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●今月の主な内容
内
◇ デンマークボートナショナルチーム
出発式（P2）
◇ 農業委員会活動報告（P6～P7）
◇ 中学校体育祭（P24）
◇ 中学生職場体験（P24）
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デンマークチーム 出発式（関連P3）
７月18日
（日）
（日）
、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出発式が行われまし
た。約１ヵ月の合宿を終えたチームは、充実した
表情でオリンピックへと向かいました。
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デンマークボートナショナルチームの出発式が行われました
７ 月 18 日 ( 日 ) 、 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出発式

とともに「力戦奮闘」と書かれた激励の書が贈ら
れました。

が行われました。６月20日(日)に来村し、約１ヵ

その後バスに乗り込んだ選手たちは、聖火リ

月間のキャンプを行った選手団へ、髙橋村長より

レーコースを通り、沿道に詰めかけた村民に手を

「キャンプが順調であったことと、コロナの問題

振りながら大潟村を後にしました。

が起きなかったことを嬉しく思います。全艇の決
勝進出、メダル獲得を願っています。また大潟村
へ来てください。」と激励の言葉がありました。
選手団からは「ここまで完璧なキャンプは初めて。
ホテルを始め、関係者や村民の温かい協力・応援
に感激した。」と感謝の声が聞かれました。
式典では、大潟村を後にするデンマーク選手団
へ有機米などの記念品が贈呈されたほか、大潟中
学校３年の前田柚子さん（東2-6）から「全力を出
し切って闘えるよう応援しています。」との言葉

力戦奮闘を誓いました

デンマーク選手団とのオンライン交流会が行われました
７月２日(金)、大潟中学生とデンマークボート
選手のオンライン交流会が行われました。
交流会では各学年からそれぞれ３名がデンマー
ク選手へ質問を行いました。その中で選手からは
「大潟村のボートコースは素晴らしい。」「メダ
ルより、全力を尽くすことを心がけている。」な
どの話が聞かれました。最後は中学生から『よっ
ちょれ』が披露され、デンマーク語で「がんば
れ！」とエールが送られました。

画面ごしに質問をしました

聖火ランナーのトーチが披露されました
７月21日(水)に、聖火ランナーを務めた池田元

ら開会式を見てください。」と述べ、その後子ど

美さん（東 3-4 ）が小中学校を訪れ、聖火トーチ

もたちはトーチを手に取って観察したり、ポーズ

の披露が行われました。

をとったりしていました。

池田さんは、「あきらめずに努力をすれば、い

また、16日(金)にはふれあいサロン「ちょこっ

つか必ず役に立つ時が来る。今日このトーチを握

と」でもトーチの披露が行われ、こちらでも盛ん

る時に、何か思いを込め、それを思いおこしなが

に記念撮影が行われていました。
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おそるおそる、持ってみます

班ごとに記念撮影

令和３年８月号

デンマーク応援給食が提供されました
７月７日(水)、大潟小中学校でデンマーク応援給食
が提供されました。この給食は、デンマーク文化への
理解を深め、合宿中のデンマークボートナショナル
チームを応援する機運を高めようと企画されたもので、
ライ麦パンの上にスライスチーズ、エビと卵のサラダ、
フリカデラ（デンマーク風ハンバーグ）などを乗せた、
デンマーク風オープンサンド『スモーブロー』が給食
に登場しました。子どもたちは日本の料理とはひと味
違った食事を楽しみながら、デンマーク文化への理解
を深めました。

給食時間の様子

着付け教室が行われました
７月 20 日(火)、大潟中学校１年生の着付け教室３
回目（最終）が行われました。着付けは家庭科の必修
で、大中きらきら塾を利用して２回行い、最後に家庭
科の授業で仕上げになります。
講師の「結いの会」の皆さん、スクールサポーター
の今野いずみさんの協力の下、何とか上手に着こなせ
た生徒たちからは「むずかしかったけど綺麗に着るこ
とができた。」「機会があれば、今後は自分で着てみ
たい。」といった声が聞かれました。

みんな上手に着られました

農地パトロールを実施しました
７月２日(金)、農業委員会・ＪＡ大潟村・大潟土地
改良区が協力して、農地パトロールを実施しました。
農地パトロールは、大切な農地を荒らさないために行
われるものです。集まったメンバーは４班に別れ、育
苗団地や周辺市町農家の増反地を中心に、耕作のされ
ていない農地を確認しました。
農業委員会では、パトロールの結果を踏まえ、周辺
農業委員会や関係機関と連携しながら農地の保全に努
めてまいります。

メロン盗難防止パトロールの出発式が行われました
７月20日(火)、JA大潟村の農産物出荷所において、
大潟村安全安心パトロール隊によるメロン盗難防止パ
トロール出発式が行われました。
パトロール隊は、安全安心ネットワーク委員会、防
犯指導隊、ボランティア等で構成されています。五城
目警察署と連携して行うメロン盗難防止パトロールは
今年で18年目となります。
パトロール隊におかれましては、農産物の盗難防止
にご尽力くださり、誠にありがとうございます。
○
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パックご飯（無菌包装米飯）工場の落成式が行われました
村内企業誘致用地で建設が進められていた「株
式会社ジャパン・パックライス秋田」（涌井徹社
長）の無菌包装米飯工場が完成し、７月21日(水)
にサンルーラル大潟で落成式が行われました。
式では、涌井社長より「パックご飯の消費量は
毎年２桁の伸びがあり、また輸出商品としても極
めて大きな可能性を持っています。今回、国・
県・村の支援のもと、最初の工場を建設すること
ができました。今後県内各地に工場建設を進める
ことで、秋田の農業が日本の農業の発展に貢献で
きるよう取り組んでいきます。」とあいさつがあ
りました。その後、金田勝年衆議院議員をはじめ

とする来賓の方々から祝辞があり、髙橋村長から
も「今回の工場完成を機に、大潟村がより高度な
モデル農村として歩み始める時がきたものと感じ
ています。」と期待の言葉が寄せられました。

あいさつする涌井社長

大潟村議会７月臨時会
可決された議案
工事請負契約の締結について
旧保育園解体工事
条件付き一般競争入札
5,995万円
天喜建設株式会社（男鹿市）
代表取締役社長 天野貴明

