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●今月の主な内容
内
◇ 大潟中野球部東北大会優勝報告（P28）
◇ 大潟村戦没者追悼式（P2）
◇ 岩村先生の健やかコラム（P10）
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大潟村戦没者追悼式が行われました
８月３日(火)、ふれあい健康館において、大潟
村戦没者追悼式が行われました。
式典では、髙橋村長より「新型コロナウイルス
のこともあり、今までにない苦難に直面している
が、いかなる困難な状況にあっても恒久平和の実
現と村の発展に努力する」と式辞が述べられたあ
と、戦没者73名の氏名が読み上げられ、黙祷が捧
げられました。
続いて、村議会議長、遺族代表の土田章悟さん
（西 3-2 ）が追悼の言葉を述べた後、参列した遺
族・来賓合わせて12名が献花を行いました。
最後に、大潟村遺族会会長の工藤強さん（西
1-2）から「戦後76年が経ち、遺族の高齢化が進
み、平和の中で戦争の記憶も薄れ、戦没者の供養
も忘れがちになってきていると自分でも感じて
いる。戦争を経験した人は、何があっても戦争
はいけないと口を揃える。今日この日に、戦争の
ことを後世に語り継いでいく決意を再び固めてい
る。」と挨拶があり、参列者は先の戦禍によって
亡くなられた方々の御霊を悼むとともに、平和へ
の祈りを新たにしていました。

遺族代表の土田章悟さん（西3-2）

それぞれの思いを込めて献花します

夏の交通安全キャンペーンが行われました
８月４日(水)、あぐりプラザおおがた駐車場、
ガソリンスタンドにおいて、夏の交通安全キャン
ペーンが行われました。
この運動は、ドライバーの皆さんに飲み物とチ
ラシを配布し、交通安全に関する注意喚起を促す
もので、交通安全協会の主催により行われました。
当日は、五城目警察署、交通指導隊、交通安全
母の会、シルバー人材センター、老人クラブの他、
多くの子どもたちも参加し、暑い中、たくさんの
ドライバーに注意喚起を行いました。
村民の皆さまも全席シートベルト着用の徹底や、

長時間の運転の際には十分な休憩を取るなど、安
全運転を心がけましょう。

農協店舗を訪れた人に啓発グッズを手渡しました

東京2020パラリンピック聖火採火セレモニーが行われました
８月11日(水)、大潟つくし苑にて、東京2020パ
ラリンピック聖火採火セレモニーが行われました。
パラリンピックでは、各市町村がそれぞれ火をお
こし、県内25市町村の火をまとめたものが秋田県
の聖火となります。この日は、大潟村の火という
ことで、パラボラ型の日光集束鏡を使って火をお
こし、無事にランタンへと移すことができました。
今後、県内25市町村のランタンが集まり、さら
に各都道府県のランタンと合わさって、日本の聖
火となります。
○
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大潟村の聖火を手に記念撮影
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藤井真さんが秋田県児童健全育成表彰を受けました
８月11日(水)、藤井真さん（東3-2）が秋田県
児童健全育成表彰の受賞報告に役場を訪れました。
藤井さんは、村の子ども会育成連絡協議会の世
話人、副会長、会長と歴任し、長年にわたり同会
の運営に携わり、子ども・地域から喜ばれるイベ
ント活動の企画・実施に尽力されました。平成
20年から８年続いた浦安市との子ども交流は、当
時交流していた子どもたちが成人を迎えても交流
が続くなど、数々の成果が高く評価され、８月４
日(水)に県庁にて、知事より「子ども会育成功労
賞」として表彰されました。
この度の受賞、まことにおめでとうございます。

表彰を受けた藤井真さん

2021WGC（ワールド･グリーン･チャレンジ）
2021WEM（ワールド･エコノ･ムーブ）
８月７日(土)〜10日(火)、ソーラースポーツラ
インにおいて、2021ワールド・グリーン・チャレ

＜ソーラーバイシクル・レース＞
◎100kmマラソン

ンジ、ワールド・エコノ・ムーブが開催されまし

優勝 愛知総合工科高校専攻科２年チームエコモビ

た。エコノ・ムーブは例年５月に開催しています

２位 ワニと飼育員

が、新型コロナウイルスの影響により延期となっ

３位 日向ぼっこ

ており、今年は同時に開催されることになりまし

◎耐久レース
優勝 愛知総合工科高校専攻科１年

た。
８日(日)にはエコノ・ムーブの本戦、９日(月)
からはソーラーカー・ラリー、ソーラーバイシク
ル・レースの本戦が行われました。
ソーラーカー・ラリーは３日間合計 25 時間で

２位 愛知総合工科高校専攻科２年チームエコモビ
３位 エスカルゴ
＜ワールド・エコノ・ムーブ＞
◎鉛蓄電池オープンクラス

走行した周回数（１周 25km ）を競う予定でした

優勝 東郷アヒルエコパレーシング

が、悪天候のため２日間に変更して開催されまし

２位 東海大学SAC

た。影響が心配される中、国際大会でも活躍する

３位 チーム ヨイショット！ ミツバ

強豪の東海大学ソーラーカーチームが見事優勝を
果たしました。
暑い中戦い抜いた皆さん、お疲れ様でした。

◎鉛蓄電池ジュニアクラス
優勝 秋田工業高等学校
２位 盛岡工業高校自動車部（１号）
３位 盛岡工業高校自動車部（２号）

【結果】
＜ソーラーカー・ラリー＞

◎LIGHT部門

優勝 東海大学ソーラーカーチーム

優勝 東海大学SAC

２位 工学院大学ソーラーチーム

２位 小野塚レーシングZ（orz）

３位 呉港高校エコテック部

３位 Team AKI44

車検を終え、一斉にスタート

２年ぶりの開催に気合いが入ります

○
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マイタウンバスのバス停清掃が行われました
８月10日(火)、「高校生を持つ保護者の会」の
呼びかけで、マイタウンバスのバス停清掃が行わ
れ、高校生10名が参加しました。各々が日頃利用
しているバス停を含む３箇所（中学校グラウンド
前、旧保育園前、 JA 大潟村前）について、１時
間ほどかけて丹念に清掃し、バス停もすっかり綺
麗になっていました。ボランティアでの清掃活動、
誠にありがとうございます。
清掃を終えた高校生たち

B&G財団会長杯 第25回村民水泳大会結果
【開催日】８月４日(水）
【会場】大潟村B&G海洋センター
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村スイミングクラブ
【結果】
◎小学生低学年の部
自由形25m 第１位：谷口弥比呂
第２位：桑原 桔平
第３位：佐藤 史弥
平泳ぎ25m 第１位：谷口弥比呂
◎小学生高学年男子の部
自由形25m 第１位：小日山快凛
第２位：金子 聡汰
第３位：尾崎 春馬
平泳ぎ25m 第１位：金子 聡汰
第２位：尾崎 春馬
第３位：小日山快凛
◎小学生高学年女子の部
自由形25m 第１位：三浦 菜央
第２位：千田 來実
平泳ぎ25m 第１位：千田 來実
第２位：三浦 菜央
◎中学生男子の部
自由形25m 第１位：谷口 秋月
第２位：池田
駿
平泳ぎ25m 第１位：谷口 秋月
第２位：池田
駿

