,762人 水道使用量
41,313㎥
多目的グラウンド
246人 下水排水量
44,627㎥
子育て支援センター
126人

◎公共施設の太陽光発電量（５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 1,139
61 1,095
17
西２分館
3.96
432
48
468
24
西３分館
7.74
777
98
732
53
ー
ー
ー
ー
東２分館
9.99
東３分館
9.99 1,182
140 1,125
83
北１コミ会館 7.20
860
93
803
36
北２コミ会館 5.40
721
44
685
8
南コミ会館
4.32
504
142
424
62
多目的会館
4.95
643
78
599
34
合 計
63.54 6,258
704 5,931
317
○売電量の金額換算：249,102円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1343リットル
○消費電量の金額換算：29,568円（単価42円/kWh）

７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】７月20日(火) 10:00〜12:00
【会場】役場第２会議室

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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聖火リレーが行われました
６月９日(水)、東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーが大潟村で行われ、14人の聖火ラン
ナーが聖火をつなぎました。
聖火は午前10時46分に干拓博物館前をスタートし、中央東通り〜こども園前を通ってゴールを目指
します。聖火の前には大会車両やパフォーマーが並び、沿道からはたくさんの観衆が拍手を送られまし
た。ゴールとなったサンルーラル大潟前に最終ランナーの押尾川親方（元関脇豪風、大潟村応援大使）
が姿を現すと、会場は大盛り上がり。その後聖火は無事に能代市へ引き継がれました。

ゴールする押尾川親方

園児たちも旗を振って応援

博物館前をスタート

こども園前を駆け抜けた本間さん

由利本荘市で、ボートで聖火をつない
だ大潟村出身の近藤秀選手 （右から
２番目）と桜木樹選手（同５番目）

大潟小学校運動会が行われました
６月６日(日)、大潟小学校の運動会が開催されました。
雲ひとつない晴天に恵まれ、「三色魂」のスローガンのもと、赤・白・青の３チームが熱いたたかい
を繰り広げました。
赤組・青組は「前年王者の白組を必ず倒す！」と宣言し気合い十分。競技では、赤組が序盤からリー
ドをしっかりと守り、青組・白組の猛追も及ばず、見事に優勝を果たしました。

開会、気合いが入ります

運命のジャジャジャジャ〜ン

懸命にバトンをつなぎます

応援合戦

色別リレー

健闘を称え合います

今年のスローガン

○
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６年生は小学校最後の運動会を
たたかい抜きました