承認された案件
工事請負変更契約専決処分報告
作業現場の状況から、敷鉄板の追加などで工事内容が変
更となることから、契約金額を変更するものです。
変更前8,531万9,300円 ／ 変更後9,578万8,000円
鹿島道路（株）大潟出張所 所長 佐藤誠一

第33回村民射撃大会結果
７月14日(水）
男鹿市クレー射撃場
大潟村体育協会
大潟村射撃同好会

１位：松川 金一
２位：成田 文男
３位：三浦 宏

第52回村民野球大会
７月10日(土)〜７月11日(日）
村民野球場・サブグランド
大潟村体育協会
大潟村野球協会
14チーム

優勝：西2-1・西2-2・中央合同
準優勝：東3-2
最優秀選手賞：安東謙真（中央）
優秀選手賞：菅原史登（中央）
仁木富峰也（東3-2）

第28回村民グラウンドゴルフ大会結果
７月26日(月）
大潟村多目的運動広場
大潟村体育協会
大潟村グラウンドゴルフ愛好会
29名
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※（ ）内はスコア
個人の部
男子１位：佐藤栄一（81)
２位：工藤兼雄（82)
３位：藤森 巌（84)
女子１位：髙橋きよ子（77)
２位：佐藤シズエ（80)
３位：寺田 ヒデ（82)

団体の部
４人組１位：工藤兼雄、谷直方、
三浦サチ、寺田アチ子
５人組１位：佐藤シズエ、佐藤栄一、
佐藤恵美子、馬場登、
寺田純子

令和３年８月号

生活習慣病予防のため
年に 1 回は健診を受けましょう！
特定健診は、メタボリックシンドローム（メタボ）をはじめとした生活習慣病の発症や重症を防ぐ
ことに特化した健診です。生活習慣病は、痛みなどの自覚症状がないものが多く、気づいたときには
すでに重症化しています。たとえ忙しくても、毎年必ず健診を受診しましょう。
※昨年は村での特定健診等が中止となりましたが、今年度は実施予定となっています。（P13参照）

特定健診でわかる！未来を変える３つのアクション
１、病気の芽に気づく
私たちが無自覚に行っている「不適切な食生活」「運動不足」「喫煙」などの不健康な生活習慣は知ら
ず知らずのうちに身体に悪影響を与えます。不健康な生活習慣が原因で起こる病気を「生活習慣病」とい
い、日本人の死亡原因の約60％を占めています。これらの病気に初期の自覚症状はほとんどありませんが、
検査結果が「どういう病気になりかけているか」を教えてくれます。

２、病気を重症化させない
特定健診の主な目的は、メタボリックシンドロームのリスクを調べることです。メタボを解消しなけれ
ば、動脈硬化が急速に進み、生活に支障がでる後遺症や、死に直結する深刻な病気を発症しやすくなりま
す。それを事前に食い止めるために特定健診があります。
不健康な生活習慣
ウエストが増える 内臓脂肪型肥満
小さな異常が生じる メタボの状態
・高血圧 ・高血糖 ・脂質異常など
動脈硬化が進む
深刻な病気を発症
・心臓病 ・脳卒中 ・糖尿病の合併症 ・肝臓病 ・腎臓病など

３、生活習慣を改善する
特定健診は、結果を活かすことに意味があります。検査結果で悪化している項目がわかったら、それに
合わせて生活習慣を改善しましょう。

８月下旬に、村で実施する総合検診の申込みである「検診対象者調べ」を行います。各住区の健康

推進員の方が配布、回収を行います。

特定健診は、40歳以上の方は無料で受けることができるので、この機会にぜひ受診ください。

※「検診対象者調べ」は受診の有無に関わらず、全員ご提出いただけますようご協力お願いいたします｡
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農業委員会からの

令和３年８月号

農家の利益を代表する
農

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

③農政

〔単位：回〕

総
定

例

会
臨

12

部

時

計

0

農

12

政

会
農

3

地

計

2

5

あっせん 和解仲介
備
会
議 会
議

0

考

5

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

農地

す

(1)農地法等に基づく許可等の状況
区
農地法
第３条
関 係

大
件数

分
所有権移転許可
賃貸借件設定許可
使用貸借権設定許可

農地法第４・５条 転

用

許

可

農用地利用 所 有 権 移 転 答 申
集 積 計 画 賃貸借権設定答申
計

1
2
21
1
14
28
66

（単位：件,㎡）

潟
面

村
積

周辺市町増反地
件数
面
積

1,172
2
9,512
0
2,292,044
4
552
0
369,788 44
2,047,611 89
4,720,127 139

件数

計
面

7,040
3
0
2
48,734 25
0
1
322,604 58
612,763 117
991,141 206

積

8,212
9,512
2,340,778
552
692,392
2,660,374
5,711,268

(2)農地等の利用関係のあっせん及び争議の防止
①あっせん：６件

②争議の防止（和解・仲介）：１件

(3)農業者年金業務（令和２年４月〜令和３年３月）
区

分

処理件数

備

考

経営移譲年金：２件
老齢年金：３件
令和３年３月31日現在の受給者数：328人
（内訳 経営移譲年金：268人 老齢年金：60人）

年金支給決定

５件

年金加入者数

12件 令和３年３月31日現在の受給者数：283人
（内訳 通常加入：198人 政策支援：85人）

資 格 喪 失

０件

一 時 支 給

１件

通常加入：７件

農

農地

政策支援加入：５件

が必要です

農地転用（農舎等の農業用施設・既設用地の拡幅等）については、事前に農業委員会へご相談くださ
い。許可のない農地転用については、現状回復等の命令がなされる場合がありますのでご注意くださ
い（農地法第51条）。転用許可申請書に添付する書類等の詳細についてはお問い合わせください。
○
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お知らせ

農業委員会 ☎ 45-3654

農業委員会の活動報告

令和３年８月号

農地

農地の権利移動には、農地法第３条の許可が必要です。
また、農業経営基盤強化促進法に基づく、農用地利用集積計画によっても権利移動ができます。農用
地利用集積計画による権利移動は農業振興地域内の農地に限られますが、所有権移転時に税法上の優遇
措置などがあります。
〔単位：件,㎡〕
Ｓ57〜H26