23秒1
25秒1
27秒0
25秒1
18秒4
18秒4
25秒1
25秒2
26秒8
27秒9
25秒6
26秒1
27秒7
41秒7

◎中学生女子の部
自由形25m 第１位：鎌田 朋華
平泳ぎ25m 第１位：鎌田 朋華
◎一般男子の部
自由形25m 第１位：尾崎 正春
第２位：中山 雅史
第３位：池田 量衛
◎タイムレースの部（43秒）
第１位：小日山快凛
第２位：鎌田 朋華
第３位：谷口 秋月
◎ビート板の部
第１位：中山 雅史
第２位：金子 聡汰
第３位：谷口 秋月
◎リレーの部
第１位：ディスイズヒューマン
第２位：去年よりももっとイケメンチーム
第３位：チーム５年生プラス中山チーム
◎MVP賞：金子 聡汰

21秒8
36秒6
15秒8
16秒9
18秒2
42秒1
42秒1
41秒6
21秒7
24秒4
24秒7
1分26秒0
1分32秒0
1分33秒6

15秒8
23秒2
24秒1
39秒3

第33回大潟カップ招待ミニバスケットボール大会結果
【開催日】８月８日(日）
【会場】村民体育館
【主催】大潟村教育委員会・大潟ミニバススポ少父母の会
【後援】JA大潟村・（株）サンルーラル大潟
【主管】潟上南秋バスケットボール協会
○
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【参加チーム】６チーム
【結果】優 勝：藤里クラブ
準優勝：大潟女子ミニバス
第３位：土崎南女子ミニバス

令和３年９月号

第30回村民ゴルフ大会結果
【開催日】８月18日(水）
【会場】男鹿ゴルフクラブ
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村ゴルフ協会
【参加者】40名

◎一般の部
優勝：北條友紀（西3-2） 準優勝：佐藤貞之（西3-2）
３位：鈴木秀樹（東2-3）
◎シニアの部
優勝：渡辺文明（西2-1） 準優勝：伊藤由紀夫（西1-2）
３位：谷敏文（東3-1）

ソフトボール大会結果
【開催日】８月21日(土)〜22日(日）
【会場】大潟村民球場・サブグラウンド
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村ソフトボール協会
【参加チーム】10チーム

【結果】優 勝：東2-4
準優勝：北2-4
第３位：西2-3〜4
西2-1〜2・中央

最優秀選手 畑瀬裕哉
優秀選手
龍田莞治
小林野輝

※先月号に掲載した第28回村民グラウンドゴルフ大会の結果について、女子１位に誤りがありました。
正しくは三浦サチさんでしたので、お詫びして訂正いたします。

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111 ／ FAX 45-2162

保 育教諭（会計年度任用職員）を募集します
【雇用形態】会計年度任用職員
【報酬】時給962円〜 昇給有
【資格】保育士、幼稚園教諭
【年齢】不問
【勤務時間】7:30〜18:30のうち７時間
【休日】日・祝・他（週２日休）

【雇用期間】任用の日〜令和４年３月31日(更新有)
【募集人数】若干名
【申込】令和３年９月30日(木)までに履歴書を総務
企画課へご提出ください。
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111

南 秋地域広域マイタウンバスのダイヤが改正されます
10月１日(金)から、南秋地域広域マイタウンバスのダイヤ改正により、時刻表が新しくなります。新し
い時刻表は、村ホームページや各バス停へ掲示する他、９月下旬に全戸配布を予定しております。
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111

南 秋地域広域マイタウンバス２周年記念無料ＤＡＹを開催します
五城目町と八郎潟町、大潟村を結ぶ南秋地域広域
マイタウンバスは、令和元年10月の運行開始から、
まもなく２周年を迎えます。
地域のみなさまへの感謝と、さらなるバス利用の
促進のため、10月２日(土)、３日(日)の２日間、誰
がどの便でもどの区間に乗っても無料となる「広域
マイタウンバス２周年記念無料ＤＡＹ」を開催しま
す。
上記２日間は、バス車内（降り口）に備え付けの
バス乗車証明書と引き換えに対象店舗でお得なサー

ビス（バス利用当日限り）を受けることができます。
また、10月２日(土)から11月30日(火)までの間、
対象店舗にスタンプを設置し、スタンプラリーを実
施します。応募した方の中から抽選で30名様に「広
域マイタウンバス乗車券（400円区間５回分）」を
プレゼントします。
これまでバスを利用されたことがない
方も、この機会にぜひご利用ください。
詳しくはこちら→
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111
○
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議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587 ／ FAX 45-2162

村 議会９月定例会の日程（予定）
令和３年第４回（９月）定例会は以下の日程で行 【備考】議会の日程は、状況により変更される場合
われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしております。 があります。最新の情報は、下記への電話、又は
【会期】９月８日(水)〜17日(金）
議会のサイトでご確認ください。
【問合せ】議会事務局 ☎45-2587
【日程】８日：本会議（村政報告・一般質問）
９日：総括質疑、各委員会審議
総務企画課 ☎45-2111
10〜16日：各委員会審議
URL http://www.vill.ogata.akita.jp/gikai/
17日：本会議（委員長報告､提出議案採決)

税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎ 45-2113 ／ FAX 45-2162

新 型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が
減少した場合など一定の基準を満たした世帯は、申
請により国民健康保険税が減額または免除になる場
合があります。
【対象となる世帯】
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯の主
たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負
った世帯
２．主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、
不動産収入、山林収入及び給与収入）が減少
し次の要件全てに該当する世帯
①事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収
入等の10分の３以上であること。
②当該年中の合計所得金額が1,000万円以下であ
ること。
③減少した事業収入等に係る所得以外の当該年中
の所得の合計額が400万円以下であること。

【対象年度】
令和２年度分、令和３年度分
【手続き方法等】
①令和２年度分
１）提出するもの…国民健康保険税減免申請書、
令和元年と令和２年の確定申告書の写し
２）申請受付期限…令和３年11月30日(火）
②令和３年度分
１）提出するもの…国民健康保険税減免申請書、
収入見込申告書、事業収入等の減少を証す
る書類（売上帳、給与明細等）
２）申請受付期限…令和４年３月31日(木）
提出先は税務会計課です。
申請書は税務会計課窓口にあります。また、村
ホームページからも印刷できます。
【申請・問合せ】税務会計課 ☎45-2113

生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎ 45-2115 ／ FAX 45-2162

特 定公共賃貸住宅（独身用）入居者募集
【募集期間】９月６日(月)〜17日(金）
【入居室タイプ及び戸数】
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
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
【家賃】22,000円/月
○
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【入居開始日】10月１日（応相談）
【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。
・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。
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115

令和３年９月号

生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎ 45-2115 ／ FAX 45-2162

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
的に、太陽光発電システム及びリチウムイオン蓄電
池システムをご自宅に設置する場合、経費の一部を

○蓄電容量が１kWh以上であるもの
○接続する太陽光発電は既設のものでも構いませ
ん

助成しております。この機会に是非ご検討ください。 【補助金額】
（１）住宅用太陽光発電システム

【補助対象設備】

10,000円/kw（上限 50,000円）

（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
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
（２）定置用リチウムイオン蓄電池システム
○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