区分

Ｒ元

Ｒ２

計

3

6

3

0

3

45

面積

2,691,990

321,635

26,363

229,752

45,918

0

8,212

3,323,870

あっせん 件数

45

0

0

0

0

0

0

45

所 有 権 移 転

大 潟 村 農 業 委 員 会 許 可

事

業 面積

1,034,463

0

0

0

0

0

0

1,034,463

売

買

件数

749

1

0

18

0

0

0

768

面積

5,629,377

1,019

0

163,539

0

0

0

5,793,935

小

計

件数

821

4

3

24

3

0

3

858

面積

9,355,830

322,654

26,363

393,291

45,918

0

8,212

10,152,268

件数

31

2

0

2

0

2

2

39

面積

710,837

6,017

0

9,512

0

5,257

9,512

741,135

件数

472

26

22

23

14

14

25

596

56,130,725 2,453,130 2,249,283 1,832,564 1,680,766 1,585,430 2,340,778

68,272,676

貸

可

集積︹配分︺計画

売

借

面積

計 面積
買

貸

借

集積計画計

合

Ｈ30

3

農 業 委 員 会 件数

賃

Ｈ29

27

与

使 用 貸 借

許

Ｈ28

件数

贈

賃

Ｈ27

計

件数
面積
件数
面積
件数
面積
件数
面積

1,324

30

1,493

66,197,392 2,781,801 2,275,646 2,235,367 1,726,684 1,590,687 2,358,502

79,166,079

835

32

15,881,271 1,405,065 1,255,756 1,386,479 2,118,558 1,107,525

692,392

23,847,046

117

2,024

31,871,868 2,419,076 3,168,978 3,577,592 4,235,540 3,860,906 2,660,374

51,794,334

2,077

47,753,139 3,824,141 4,424,734 4,964,071 6,354,098 4,968,431 3,352,766

75,641,380

242

186
235

198

172

3,291

223

217

131

175

3,401

191

109

67

16

1,267

146

77

17

58

107

71

49

75

1,242

84

25

215

247
263

205

4,784

113,950,531 6,605,942 6,700,380 7,199,438 8,080,782 6,559,118 5,711,268

154,807,459

農地を相続したら届け出が必要です
農地を相続した場合には農業委員会へ届出が必要です（農地法第３条の３）。
ただし、届け出によって相続が終了したことにはなりませんので、ご注意下さい。

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

問い合わせ先：農業委員会（電話４５−３６５４）
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令和３年８月号

令 和３年度

大潟村職員採用試験のお知らせ

令和４年４月１日に採用予定の村職員採用試験を次のとおり行います。
試験区分

採用予定人数

一般行政職
(大学卒業程度)

若干名

昭和 56 年４月２日から平成 14 年４月１日までに
生まれた方

１名

昭和 56 年４月２日以降に生まれた方で、保健師
資格を有する方（取得見込可）
※助産師資格も有する方は、その旨を履歴書に記
載してください。

保健師
(高校卒業程度)

受

験

資

格
採用後は、原
則として大潟
村に住所登録
できる方

■第１次試験
試験日：令和３年10月17日(日）
会 場：秋田県市町村会館（秋田市山王４丁目2-3）
性格特性検査（12:10〜12:30）
内 容：教養試験（10:00〜12:00）
■第２次試験
第１次試験合格者に通知します。
■申込用紙等の請求
申込用紙等の請求を８月25日(水)から受け付けますので、申込用紙等の送付先（①郵便番号 ②住所
③電話番号 ④氏名）を記入し、次のいずれかの方法により、９月16日(木)まで（直接受取の場合は受
付期間前日まで）に大潟村役場 総務企画課に請求してください。内容確認後、こちらから申込用紙・
自己紹介書を郵送いたします。なお、請求後、申込用紙が受付期間終了の平日２日前までにお手元に届
かなければご連絡ください。※自己紹介書については、大潟村ホームページからダウンロードできます。
≪請求方法≫
①直接受取
総務企画課窓口に取りに来てください。
②メール請求
ogata̲mura@ogata.or.jp 宛てに、件名を「大潟村役場 採用試験申込用紙の請求に
ついて」として、本文に申込用紙送付先（①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④氏名）を記入して送
信してください。
大潟村役場 総務企画課採用試験担当宛に、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」
③郵便請求
と朱書きし、申込用紙送付先（①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④氏名）を記入した文書を同封し
て送付してください。
④FAX請求
FAX番号 0185-45-2162宛てに、件名を「大潟村役場 採用試験申込用紙の請求につ
いて」として、本文に申込用紙送付先（①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④氏名）を記入して送信
してください。
■申込手続
①持参の場合 申込書及び自己紹介書に所要事項を全部記入し、申込書の受験票部分には最近撮影した
上半身、脱帽、正面向き、縦６㌢、横4.5㌢の写真１枚を貼って、大潟村総務企画課宛に提出してくだ
さい。
②郵送の場合 ①と同じものと宛先を明記した84円切手を貼った返信用封筒（定型）を必ず同封して、
封筒の票に「職員採用試験申込」と朱書きして簡易書留もしくは特定記録で郵送してください。
※普通郵便の事故には対応できません。封筒を同封しない場合には受験票を返送しません。受験日の１
週間前までに受験票が届かない場合は、必ずお問い合わせください。
■申込受付期間
令和３年９月１日(水)〜９月22日(水）
申込は土曜日・日曜日・祝祭日を除く８時30分〜17時までです。
郵送の場合は９月22日(水)までに役場到着のものに限り受け付けます。
■提出書類等
①申込書及び自己紹介書 各１部（所定の用紙を使用すること。）
②受験料 不要
■資料請求・申込み・問合せ
大潟村役場総務企画課
☎0185-45-2111
〒010-0494 南秋田郡大潟村字中央１番地１
○
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検 討委員会の委員を募集します
第２期大潟村総合村づくり計画後期基本計画及び
第４次大潟村行財政改革大綱の策定にあたり、広く
村民の皆さまの意見をこれに反映させるため、検討
委員会を設置します。
つきましては、検討委員会の委員を次のとおり募
集します。
①第２期大潟村総合村づくり計画後期基本計画
②第４次大潟村行財政改革大綱
若干名
大潟村に住所を有し居住されている方