（２）定置用リチウムイオン蓄電池システム

50,000円/kWh（上限200,000円）
【受付期間】令和４年３月31日まで
【対象者】自ら居住する住宅に設備を設置する個人
で､電灯契約を結んでいる村民
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115

道 路舗装補修工事を実施します

西３－４

道路の舗装補修工事をつぎのとおり実施します。工事期間
中は交通に規制がかかるなどのご不便をおかけしますが、ご
協力をお願いします。

中学校
グラウンド
小中学校

西３－１

こども園

小学校
グラウンド

【工事名】東２・３丁目中央線舗装補修工事

施工箇所

【施工業者】鹿島道路株式会社大潟出張所
南秋田郡大潟村方口140-10 ☎0185-87-2441

東３－２

西２－４

旧保育園

村民
センター

東３－１
東２－３

商店街

【工期】令和３年12月15日まで
【施工箇所】

公民館

西２－１

中央１番地から東2-3の北側村道の一部 約220ｍ

農協

【問合せ先】生活環境課 ☎45-2115

東２－５

役場 東２－１

東２－６

生 ごみ処理器具購入に対して助成しています
大潟村の各家庭から出る生ごみの減量と資源の再利用を進めるために、生ごみ
処理容器（コンポストなど）、生ごみ処理機を購入される方へ購入費の一部を補
助しています。この機会に家庭の生ごみ削減に取り組んでみませんか。購入後の
申請も可能です。また、村ではモニター用に生ごみ処理機２機種の貸し出しも行
っています。申請手続き等、詳細は生活環境課までお問い合わせください。
補助区分

主な方式・機材

生ごみ処理容器

コンポスト、バケツ型密閉容器

本体購入金額の１/ ２（上限７千円）
１世帯２個まで

温風乾燥式、バイオ式

本体購入金額の１/ ２（上限２万円）
１世帯１台まで

生ごみ処理機
（電気式）

補助金額

※百円未満は切り捨てとなります。
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115
○
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令和３年９月号

生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎ 45-2115 ／ FAX 45-2162

電気の配電盤による火災に注意！
低圧進相コンデンサの点検・対策をお願いします

８月６日・７日に格納庫団地で発生した建物火災について、男鹿地区消防本部では、電気
の配電盤が原因と思われると公表しています。
長年使用された「低圧進相コンデンサ」は、絶縁装置が劣化して発火の危険性があり、特
に高温多湿となる夏場に劣化が進みやすく、危険性が高まるようです。
一般社団法人日本電機工業会からも注意喚起がなされていますので、格納庫や業務用等で
低圧200〜600Vの電力をご使用の方、特に昭和50年以前に建てられた格納庫をご使用の方は、
下記のような対策や点検をお願いします。

〇機器を使用しない時は、メインブレーカーを切り、コンデンサに電圧がかから
ないようにする。
〇コンデンサの製造年月日を確認し、昭和50年（1975年）以前に製造されたも
のと判明した場合は、保安装置が内蔵された新しいコンデンサに交換する。
〇設置後10年以上経過したコンデンサについても、定期的な点検や更新を行う。
〇配電盤付近に燃えやすいものを置かないようにする。

これから米の乾燥・調整の時期を迎えるに
あたり、準備の際には、配電盤はもとより、
配線類や機械類の点検、必要に応じて部品等
の交換も行うなど、火災予防に努めるようお
願いいたします。
火災から尊い命と貴重な財産を守るため、
防火に関する意識を高めましょう。
日本電機工業会啓発チラシより一部抜粋
引用元： https://www.jema-net.

or.jp/Japanese/pis/pdf/chirashi.pdf
【問合せ】生活環境課
☎45-2115 FAX：45-2162
一般社団法人日本電機工業会
☎03-3556-5884
○
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令和３年９月号

生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎ 45-2115 ／ FAX 45-2162

９ 月10日は下水道の日です
「下水道の日」は1961年（昭和36年）、著しく
遅れていた日本の下水道の普及（当時の普及率６
％）を図るため、当時の下水道を所管していた建設

流式下水道」です。分流式下水道は雨水を流すこと
ができません。
次の事項を参考に、皆さんのご家庭の下水設備の

省（現在の国土交通省）、厚生省（現在は環境省に

確認をお願いします。

所管変更）と日本下水道協会の前身団体が協議して

・雨どいを汚水管につなげて雨水を流してはいけま

「全国下水道促進デー」として始まりました。
その後、2001年（平成13年）に「下水道の日」
に名前が変更され現在に至っています。
普段あまり目にすることの少ない下水道ですが、
これを機会に私たちの快適で衛生的な生活を支える

せん。
・屋根のない「屋外の流し」や「玄関先の足洗い
場」などが汚水管につながっている場合は、雨水
を流してはいけません。（雨水が入らないよう対
策をしてください。）

下水道について一緒に考えてみませんか。
＜ 排水設備を大切にしましょう ＞
●ごみや廃油を流さない

野菜くずや油などは、排水管を詰まらせたり、悪

●雨水を汚水管に流すと・・・
住宅裏のマンホールや宅地内のマスから汚水があ
ふれたり、各家庭からの汚水が排水されにくくな
ったり、逆流する危険があります。

臭や有毒ガスを発生させる原因となります。
その他、村内においては、宅地内のマスが破損し
●流していいのはトイレットペーパーだけ

ていることにより、破損部分から雨水が流入して

紙おむつや水に溶けにくいティッシュペーパーな

いるケースが見られます。令和元年度に実施した

どは、排水管を詰まらせる大きな原因となります。

調査では、50軒以上の住宅で、マスやマス蓋の損
傷が発見されています。そのまま放置せずに対策

●排水管の近くに樹を植えない

をお願いします。

排水管の小さな隙間から木の根が浸入し、成長に
伴って排水管を詰まらせることがあります。

●誤接続や破損を発見したら・・・
宅内の下水道修理は自己負担になりますが、早急

また、タオルが流れてきたことで排水のためのポ

に対策をお願いします。

ンプが停止したことがあります。詰まる原因とな

下水道修理については、下水道排水設備指定工事

るようなものは絶対に流さないでください。

店に修理を依頼してください。
（指定工事店については生活環境課 生活班☎45-

＜ 雨水を流さないようにしましょう ＞

2115へお問い合わせください。）

大潟村の下水道は、汚水と雨水を別々に流す「分

稲 わら・もみ殻の焼却をやめましょう
稲わら焼き・もみ殻焼きは県条例で原則禁止され
ています。
特に、周辺に影響の出やすい 10月１日から11月

10日までの間全面的に禁止されています。

【問合せ】
・生活環境課 ☎45-2115
・秋田県 生活環境部 環境管理課
大気・水質班 ☎018-860-1603

稲わら焼き等で発生する煙が、道路での視界不良
や体調不良の原因となることがあります。これらを
未然に防ぐためにも、周囲の空気を汚さない優しい
お米作りを心がけましょう。
○
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令和３年９月号

大潟村診療所

vol.20

岩村先生の健やかコラム
診療所でできること

できないこと

診療所は病院ではないので、できることに限 ３ 心電図関係
心電図はとれます。血
りがあります。
管年齢検査もできます。
１ 血液尿検査
貧血検査はその場で結果がでます。細菌感染 運動負荷心電図はやって
の診断に有用な白血球とＣＲＰ定性もその場で おりません。 24 時間心電図もないです。睡眠
結果が出ます。糖尿病の治療に必要な血糖とＨ 時無呼吸の検査もできません。
ｂＡ１ｃもすぐ結果がでます。膀胱炎の尿検査 ４ その他
もすぐできます。肝臓・腎臓・コレステロール
超音波検査装置はありません。内視鏡検査も
などそれ以外の血液検査は基本的になんでもで できません。
きますが、「外注」なので結果は翌日以降にな
こうやって書いてくると何にもできないみた
ります。「至急」と指定すれば午前中に採血す いですが、外来診療する分にはそれほど困らな
ると夕方に結果が来ます。
いものです。高血圧・糖尿病・高脂血症はちゃ
んと診れます。残念ながら私の得意な心臓病を
２ レントゲン関係
Ｘ線写真撮影装置一式がありますので、単純 診るためには超音波検査（心エコー）ができな
Ｘ線写真はどこの部位でも撮影できます。です いのでちょっとつらいです。急に具合が悪く
が私が自分で撮影するので、基本的に胸部と腹 なった人については、すぐ結果が出せる血液検
部しか撮れません。骨のＸ線写真は撮影法がい 査の種類が少ないので診断がつけられない事が
ろいろあってしっかり訓練を受けないと撮影で 多々あります。例えば、肺炎は胸部レントゲン
きないのです。骨のＸ線写真をみるにもかなり 写真と血算ＣＲＰで診断治療ができますし、腎
の熟練が必要なので、ポッキリ折れてればわか 盂炎も大丈夫ですが、急性の腹部疾患（感染
りますが微妙な骨折があるかないかは判定がで 症）については生化学検査が必須なので診療所
きません。なので整形外科疾患でＸ線写真が必 ではちょっとムリです。実際はそういう場面は
要な場合は他院に行っていただくことにしてい 意外に少ないものですが。まあ皆さん良く解っ
ます。
ていらっしゃるので、初めから他の病院に行っ
当然ながら、ＣＴ・ＭＲＩ装置はありません。 てるんでしょうね。ちょっと寂しいです。
骨密度検査もできません。胃のバリウム検査も
できません。

福祉保健課からのお知らせ

福祉保健課 ☎ 45-2114 ／ FAX 45-2162

大 潟村ケアハウスゆうゆう入居者募集
大潟村ケアハウスゆうゆうでは、入居者を募集し
・共同生活に適応できる方。
ています。自由にくつろげる空間で、あなたも一緒
・寝食や入浴など日常生活が自立している方。
に生活してみませんか。今回募集する居室は１人部 【募集部屋数】１人部屋２室
屋２室です。
【備考】食事は施設で用意します。また、温泉入浴
や他の入居者との交流が楽しめます。
【入居条件】
緊急な事由によりすでに入居者が決まっている
以下のすべてに該当する方が入居の対象となります。
場合がありますので、ご了承ください。
・60歳以上の方。
・身体機能の低下や高齢等のため独立した生活で 【申込・問合せ】大潟村ケアハウスゆうゆう
☎0185-22-4311
は家事や炊事などに不安がある方。
○

10

令和３年９月号

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

福祉保健課からのお知らせ

国 民健康保険の被保険者証の更新について
現在国保に加入されている皆さんへ、令和３年10
月１日から使用する新しい被保険者証を９月下旬に
送付いたします。なお、古い被保険者証は、細断い
ただくか福祉保健課までお持ちください。
なお、保険医療機関等を受診されるときは、次の
ことをお守りください。
①10月１日以降に受診する場合、新しい被保険者証
を窓口に提示してください。

②70歳以上の方は、被保険者証と７月中に別途交付
しております「国民健康保険高齢受給者証」を一
緒に窓口へ提示してください。
※社会保険への加入や転出など資格異動があった場
合、被保険者証を持参のうえ、速やかに手続きく
ださるようお願いいたします。
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114

敬 老会と合同金婚式の延期について
９月７日(火)に開催を予定していた敬老会と合同金婚式は県内の新型コロナウイルス感染警戒レベルの
引き上げ及び感染者が増加傾向であることから、11月８日(月)(予定）に延期とさせていただきます。
なお、対象者・申込者の皆様には個別にご連絡しておりますが、現状を踏まえ、ご理解・ご協力いただ
きますようお願いいたします。
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114

第 11回特別弔慰金の請求について
この弔慰金は今日の日本の平和と繁栄の礎となっ
た戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改
めて弔慰の意を表するものです。
【支給対象】
令和２年４月１日を基準日とし、「恩給法による
公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」等を受ける方がいない場合に、戦没者
等の死亡当時のご遺族のうち基準日現在最高順位に
ある方が対象です。
※戦没者との生計関係や支給順位等条件があります
ので、詳細についてはお問い合わせください。
【支給内容】
額面25万円、５年償還の記名国債

【請求期間】
令和２年４月１日から令和５年３月31日まで
※この期間を過ぎると請求できませんので、ご注意
ください。
【その他】
これまで特別弔慰金を受給していない方でも、前
回の受給者が亡くなるなどにより新たに支給対象と
なる場合がありますので、お心当たりのある方はお
問い合わせください。
【請求・問合せ先】
福祉保健課 ☎45-2114

大 潟村新型コロナウイルスワクチン集団接種の終了について
大潟村で実施する集団接種は、９月１日(水)をもって終了しました。
これに伴い、「新型コロナワクチン相談窓口」は、９月末をもって閉鎖となります。
今後、接種券の再発行についてのお問い合わせは、保健センターへお願いします。なお、ワクチンの使
用期限の関係により、村診療所では個別接種を行いませんので、ご了承ください。
《村民の集団接種状況（９月１日時点の見込み）》
65歳以上（接種率)

12歳〜64歳（接種率)

合計（接種率)

１回目接種

942（92.7％)

1,529（83.4％)

2,471（86.7％)

２回目接種

939（92.4％)

1,516（82.7％)

2,455（86.2％)

延べ接種

1,881

3,045

4,926

【問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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令和３年９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

保健センター
今月の行事

◎乳児健診

◎専門医による「心の健康相談日」

【日時】９月16日(木）13:00〜

９月10日(金)、24日(金）13:30〜15:00

【対象】４ヵ月児（R3.4.24〜5.16生）、
７ヵ月児（R3.1.24〜2.16生）、

10ヵ月児（R2.10.24〜11.16生）
13ヵ月児（R2.8生）
【会場】保健センター

会場：秋田中央保健所
９月21日(火）13:30〜15:00
会場：男鹿市役所
※前日12時までに予約をお願いします。
【申込・問合せ】秋田中央保健所
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】９月８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、

９月21日(火)9:30〜11:00

普段の食事のこと…栄養士が相談に応

10月６日(水)13:00〜 栄養相談もできます

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」
「おやつづくり」

◎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

【日時】９月22日(水）10:00〜

ことがありましたらご相談ください。

【講師】谷口典子 管理栄養士

【日時】９月16日(木）14:00〜

【会場】村民センター

【相談医】湖東厚生病院小児科医

【メニュー】未定

【会場・申込】保健センター

９月15日(水)までに保健センターへお申込み
ください。
※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、オムツ、着替
えを持ってきてください。
◎『ちょこっと』での血圧測定
【日時】９月６日(月)、15日(水)、