応募者が多数の場合は、性別、年齢層、
経歴等を考慮のうえ決定いたします。
住所、氏名、年齢、電話番号を総務企
画課までお知らせください。
８月20日(金)まで
第１回目の検討委員会を８月31日(火)の
10:00〜11:30に開催します。検討委員会は年３回
程度を予定しています。
総務企画課

☎45-2111／FAX45-2162

E-mail g-kikaku@ogata.or.jp

旧 大潟保育園の解体工事を施工します
８月より旧大潟保育園の解体工事が始まります。
工事期間中は重機が出入りしますが、安全に十分気
をつけて作業いたします。工事完了までお騒がせい

たしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
天喜建設（株）
令和４年３月18日(金)まで

中 央３番地定住化促進住宅入居者募集について
中央３番地の賃貸住宅への入居者を募集していま
す。希望される方は、次の事項を確認の上、お申込
みください。
８月２日(月)〜８月13日(金）
３LDK １戸募集（駐車台数２台）
※２名以上の入居であること
１）村外から移住し大潟村の住民となり居住する方
（注）
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、住居を探している方

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
９月１日(水）
・申込書は大潟村の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（８月２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
総務企画課 ☎45-2111

特 定公共賃貸住宅（北１丁目・独身用）入居者募集
１LDK １戸（駐車１台)
８月９日(月)〜20日(金）
１）村内に居住又は勤務している方
２）単身の入居
３）１ヶ月あたりの所得が158千円以上487千円
以下の方
22,000円／月

９月１日(水)（応相談）
・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。
・正社員等で、今後、所得の上昇が見込まれる方は、
158千円以下であっても入居することができます。
生活環境課 ☎45-2115

○

9

令和３年８月号

村 営住宅入居者募集
４DK １戸（４台程度まで駐車可）
８月９日(月)〜20日(金）
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）
月額21,000円〜33,000円（世帯所得に応
じて決定）

９月１日(水）（応相談）
・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。
生活環境課 ☎45-2115

夏 場の節水にご協力ください
夏場は水の使用量が増加します。
◇炊事
勢いよく水を出して10分間流しっぱなしで洗う
限られた水を大切に使うために、できることから
と、約110リットルの水を使います。
実践して節水に取り組んでみませんか。
おけにためて洗うと約30リットル、80リット
◇歯磨き
水を流したまま磨くと、１分間で約６リットル
ルの節水です。
の水を使います。
生活環境課 ☎45-2115
コップにくめば約0.6リットルの水ですみます。

墓 地管理委員会からのお願い
間もなくお盆となりますが、墓地公園の管理につ
いて、次のことを特にご注意くださるようお願いし
ます。
１）お供え物はその日のうちに片付けましょう。
カラスや動物が集まってきて荒らされるのを防ぐ
ため、お盆やお彼岸のお供え物はその日のうちに片

付けるようお願いします。
２）墓地公園内で風に飛ばされた卒塔婆が多く見ら
れますので、しっかりと固定するようにしてくださ
い。古くなった卒塔婆は、公園内にある卒塔婆置き
場に運んでください。なお、卒塔婆以外のものは持
ち込まないようお願いします。

消 防団員を募集します
消防団は、火災などの災害発生時だけではなく、
地域の防火・防災啓発など、多岐にわたり活動を行
っています。地域や社会のために活動・貢献したい
という方の入団をお待ちしています。
・村内に居住または勤務している方
・年齢18歳以上で健康な方
10人

火災発生時には消火活動、自然災害発生時には、
警戒巡視・避難誘導などを行います。また、平時
は、訓練や火災予防を呼びかける広報活動などを
行っています。他にも、消火技術を競う操法大会
に向けた訓練や出初め式などがあります。
生活環境課 ☎45-2115

家 庭用発電設備等導入に対して助成しています
村では自然エネルギーの普及促進を図ることを目
○接続する太陽光発電は既設のものでも構いませ
的に、太陽光発電システム及びリチウムイオン蓄電
ん
池システムをご自宅に設置する場合、経費の一部を
補助しております。この機会に是非ご検討ください。 （１）住宅用太陽光発電システム
10,000円/kW（上限 50,000円）
（２）定置用リチウムイオン蓄電池システム
（１）住宅用太陽光発電システム
○太陽光発電モジュールの公称最大出力の合計値
50,000円/kWh（上限200,000円）
が１kW以上10kW未満
○住宅または、その敷地内に設置されるもの
令和４年３月31日(木)まで
（２）定置用リチウムイオン蓄電池システム
自ら居住する住宅に設備を設置する個人で、電灯
○太陽光発電と常時接続し、太陽光発電が発電す
る電力を充放電できるもの
契約を結んでいる村民
○蓄電容量が１kWh以上であるもの
生活環境課 ☎45-2115
○
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ご み等の野焼きの禁止について
家の庭や空き地などで、ごみや刈り取った草など
の不要物を焼却する野焼きは廃棄物処理法で原則禁
止され、厳しい罰則規定があります。ドラム缶や基
準を満たさない焼却炉での焼却も同じです。
（罰則：５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰
金又はその両方。法人の場合は３億円以下の罰金｡)

野焼きを行うと煙と臭いのほか、有害物質が発生
し、窓をあけられない、洗濯物に臭いやすすがつく
など、近隣の生活環境に大きな迷惑がかかります。
周囲に燃え広がり、火事になる恐れもありますの
で、絶対にやめましょう。
生活環境課 ☎45-2115

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
日〜12月31日の間でご結婚され、お二人ともご健
在のご夫婦）について、村では９月７日(火)にホテ
ルサンルーラル大潟で合同金婚式の開催を予定して
おります。
参加いただけるご夫婦は、福祉保健課までご連絡
をくださいますようお願いします。
また、本籍地が村外にあるご夫婦は、婚姻日の確