10月４日(月)
10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

○
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【申込・問合せ】保健センター
☎ 45-2613 ／ FAX 27-8420

令和３年９月号

｢令和３年度 大潟村総合検診」のお知らせ
日程：10月20日(水)〜27日(水）
場所：村民センター
申込：８月末に配布した、「検診対象者調べ」
に記入しお申込みください。
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。
９月１日で村での新型コロナワクチンの集団接種が完了し、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度の集団がん健診に引き続き、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。
＜総合検診の注意点＞

１．特定健診等事業を実施します
昨年度の集団検診は、がん検診のみの実施となりましたが、今年度は特定健診等を再開
し、以下の検診内容が受診可能となります。ご確認ください。
＜特定健診等＞
○特定健診（40〜74歳の国保の方）
○後期高齢者健診（75歳以上の方）
○基本健診（39歳以下の方）

＜がん検診＞
胃・肺・大腸・前立腺・子宮・
乳がん検診、肝炎ウイルス検査

２．会場は、「村民センター」です
３密を避けるため、総合検診の会場を「村民センター」とします。保健センターではあり
ませんので、当日はお間違えのないようお願いいたします。

３．各自受付の日時の確認をお願いします
住区と年齢によって、受付日時を指定しますので、受診券
配布時にご自身の受付日時をご確認下さい。

○
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令和３年９月号

福祉保健課からのお知らせ

令 和３年度

保健センター ☎ 45-2613 ／ FAX 27-8420

がん検診無料対象者のお知らせ

下記対象の方は、がん検診を無料で受診できます。この機会に是非、がん検診を受診くださるようお願
いいたします。

総合検診：10月20日(水)〜27日(水）
子宮頸がん検診・乳がん検診：10月21日(木)〜10月27日(水）
＜胃がん検診助成事業＞
下記の年齢の方が無料で胃がん検診を受けることができます。

年齢
51歳
53歳
55歳
57歳
59歳

生年月日
昭和45年４月２日〜昭和46年４月１日
昭和43年４月２日〜昭和44年４月１日
昭和41年４月２日〜昭和42年４月１日
昭和39年４月２日〜昭和40年４月１日
昭和37年４月２日〜昭和38年４月１日

※10月の集団検診でのみ適用
※クーポンの配布は行ってお
りません。

＜がん検診受診率向上推進事業＞
がん罹患率が上昇する各年齢層の方にがん検診を受けてもらうための事業です。下記の年齢の方が無料
で対象のがん検診を受けることができます。

大腸がん検診
肺がん検診

対象年齢
51〜55歳
61〜65歳

乳がん検診

42〜45歳

生年月日
昭和41年４月２日〜昭和46年４月１日
昭和31年４月２日〜昭和36年４月１日
昭和51年４月２日〜昭和55年４月１日
※昨年、乳がん検診を受診しなかった方

※10月の集団検診でのみ適用。クーポンの配布は行っておりません。

対象年齢
生年月日
子宮がん検診
20〜40歳
昭和56年４月２日〜平成14年４月１日
※対象の方には６月に個別に「統一受診券」を配布しております。
※統一受診券対象者は、10月の集団検診及び医療機関で検診を受けることができます。
＜子宮頸がん検診・乳がん検診 無料クーポン券対象者＞
対象の方には６月に個別にクーポン券を配布しております。受診時に忘れずにお持ち下さい。

年齢
生年月日
子宮頸がん検診
乳がん検診
21歳
平成11年４月２日〜平成12年４月１日
○
40歳
昭和55年４月２日〜昭和56年４月１日
○
41歳
昭和54年４月２日〜昭和55年４月１日
○
46歳
昭和49年４月２日〜昭和50年４月１日
○
51歳
昭和44年４月２日〜昭和45年４月１日
○
56歳
昭和39年４月２日〜昭和40年４月１日
○
61歳
昭和34年４月２日〜昭和35年４月１日
○
※対象の方には６月に「クーポン券」を配布しております。受診時に忘れずにお持ちください。
※無料クーポン券対象者は、10月の集団検診及び医療機関で検診を受けることができます。
（各表の年齢は令和４年３月31日現在）
【問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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令和３年９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

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。
※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。
【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

要

ウィッグ
乳房補正具

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)

【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、村様式の「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。
（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。
【申請・問合せ】保健センター ☎45-2613

こ ども救急電話相談室について
秋田県では、夜間におけるお子さんの病気への対
応方法や、応急処置などを相談できる「こども救急
電話相談室」を毎日開設しています。

※時間が延長となりました
【相談日時】毎日 午後７時から翌朝８時まで
【電話番号】
♯8000（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から)

018-895-9900（全ての電話から）
関を受診するべきか迷った時に、ご活用ください。 【問合せ】保健センター ☎45-2613
お子さんの急なけが、高熱、嘔吐などで、医療機

経験豊富な看護師がアドバイスします。（医療行為
となる診断や治療は行っておりません。）緊急・重
症の場合は迷わず１１９へ。
○
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令和３年９月号

大潟村健康づくり推進委員会から

心の健康づくり
9月10日〜16日は自殺予防週間です。秋田県では年々自殺者数は減ってきています
が、秋田県では、年間217人もの方が自殺で命を絶っています（令和２年度）。全国
的には年々減少傾向でしたが、昨年度は前年から807人増加しています。
お互いに支え合うすべての人にやさしい地域をつくりましょう。
＜相談窓口＞
相談内容

相談窓口

電話番号

人付き合い、家族関係、眠れない
など様々な不安や悩み

こころの電話相談

018-831-3939

自死遺族の方々の想い、悩み、自
死に関連した相談

あきたいのちのケア
センター

0120-735256

18歳以上のひきこもり状態にある
ご本人やご家族などの相談

ひきこもり相談支援
センター

018-831-2525

受付時間
年末年始を除く
９時〜16時（平日）
10時〜16時（土日祝）
年末年始を除く
９時〜16時（平日）
10時〜16時（土日祝）
祝日、年末年始を除く
10時〜16時（平日）

保健センターでも随時相談を受け付けております。臨床心理士による心の相談もあります。

９月は健康増進普及月間です

「１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ 〜健康寿命の延伸〜」
平均寿命の著しい伸長がみられる一方、社会生活環境の急激な変化等に伴い、糖尿病、がん、心臓病、
脳卒中等に代表される生活習慣病が増加しています。その中で、病気の早期発見・早期治療だけでなく、
生活習慣病等の発病を予防し、「健康寿命※」を延伸していくことが重要となっています。
※健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと
１．運動 「毎日プラス10分の身体活動」
生活習慣病の予防には、男性で9000歩、女性で8000歩が目安です。平均的な歩数から考えると、足
りないのはあと1000歩。時間にして10分程度多く歩くだけで十分効果があります！３曲分、好きな音楽
を聴きながら歩きましょう。
２．食事 「食事をおいしく、バランスよく」
９月は、食生活改善普及運動の期間でもあります。健康的な食生活のため、「毎日プラス１皿の野
菜」、「おいしく減塩１日マイナス２ｇ」、「毎日の暮らしにwithミルク」に取り組みましょう。