大 潟村敬老会開催のお知らせ
令和３年度の大潟村敬老会は、新型コロナウイル
スの感染の拡大防止のため、賀寿を迎えられる方々
だけをご招待し、規模を縮小して開催します。
誠に申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願
いします。
９月７日(火）
ホテルサンルーラル大潟
福祉保健課 ☎45-2114

認のため、戸籍謄本を添えてご連絡くださいますよ
う、併せてお願いします。（すでに、ご連絡をいた
だいた方々は不要です。）
８月20日(金）
ホテルサンルーラル大潟
９月７日(火）
福祉保健課 ☎45-2114

令和３年度敬老会

お祝い対象者

白寿：大正10年９月16日
〜大正11年９月15日生まれの方
卒寿：昭和５年９月16日
〜昭和６年９月15日生まれの方
米寿：昭和７年９月16日
〜昭和８年９月15日生まれの方
傘寿：昭和15年９月16日
〜昭和16年９月15日生まれの方
喜寿：昭和18年９月16日
〜昭和19年９月15日生まれの方

全 国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間のご案内
法務局では「子どもの人権110番」強化週間を実
施し、皆様からのご相談を受け付けています。相
談は無料で、人権擁護委員及び法務局職員が担当し、
相談内容についての秘密は厳守します。
８月27日(金)〜９月２日(木）

平日：午前８時30分から午後７時まで
土曜日、日曜日：午前10時から午後５時まで
専用相談電話によりお受けします。
子どもの人権110番
☎0120-007-110（通話料無料）
人権擁護委員及び法務局職員

８ 月15日は終戦記念日です。
８月 15 日(日)は終戦記念日であり、日本武道館
村民、村内事業所の皆様におかれましても、黙と
において全国戦没者追悼式が開催されます。村では、 うを行うなどご配慮、ご協力いただきますようお願
当日、戦没者のご冥福をお祈りし、正午から１分間、 いいたします。
黙とうのためのサイレンを吹鳴します。
福祉保健課 ☎45-2114
○
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◎健康相談

◎乳児健診
８月23日(月）13:00〜
４ヵ月児（R3.2.18〜4.23生）、

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。

７ヵ月児（R2.12.4〜R3.1.23生）、

８月17日(火）9:30〜11:00

10ヵ月児（R2.8.18〜10.23生）
13ヵ月児（R2.7生）

保健センター

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。
８月23日(月）14:15〜（乳児検診後）
湖東厚生病院小児科医
保健センター
◎専門医による「心の健康相談日」
８月13日(金)、27日(金）13:30〜15:00
◎『ちょこっと』での血圧測定
８月18日(水)、
９月６日(月)

10:00〜11:30

会場:秋田地域振興局福祉環境部(中央保健所)
８月17日(火）13:30〜15:00
会場:男鹿市保健福祉センター
※前日12時までに予約をお願いします。

ちょこっと
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
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
「ママヨガ」
９月３日(金）10:30〜

YOGA Studio Serenity
守屋直子 氏
村民センター
未就園児のママ
※託児あります。８月 26 日(木)までにお
申込みください。

○
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令 和３年度

総合検診について

今年の村の総合検診は、10月20日(水)〜27日(水)を予定しております。
昨年は新型コロナウイルス感染症対策のため、村での特定健診等が中止となりました。現在、集団検診
の行われる10月下旬には村での新型コロナワクチンの集団接種が完了している見込みであり、今年度は感
染対策を講じながら特定健診等を再開することとしております。
皆さまに安全・安心・スムーズに検診を受けていただくため、今年度の総合検診においても昨年に引き
続き、日時指定をさせていただくこととなりました。皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理
解・ご協力をお願いいたします。
混み合う時間をできるだけなくし、スムーズに検診を受診いただくため、それぞれ検診の受付時間を指
定させていただきます。
例：「あなたの検診受付日時は、１０月２◯日（◯）７：００〜７：３０です」とお知らせします。
指定日時の30分の間に受付していただけますよう、お願いいたします。
詳しくは、８月下旬にお配りする「健診対象者調べ」をご覧ください。

４ 00㎖献血へのご協力をお願いします
一人ひとりの献血が、輸血を必要としている患者
さんの尊い生命を支えています。
次の日程で献血を実施しますので、皆様のご協力
をお待ちしております。
８月24日(火）
農協会館 9:45〜11:00受付
役場
14:15〜16:00受付
年齢：男性 17歳〜69歳
女性 18歳〜69歳
※ただし、65歳以上の方は、60〜64歳までの間
に献血経験がある方に限る
体重：50kg以上
＜注意＞
ブタ、イノシシ、シカの肉や内臓（レバーな
ど）を、生または生焼けで６か月以内に食べた場
合は、Ｅ型肝炎ウイルスに感染してしまうおそれ
があるので、献血はご遠慮ください。
＜薬の種類と献血受付可否について＞
右に記載の薬について、献血当日に服用されてい
る場合でも原則として献血にご協力いただけます。

（最終的な判断は検診医が判断いたしますので、ご
理解ください。）
①健康増進のためのサプリメント（ビタミン剤、ミ
ネラル剤など）
②胃腸薬（感染性下痢症状がある場合を除く）
③降圧薬（血圧がほぼ正常域にコントロールされて
いる場合）
④漢方薬（肝疾患、感冒、喘息等のために使用され
ている場合を除く）
⑤高脂血症治療薬（一部治療薬除く）
⑥アレルギー治療薬（一部治療薬除く）
⑦抗ヒスタミン薬
⑧少量の女性ホルモン・避妊薬
⑨点鼻薬、点眼薬、塗り薬、貼り薬
⑨抗潰瘍薬
⑩緩下剤
⑪痛風高尿酸値治療薬
保健センター ☎45-2613
秋田県赤十字血液センター 献血推進課
☎018-865-6713

臨 床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生とお話してみませんか？心が軽
くなります。
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュケー
ションがとれない等ありませんか？
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。プライバシーは守られます。