スマート・ライフ・プロジェクトより

○

３．禁煙

４．定期的な健康チェック

たばこには4000種類にも及ぶ有害物質が含まれて
おり、健康や若々しさを失うことにもつながります。

定期的に特定健診等・がん検診を受診し、
自分のからだの状態を確認しましょう。
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令和３年９月号

福祉保健課からのお知らせ

地域包括支援センター ☎45-4321

今月の介護予防
◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし
い生活が送れるように、運動を通して筋力の維
持、向上をはかります。
【開催日】９月８日・15日・22日・29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】９月16日・10月７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】10月７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」
もの忘れで困っている方や家族、認知症の方
を支えたい方が集まってお茶を飲みながら交流
し、語り合う場です。どなたでもご参加いただ
けます。
【開店日】９月16日(木)
【時間】9:30〜11:30
【会場】ふれあい健康館

【問合せ】地域包括支援センター
☎ 22-4321 FAX 22-4511

産業振興課からのお知らせ

産業振興課 ☎45-3653／FAX 45-2162

村
栗 及び銀杏の実取りについて
大潟村栗園・イチョウ並木で栗及び銀杏の実を収
穫する際は、以下のことに気をつけて、みなさんが
楽しく行えるようにしましょう。
【注意事項】
・収穫には、役場産業振興課が発行する『実取り許
可証』を身につける必要があります。産業振興課
で申請を行ってください。
・多くの人が収穫を体験できるよう、ひとりで大量
に取らないでください。（両手いっぱい程度を目
安に）
・実取り終了後、産業振興課へ許可証を必ず返却し
てください。

【場所】
栗園：大潟村字北2-14
イチョウ並木：男鹿琴丘線道路両脇
【実取りの対象者】
大潟村民及び大潟村内事業所員
【許可証の返却日】
平日：当日中に返却
祝祭日前：祝祭日に実取りを行う場合、次の最初
の平日に返却
【申請・問合せ先】
産業振興課 ☎45-3653
○
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令和３年９月号

産業振興課からのお知らせ

産業振興課 ☎45-3653／FAX 45-2162

村
令 和４年度「未来農業のフロンティア育成研修」研修生を募集します
秋田県では、新規就農や新たな部門開始を目指す

②研修終了後、確実に県内に就農できると見込ま

方を対象として、市町村と連携の上で「未来農業の

れる方。
③応募時点で年齢が概ね50歳未満の方。

フロンティア育成研修」を実施しております。この
研修では、県内各試験場等における２年間の実習や

【受付期間】

講義を通じて、農業経営に必要な知識や技術を習得

令和３年10月８日(金)まで 期限厳守

することが出来ます。

※申し込みをお考えの方はお早めにお問い合わせ
ください。

令和４年４月から令和６年３月までの研修生を次
のとおり募集しますので、是非ご確認ください。

【その他】
①募集人数には限りがあります。

【研修コース】
研 修 先

研修コース

農業試験場

作物、野菜、花き

畜産試験場

酪農、肉用牛

果樹試験場

果樹（りんご等）

②書類審査、小論文、面接試験があります。
③研修期間中は研修奨励金（年間90万円）を受給
することができます。
④詳細事項及び募集要項は、大潟村公式ＨＰに掲

【応募資格】

載しております。

①農業後継者、または新たに農業を始める方で、

【申込･問合せ】産業振興課 ☎45-3653

農業で自立する意欲の高い方。

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

№

タイトル

1 【芥川賞】貝に続く場所にて

石沢 麻依

5 二平方メートルの世界で

2 【芥川賞】彼岸花が咲く島

李 琴峰

6

3 【直木賞】テスカトリポカ

佐藤 究

7 「ふつうの家族」にさようなら

4 【直木賞】星落ちて、なお

澤田 瞳子

著者
前田 海音

新型コロナが本当にこわくなくな 井上 正康
る本
松田 学
山口 真由

【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

○
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教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661

村
大 潟村ボートセンタートレーニングルームの利用再開について
大潟村ボートセンター（旧秋田県艇庫）内に設置したトレーニングルームの村民利用を再開します。
・利用資格：利用者講習を受講し利用登録を行った者
・利用申込：公民館生涯学習班（☎45-2611）
※利用申請書の提出が必要です。
・利用期間：令和３年９月〜12月・火曜日〜金曜日・午前10時〜午後４時
・利用料金：無料
・申込人数：複数人
・利用年齢：中学生以上（高校生以下は保護者が同伴すること）
・団体利用：高校生以下の団体は指導者等が利用者講習を受講していること
・使用時間：１回２時間（鍵の受け渡しから３時間以内）
※トレーニングルームの最大利用人数は10名程度です。
※「利用者講習」は器具の取扱いと安全管理等を行います。（月２回程度開催予定）
○第１回利用者講習 ９月10日(金) 10時〜 ２時間程度
○第２回利用者講習 ９月17日(金) 10時〜 ２時間程度（月２回程度開催）
開催場所は、大潟村ボートセンターです。※上履きとタオル、飲み物を持参してください。
※講習は人数制限がありますので、事前に問い合わせのうえ、公民館へ「利用者講習受講申請書」の
提出してください。
利用者講習を受講した方がボートセンタートレーニングルームを利用する場合は公民館へ「利用申請
書」の提出が必要です。
【問合せ】公民館 ☎45-2611
大潟村ボートセンタートレーニングルーム内にあ
る器具の一部は、スポーツ振興くじ助成事業を活
用し導入しております。
※スポーツ振興くじ助成事業は、スポーツ振興
くじ（toto・BIG）の収益を財源として、地
方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツ活
動等に対して、独立行政法人日本スポーツ振
興センターが行っているものです。）

村
が んばってます！男鹿半島・大潟ジオパークの活動
男鹿半島、大潟ジオパークではＳＤＧｓにも取り組んでいます。修学旅行や校外
学習の受け入れ、観光・地域振興、保全防災減災に至るまで大潟エリアでも活動
中！
活動ブログへのアクセス→

○
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令和３年９月号

デンマークボートナショナルチームの大潟村合宿無事終了
６月20日から７月18日まで東京2020オリンピック事前合宿を行ったデンマークボートナショナルチー
ムは天候にも恵まれ順調に日程を終え東京2020オリンピックボート競技に臨むことができました。

2014年の再生可能エネルギーの視察から始まったデンマークとの交流は、合宿誘致に向けたデンマーク
ボート協会へのプレゼンテーションやデンマーク大使館への訪問などを経て、2017年に事前合宿地として
基本合意書の調印を行い今回の合宿に至りました。
村民の皆様には、コロナ禍により１年延期となったオリンピックの事前合宿について、ご理解とご協力
をいただき誠に感謝申し上げます。

◆ 東京オリンピックの結果 ◆
・男子シングルスカル 決勝Ａ出場 ４位
・男子ペア

決勝Ａ出場 ３位 銅メダル

・女子ペア

決勝Ｂ出場 ８位

・女子フォア

決勝Ｂ出場 ８位

◆デンマークチームからは大潟漕艇場のコースやトレーニングルームなど練習環境とホテルの食事や宿泊
について大変満足であり、村民の皆様の対応にも感謝しているとのお話をいただきました。

聖火リレーのトーチやデンマークチームのサイン入りボード等をホテルサンルーラル大潟の
ロビーに展示しています。

入村式

練習風景
○
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令和３年９月号

合宿中のリラックスタイム

小学生とのオンライン交流

中学生が練習を見学

銅メダルの男子ペア

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

【９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、 ●『みんなあつまれ！よ〜いどん！』
《日時》９月12日(日) 9:00〜
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》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

子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな

でお知らせします。

がりを広げてみませんか？
【申込・問合せ】
子育て支援センター（こども園内）
☎45-2345

８月６日のさくらん
ぼクラブ「ステップ
アップ夏の遊びを楽
しもう！」水遊びを
して楽しみました♪

○

21

令和３年９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

◎９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

１・３・８・10・
14 ・ 15 ・ 17 ・ 21 ・
22・24・29

村民体育館

水・金9:00
火13:30

ひざ痛解決講座

７

村民センター
※会場が変更にな
りました

10:00

インターバル速歩体験

４

村民体育館

9:00

タイ式ヨガ

６

ふれあい健康館

10:00

呼吸法と生活ヨガ

13

ふれあい健康館

10:00

体幹アップ体操

27

ふれあい健康館

14:30

１・８

ふれあい健康館

9:00

３

村民体育館

10:00

ストレッチポール

７・14

ふれあい健康館

19:30

グラウンドゴルフ

14・21

多目的運動広場

16:00

24

村民体育館

10:00

ちびっこ体操

１・８

村民体育館

14:00

ちびっこ水泳

１

B&Gプール

14:00

ジュニア水泳

１・８

B&Gプール

16:00

大人の水泳

２

B&Gプール

16:00

水中ウォーク

９

B&Gプール

14:00

アリナス水中ウォーク

16

アリナス

13:00

高齢者ラージ卓球
モーニングストレッチポール

スローエアロビック

備 考
時間厳守
講師：中通リハビ
リテーション病院
理学療法士 福原
隆志氏

４・５歳児対象

現地集合

※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

◎スポーレおおがた 社協杯ラージボール卓球交流大会結果
【日時】７月21日(水)
【結果】

○

≪男子シングルス≫ 優勝：檜山廣美

準優勝：畠山政雄

第３位：石井和彦

≪女子シングルス≫ 優勝：工藤フミ

準優勝：鎌田栄子

第３位：田中淑弘・中島トメ子
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令和３年９月号

情報・募集・ご案内
秋田県教育庁高校教育課から

県立学校職員を募集します
【内容】
県立学校実習船（眞山丸・NAMAHAGE）に
勤務し、船長の業務を行います。
【応募資格】
一級小型船舶操縦士免許を有し、昭和37年４
月２日以降に生まれた方
【応募期間】
令和３年８月30日(月)から令和３年10月29日(金)
まで
【試験日・会場】
令和３年11月28日(日)・秋田県庁第二庁舎
【問合せ】
秋田県教育庁高校教育課調整・企画班
☎018-860-5161
国土交通省から

道路交通調査アンケートに
ご協力をお願いします
道路交通調査（全国道路・街路交通情勢調査）
を９月〜11月に行います。この調査は、５年に１
度、全国的に行われている調査で、自動車の使わ
れ方や道路の状況などを調べるものです。
無作為に抽出した自動車の所有者にアンケー
トを送付させていただきますので、ご協力をお
願いします。
【問合せ】
国土交通省 秋田河川国道事務所
☎018-864-2289
秋田地方法務局から

ご存知ですか？「筆界特定制度」

秋田労働局から

「高年齢者雇用管理セミナー」を
開催します
秋田労働局では、高年齢者の労災防止・安全
就労と雇用促進のため「高年齢者雇用管理セミ
ナー」を開催します。
【日時】令和３年９月30日(木) 14:00〜16:00
【場所】秋田県生涯学習センター
【定員】50名
【申込】開催案内及び参加申込書は秋田労働局
ホームページからダウンロードできるほか、
県内各ハローワーク、労働基準監督署にも配
置しております。
【問合せ】秋田労働局職業安定部職業対策課
☎018-883-0010
秋田地域振興局から

令和３年度「元気なふるさと秋田づくり
地域活動表彰事業」募集
秋田県秋田地域振興局では、様々な地域活動
に取り組んでいる団体・個人を表彰します。
対象者は秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、
八郎潟町、井川町、大潟村において、現に地域
活動に取り組んでいる団体又は個人で、次の要
件を満たしていることが必要です。
（１）自主的・主体的な地域活動であること。
（２）地域に根ざして地域のためになる活動に
継続的に取り組んでいること。
（３）活動が他の模範となるとともに、地域で
広がることが期待されること。
所定の応募用紙に必要事項を記入し、令和３
年 10月 15日 ( 金 ) までに、郵送またはメールにて
提出してください。
応募用紙は、秋田地域振興局地域企画課等に

「筆界特定制度」は、土地の筆界（境界）ト

備え付けています。また、秋田県のホームペー

ラブルを解決するため、法務局が現地における

ジ（美の国秋田ネット＞部署別＞秋田地域振興

筆界の位置を特定する制度です。

局＞総務企画部）からもダウンロードできます。

隣接地との筆界が分からず困っている方、筆
界について隣地の所有者と意見が一致せずに困
っている方は、筆界特定制度をご利用ください。
筆界特定制度に関するお問合せは、以下のお
問合せ先まで御連絡ください。
【問合せ】

【問合せ】
〒010-0951 秋田市山王四丁目１番２号

秋田地方法務局登記部門筆界特定室

秋田県秋田地域振興局総務企画部地域企画課

秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎

☎018-860-3313

☎018-862-1442
○
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令和３年９月号

情報・募集・ご案内
秋田県から

秋田職業能力開発促進センターから

「第２回オンラインAターンフェア」
開催のお知らせ

公共職業訓練（ハロートレーニング）
11月期生を募集します

秋田県では、県内就職希望者等を対象とする
就職イベント「第２回オンライン A ターンフェ
ア」を開催します。
当日は、「オンラインAターンフェア」特設サ
イトにおいて、県内企業、市町村及び関係団体
が、個別に面談を行います。
○開催日時及び内容
第２回オンラインAターンフェア
【日時】令和３年９月26日(日) 13時〜17時
【内容】県内企業や市町村等と県内就職・移住
を希望する方との個別オンライン面談
※令和３年８月25日(水)特設サイトオープン及
び面談予約受付開始予定
※面談ツールはZoom
○対象等
・県内就職を希望する方(一般・学生、県外在
住・県内在住問わず)
・予約制(当日予約も可)
○問い合わせ先
公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
住所 秋田市御所野地蔵田3-1-1 秋田テルサ３階
☎018-826-1731

【訓練科】①金属加工術科（15名）
②住宅リフォームデザイン科（15名）
【訓練期間】令和３年11月２日(火)〜
令和４年４月28日(木)（６ヵ月）
【訓練時間】9:30〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田(潟上市)
【募集期間】令和3年8月30日(月)〜9月29日(水)
【受講料】無料(テキスト代等は自己負担)
【応募資格】ハローワークに求職申込をされた
方で、新たな技術・技能を身に付けての再就
職を希望される方
【応募・問合せ】
秋田職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター秋田）訓練課
受講者第一係 ☎018-873-3178
◆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）