９月６日(月）13:00〜15:00
臨床心理士 渡部 明子 さん
保健センター
ご希望の方は、８月30日(月)までに申し込み下さ
い。☎45-2613

○

13

令和３年８月号

「こ 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。
たら、こころの体温を測りましょう。
保健センター ☎45-2613

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
「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。

◎地域交流サロン
◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
「遊び体操」など高齢者にあったプログラム
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 やお喋りをしながら、自立した生活を目指しま
す。
持、向上をはかります。
９月２日(木）
８月18日・25日
９月１日 (全て水曜)
10:00〜
ふれあい健康館
13:30〜15:00
ふれあい健康館
500円（昼食代）
おおむね65歳以上 ※申込みは不要です。
３日前までに電話でお申し込みください。
◎認知症予防教室「脳いきいき教室」
いきいきとした自分らしい生活を送るため、
体を動かしながら、脳をきたえます。
８月19日・９月２日(全て木曜）
13:30〜15:00
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

◎「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。
８月19日(木）
ふれあい健康館
9:30〜11:30
◎血圧測定・健康相談
９月１日(水）
9:40〜
ふれあい健康館
おおむね65歳以上

○
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花 火を打ち上げます！！
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による全村
盆踊り大会及び成人式の中止等をうけ、村民の皆様
が笑顔になっていただけるよう、花火を打ち上げま
す。

・音楽にあわせた打上花火ですので会場周辺ではよ
り楽しめます。
・観覧席は設けませんが役場駐車場は解放しており

夏の思い出に皆さんで楽しんでください。
８月15日(日）19:30〜（15分程度）
大潟村中央２番地 ラグビー場

ます。
・マスクの着用及び密を避けるなど感染予防対策を
してお楽しみください。
産業振興課 ☎45-3653

請 願や陳情、要望書の提出について
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。
請願や陳情、要望書の９月村議会定例会での審議を希望される方は、８月24日(火)までに議会事務局へ
提出をお願いします。
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。
書き方等、詳細についてはホームページをご覧いただくか、議会事務局までお問い合わせください。
議会事務局 ☎/FAX 45-2587

http://www.vill.ogata.akita.jp/gikai/seigan̲chinjo.html

就 学や教育に関する相談会について
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

相談希望の方は、大潟村教育委員会までご連絡下
さい。

教育アドバイザー、県の特別支援教育担当者などで
す。

新型コロナウイルス感染症対策のため、お子さん
８月19日(木）10:00〜15:00
秋田県総合教育センター
（潟上市天王字追分西29-76）

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下さい。
教育委員会 ☎45-3240

○
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村
令 和２年対象者（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年対象者大潟村成人

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いたします。

式」は、実行委員会の方々との話し合いにより、首
公民館 ☎45-2611

都圏等における新型コロナウイルス感染状況等に鑑

村
令 和３年大潟村成人式（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。
令和４年１月３日(月)
ホテルサンルーラル大潟
公民館 ☎45-2611

新 しい本、入りました
1

フランスの小さくて温かな暮らし
トリコロル・パリ 5 岸惠子自伝
365日

2 モダンラブ

ダニエル・ジョ
6 犬と歩けばワンダフル
ーンズ

3 小説８０５０

林 真理子

4 にぎやかな落日

朝倉 かすみ

7

岸 惠子
北尾 トロ

「鬼滅の刃」の折れない心をつくる
藤寺 郁光
言葉

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。

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。
公民館 ☎45-2611

○
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高齢者学級

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎芸術鑑賞（康楽館）
康楽館で常打芝居を観劇します。ご夫婦、お友達
でお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
８月24日(火)
公民館8:00発（集合7:50）〜公民館16:30着（予定）
小坂町
村民
先着40名
3,200円（観覧料・昼食・お茶代）
８月18日(水)まで公民館へ
※新型コロナウィルス感染状況によって中止になる
場合があります。

康楽館での観劇の様子（令和元年度）

村
第 33回大潟カップミニバスケットボール大会のお知らせ
８月８日(日) 開会式8:30〜

大潟村教育委員会・大潟ミニバススポ少父

予選リーグ9:00〜 順位決定戦13:15〜

母の会

村民体育館

村民体育館 ☎45-2269

村
第 30回村民ゴルフ大会のお知らせ
８月18日(水) 8:30会場集合
男鹿ゴルフクラブ

８月９日(月)
村民体育館

大潟村体育協会

村民体育館

大潟村ゴルフ協会

☎45-2269

2,000円
（当日協会受付、プレー代は各自負担）

村
第 33回村民ソフトボール大会のお知らせ
８月21日(土)〜８月22日(日) 開会式8:00

村民体育館 ☎45-2269

村民野球場・サブグランド
大潟村体育協会
大潟村ソフトボール協会
案内及び要項等は後日、自治会長宛に送付
いたします。

○
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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〜

◎８月の教室内容

インターバル速歩トレーニング

３・４・10・11・17・
18・20・24・25・27

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

７

村民体育館

9:00

タイ式ヨガ

２

ふれあい健康館

10:00

呼吸法と生活ヨガ

30

ふれあい健康館

10:00

モーニングストレッチポール

20

村民体育館

10:00

３・17

ふれあい健康館

19:30

27

村民体育館

10:00

グラウンドゴルフ

３・10・24

多目的運動広場

16:00

高齢者ラージ卓球

４・18

ふれあい健康館

9:00

ちびっこ体操

25

村民体育館

14:00

ちびっこ水泳

25

B&Gプール

14:00

ジュニア水泳

25

B&Gプール

16:00

ジュニア複合

30

ラグビー場

16:00

水中ウォーク

12・19

B&Gプール

14:00

５・19・26

B&Gプール

16:00

夏休みボッチャ大会

６

村民体育館

10:00

体幹アップ体操

23

ふれあい健康館

10:00

体力テスト

31

村民体育館

13:00

ストレッチポール
スローエアロビック

大人の水泳

時間厳守

４・５歳児対象

賞品あり

大潟村スポーツ
推進委員会主催

※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。

スポーレおおがた事務局（村民体育館内）☎090-4042-0799

≪第１回ひざ痛解決講座≫ 会員限定！！
スポーレおおがた
９月７日(火) 10:00〜11:30
ふれあい健康館

○
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福原隆志 氏（中通リハビリテーション病
院理学療法士）
先着30名
８月31日(火)

令和３年８月号

子育て支援センター♪

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

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

の場を充実させています。その中で、うれしい経験、
喜び、子育てのサポートをしていけるように育児相

《日時》９月12日(日) 9:00〜
《場所》大潟こども園 園庭
談やイベント情報の提供もおこなっています。

詳細は後日、さくらんぼクラブのポスター等

楽しい経験を積み重ねながら、子どもの成長を共に

子育て支援センター（こども園内）
☎45-2345

七夕うちわを
作りました。

でお知らせします。
子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな
がりを広げてみませんか？

ません︒

度も聞こえてきたのは︑言うまでもあり

いします！﹂という子どもたちの声が何

バスに乗る時に︑元気に﹁よろしくお願

その後︑子どもたちに約束を伝えると︑

した︒

質問をしてしまったと保育者は反省しま

りしながら︑子どもたちには少し難しい

素直な子どもたちの気持ちに︑ほっこ

Ｄ男﹁のって〜っていうの︒
﹂

Ｃ男﹁うんてんがんばってね︒
﹂

大潟こども園

﹁他に︑どんなごあいさつしたらいいかな︒
﹂

保﹁そうだね︒そうやってお話しすることも大事だね︒
﹂

Ｂ子﹁のっていいですか？﹂

Ａ男﹁いれて！﹂

転手さんに何てお話ししたらいいかな？﹂

保﹁今日は︑大きなバスに乗って行きます︒バスに乗る時は︑運

に乗る時の約束をみんなで確認しているときのことです︒

昨年は中止になったいちご摘みに︑初めて出かけました︒バス

☆運転手さん︑よろしくお願いします！ ４歳児

in
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情報・募集・ご案内

八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第３期）では、八郎湖の望ましい水環境や流域の状況等に係る将来
像として長期ビジョンを掲げ、令和８年度を目処に達成することを目指しています。
流域に暮らす住民・事業者や行政がこの長期ビジョンを共有し、その実現に向けて、一人一人が出来
ることを考えましょう。
わがみずうみ 八郎湖が、
１ 農業や漁業など、湖にかかわる人々に持続的な恵みをもたらす
２ 水遊びや遊漁など、子どもから大人までが潤いに包まれる
３ 鳥や魚や植物など、多様な生き物が命を育む
こうした良好な水環境を持つ、恵みや潤いのある湖となることを目指します

八郎湖水質保全対策の概要
県や市町村は、｢八郎湖に係る湖沼水質保全計画(第３期)｣に基づいて、各種対策や試験に取り組んでい
ます。主なものを紹介します。
・水質保全型農業等の推進（濁水の流出防止、施肥の効率化）
濁水流出防止（落水管理の強化、無代かき栽培、無落水移植栽培）
施肥の効率化（肥効調節型肥料の利用、側条施肥）
・下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の整備と接続率の向上
・工場・事業場の排水対策
・方上地区における自然浄化施設等の活用
・西部承水路の流動化促進
・漁業及び未利用魚等捕獲による窒素、りんの回収
・高濃度酸素水の供給（西部承水路）
・アオコ監視カメラの運用
・アオコの河川遡上防止シルトフェンスの設置
・馬踏川のアオコ抑制装置による住民への悪臭被害の防止
秋田県の取組は、「http://www.pref.akita.lg.jp/hachiroko」、または、検索サイトで「八郎湖環境対
策室」を検索してご覧ください。

求職者支援制度とは、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために国が支援する
制度で、離職して雇用保険を受給できない方や収入が一定額以下の在職中の方などが、職業訓練受講給
付金を受給しながら無料の職業訓練（テキスト代などは自己負担）を受講することができます。
制度を活用できる要件や訓練コースなどの詳細については、秋田労働局ホームページをご覧ください。
求職者支援制度の申し込みは、ハローワーク秋田で受け付けています。

ハローワーク秋田 ☎018-864-4111
ホームページＵＲＬ

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/
hourei̲seido̲tetsuzuki/shokugyou̲kunren/hourei̲seido/̲120741/̲120744.html
○
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高校卒業程度
消防職員 ３名
平成８年４月２日から平成16年
４月１日までに生まれた方で、高校卒業以上
又は令和４年３月卒業見込みの方。
※この他、身長や視力などの基準もあります。
詳細についてはお問い合わせください。
９月19日(日)
秋田県市町村会館
（秋田市山王4丁目2-3）
８月４日(水)〜８月25日(水)
男鹿地区消防本部総務課
〒010-0511
男鹿市船川港船川
字海岸通り2-12-7
☎0185-23-3145

新型コロナウィルスの感染拡大防止対策の影
響によって、販売収入が減少した場合も補償さ
れます。収入保険の内容等を知りたい方は、お
気軽にお越しください。
８月４日・11日・18日・25日
(毎週水曜日)
午前９時〜午後３時
ＪＡ大潟村 本所
秋田県農業共済組合
収入保険部 収入保険課
本所
☎018-884-5254
中央支所 ☎018-865-1701

①電気設備技術科 （15名）
②ビル管理技術科 （15名）
③建築ＣＡＤ施工科（10名）
（導入訓練付）
①②令和３年10月５日(火)
〜令和４年３月30日(水)（６ヶ月間）
③令和３年10月５日(火)
〜令和４年４月28日(木)（７ヵ月間）
9:30〜15:40
ポリテクセンター秋田（潟上市）
令和３年７月29日(木)〜８月27日(金)
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
◆毎週木曜日に施設見学会を行っています（雇用保
険受給中の方は就職活動として認められます）
。

人事・労務、就業規則、雇用関係助成金に関
することなどについて、社会保険労務士が無料
でご相談に応じます。また、オンラインでのご
相談も行っております。
平日 9:00〜17:00
秋田働き方改革推進支援センター
☎0120-695-783
又は☎018-865-5335

○
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令和３年８月号

情報・募集・ご案内
in
忘れずに最寄りの金融機関等で期限内に納め

求職中の方や学生など、福祉や介護、保育の

ましょう。口座振替をしている方は、預金残高

仕事に興味がある方は是非お越しください。求

の確認をお願いします。なお、納税通知書は令

職者向けに事業所の担当者との個別面談などを

和３年８月２日(月)に発送予定です。

開催するほか、履歴書用の写真の無料撮影も行
います。詳しい内容については、お問い合わせ

◎個人事業税の納税も口座振替で

ください。

公共料金の支払いと同じように、個人事業税
も口座振替にしませんか。金融機関へお出かけ

令和３年８月21日(土) 午後１時〜３時
ホテルメトロポリタン秋田 グランデ
秋田県社会福祉協議会

になる手間が省けて、安全、確実です。

☎018-864-2880（人材確保担当）

県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、
農協などに預金口座があれば、どなたでも利用
できます（ゆうちょ銀行は利用できません）。
秋田銀行、北都銀行及びみずほ銀行は、県外
の支店でも可能です。
令和３年９月末日までにお申し込みされます
と、令和３年度２期分から個人事業税の口座振
替ができます。
詳しくは、秋田県総合県税事務所納税部収納
管理課まで。

警察では、身元が判明していないご遺体に関
する情報について、皆様から広く情報を求めて
います。
県警ホームページには、身元が判明していない
ご遺体について、衣類、所持品及び似顔絵などの
情報が公開されています。ホームページページに
は、次のＱＲコードからアクセスできます。

秋田県総合県税事務所納税部収納管理課
☎018-860-3331

お心当たりのある場合は、五城目警察署、最
寄りの交番・駐在所に連絡をお願いします。

五城目警察署
☎018-852-4100

入札結果について
（予定価格130万円以上）

○

令和３年６月末までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結果
については、入札結果閲覧簿（ 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ ）をご覧ください。

ふ る さ と 交 流 施 設
指名競争 ６月７日
給 湯 配 管 改 修 工 事

6,237,000円

90.00

（株）小坂設備

非

事 指名競争 ６月９日

1,424,500円

60.51

時田電気工業（株）

温 泉 保 養 セ ン タ ー ヘ ア
指名競争 ６月９日
キ ャ ッ チ ャ ー 更 新 工 事

1,155,000円

87.50

（株）小坂設備

村
民
セ
ン
タ
ー
指名競争 ６月30日
分 館 遊 具 設 置 工 事

3,025,000円

91.70

鈴成建設（株）
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常

灯

更

新

工

令和３年８月号

８月の行事予定
日付
２日
（月）
３日
（火）
４日
（水）
７日
（土）

行事名等

場所等

農業委員会定例総会（13:30〜）

役場
ふれあい
健康館
B&G海洋
センター

戦没者追悼式
村民水泳大会
大潟村野球選手権大会（〜８日）

ワールド・グリーン・チャレンジ
ソーラーカーラリー（〜11日）
８日
（日） ワールド・グリーン・チャレンジ
ソーラーバイシクル・レース
（〜９日）
18日
第30回村民ゴルフ大会
（水）
21日
第33回村民ソフトボール大会
（土）
〜24日
小中学校夏休み
（火）

村民野球場
スポーツ
ライン
スポーツ
ライン
男鹿ゴルフ
クラブ

２日
（木）
４日
（土）
５日
（日）

行事名等

人数(人） (増減）
1,156 ( ０ ）
3,102 (−２）
1,553 (−２）
1,549 ( ０ ）

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人）

4
5
0
1

施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
684人 村民センター
2,436人
村民体育館
人
ふれあい健康館
938
1,227人
干拓博物館
622人 ごみ処理量
52ｔ
多目的運動広場
1,907人 水道使用量
41,646㎥
多目的グラウンド
371人 下水排水量
45,320㎥
子育て支援センター
144人

村民野球場
小中学校

９月上旬の行事予定
日付

項目
世帯数
人口
男
女

場所等

農業委員会定例総会（13:30〜）

役場

大中祭

中学校

第53回干拓駅伝競走大会
女子ロードレース大会

スポーツ
ライン

施設名 発電能力kW
西１分館
9.99
西２分館
3.96
西３分館
7.74
東２分館
9.99
東３分館
9.99
北１コミ会館 7.20
北２コミ会館 5.40
南コミ会館
4.32
多目的会館
4.95
合 計
63.54

発電量kWh 消費量kWh 売電量kWh 買電量kWh

1,367
470
891
1,088
1,350
992
829
528
727
8,242

62
49
97
149
141
92
46
115
86
837

1,319
444
843
991
1,287
931
789
456
674
7,734

14
23
49
52
78
31
6
43
33
329

こちらも
チェック
してね。

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。
北村シゲ（西3-4、☎45-2918）
８月17日(火)

10:00〜12:00

役場第４会議室

交通指導隊員募集
大潟村交通指導隊では新入隊員を募
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交通指導隊員ま
でご相談ください。
☎ 45-2115

○
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大潟中学校体育祭
IDATEN ～栄光に向かって突き進め～
７月６日(火)、大潟中学校体育祭が行われまし

た。今年は天候に恵まれず、３度の順延を経て、待
ちに待った開催となりました。

この日も天候が心配されましたが何とか持ちこた

え、生徒たちは熱い戦いを繰り広げ、リレーで強さ
を見せた青組が総合優勝を飾りました。

全員リレー

女子最速決定戦

男子最速決定戦

ゴール前の激走

閉会式後にはみんなでアイスを食べました

中学２年生の職場体験が行われました

７月13日(火)〜14日(水)、大潟中学校の２年生職
場体験が行われ、博物館やこども園等の施設を始め、
農協店舗や道の駅おおがた等で実際に業務を体験しま
した。村の広報業務等を体験した３名は、婚活イベン
トの企画や大潟村公式ブログ「おおがた散歩」の作成
を行い、また博物館業務を体験した生徒は、博物館の
宣伝素材の準備や缶バッジの作成などを、こども園で
は保育業務や寝かしつけ等を体験しました。
各事業所での体験が、今後の糧になることが期待さ
れます。

結婚支援センターでイベントの企画

羽釜で野外炊飯（宣伝材料の写真作成中）

こども園での保育業務

○
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