秋田県健康づくり推進課から

８０２０（ハチマルニイマル）いい歯の
表彰募集
◎対象の方
（１）秋田県に住所がある方
（２）20 本以上自分の歯（入れ歯やインプラ
ントを除く）がある方
（３）昭和14年４月１日〜昭和16年３月31日
生まれ（満80歳及び満81歳）である方
（４）協力歯科医療機関から推薦された方
◎お申し込みのながれ
協力歯科医療機関で認定審査を受けていただ
きます。
締め切りは10月30日
対象者には、認定証を交付します。
◎お申し込み方法
下記連絡先までお問い合わせください。
【問合せ】
県庁健康づくり推進課 ☎018-860-1426
秋田県歯科医師会 ☎018-865-8020

○
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秋田県警察本部刑事部鑑識課から

身元が判明していないご遺体に関する
情報について
秋田県警察では、身元が判明していないご遺
体について、皆様から広く情報を求めています。
秋田県警察ホームページには、亡くなられた
方の衣類、所持品、似顔絵などを掲載しており
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のでご活用ください。
お心当たりのある場合は、最寄り
の警察署、交番、駐在所に連絡をお
願いします。

秋田県から

県有財産売却のお知らせ
未利用となっている県有地を売却します。売
却物件の一覧や詳細については、県の公式ウェ
ブサイト「美の国あきたネット」をご覧くださ
い。（コンテンツ番号「6156」）「美の国あき
たネット」
【問合せ】秋田県 財産活用課
☎018-860-2735

令和３年９月号

情報・募集・ご案内
社会福祉協議会からのお知らせ

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
※予約変更やキャンセル、急を要する場合は、
者だけの世帯、健康館利用者などで、自力での外出
ご連絡ください。
が困難な方を村内の目的地まで車で送迎しています。 【支払方法】登録時に申請した農協口座より引き
落とし
送迎は、講習を受けた運転ボランティアが行います
【問合せ】社会福祉協議会 ☎45-2840
ので、必要なときはぜひご利用ください。
※社会福祉協議会ホームページから
【運行区域】自宅から村内目的地まで
も利用登録申請書をダウンロード
【運行時間】午前9:00〜午後4:00 月〜金曜
（土・日・祝日除く）
できます。
【運賃】片道50円
（登録時に利用券をお渡しします）
【登録】本人またはご家族の方が、利用登録申請
書（社協事務局内にあります）を提出し
てください。※農協口座印鑑が必要です。
また、振替口座が利用者本人以外となる
場合は、代理振替承諾書に代理人の農協
口座印鑑が必要となります。
【予約】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。
秋田県社会福祉協議会から

令和３年度
介護入門セミナーのお知らせ
【対象】介護未経験者で、介護の仕事に興味を
持つ方や就労意欲のある中高年世代、
退職者、主婦層、学生の方など
【内容】基礎講座（１日間）
基礎講座＋入門講座（５日間）
□基礎講座 介護に関する基礎知識、
介護の基本、認知症サポーター養
成講座
□入門講座 基本的な介護の方法、
認知症の理解、障害の理解、介護
における安全確保
※希望者は職場体験（２日間）もできます。
【開催日時】
基礎講座：令和３年９月９日(木)、10月６日(水)
基礎講座＋入門講座：令和３年10月６日(水)・
７日(木)・13日(水)・14日(木)・20日(水)
※９時45分開始 16時15分終了
【参加費】無料
【場所】秋田県社会福祉会館
【問合せ】秋田県社会福祉協議会
☎018-864-3161
※原則として開催日の1週間前までにお申し込
みください。

一般社団法人秋田県障害者スポーツ協会から

令和３年度初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会のお知らせ
【日程】令和３年11月６日(土) 8:45〜16:00
11月７日(日) 9:00〜16:15
11月13日(土) 9:00〜16:00
11月14日(日) 9:00〜13:00
【会場】秋田県心身障害者総合福祉センター
（秋田県社会福祉会館内）
【対象者】令和３年４月１日現在 18 歳以上の県
内在住者
秋田県内において障がい者スポーツ
指導員として活動できる方
【受講料】無料（講習会で使用するテキスト代
や資格申請手続料等は別途徴収）
【申込】所定の申込書を郵送またはFAXにて送付
申込期間 ９月17日(金)〜10月15日(金)
申込関係書類は当協会HPに９月上旬掲
載予定
【問合せ】
一般社団法人秋田県障害者スポーツ協会
☎018-864-2750

FAX018-874-9467

○
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令和３年９月号

情報・募集・ご案内
秋田県青年司法書士会から

「全国一斉 司法書士による手続支援の
ための養育費相談会」開催のお知らせ
秋田県司法書士会及び秋田県青年司法書士会
は養育費に関する電話相談会を開催します。養
育費でお困りの方、ぜひご相談ください。
【日時】令和３年９月25日(土)
午前10時から午後４時まで
【電話】☎0120-567-301（フリーダイヤル）
●相談無料 ●秘密厳守 ●予約不要
秋田県農業共済組合から

９月「収入保険相談窓口」開設のご案内
台風等の自然災害による収入減少や新型コロ
ナウイルスの影響によって、収入が減少した場
合も広く補償します。内容等を知りたい方は、
お気軽にお越しください。
【開設日】９月８日・15日・22日・29日(毎週水曜日)
【時間】午前９時〜午後３時
【会場】ＪＡ大潟村 本所
【問合せ】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

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名
固
連
マ
景
温
シ

○

台 帳 及
表 作 成 委
ナ ラ 林
事 業 委
セ ン タ
洗 更 新 工

「県大・読売講座」の開催について
秋田県立大学が読売新聞秋田支局と共催で、
県大・読売講座「研究力と分析力で秋田の未来
を読む」を開催します。県大の教員と読売新聞
の記者が様々な興味深い研究や取組について紹
介し、秋田の未来を考える上でのヒントにつな
げます。参加希望の方は、県大のホームページ
より、お申込みください。
【日時】令和３年９月25日(土)〜（２週間の動画
公開期間）
【視聴方法】YouTubeにて配信
【定員】100名。入場無料（要申込）
※各回で担当教員及びテーマが異なります。
（各回のみの参加も可）
※令和３年９月25日(土) ⇒「なぜ今SDGsなのか
〜生物資源科学が拓く持続可能な未来をめざ
して〜」
生物資源科学部 生物環境科学科 蒔田明史教授
※令和３年10月９日(土) ⇒「秋田の農業を変え
る７つの研究と人材育成〜スマート農業技術
を使うのは誰だ？〜」
アグリイノベーション教育研究センター
西村洋教授
※令和３年10月23日(土) ⇒「ものづくりの現場
で学べ！実践力で世界を動かせ！」
システム科学技術学部 機械工学科 鈴木庸久教授

令和３年７月末までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結果
については、入札結果閲覧簿（ 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ ）をご覧ください。

契約方式

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

び
指名競争 ７月６日
託
等
一般競争 ７月９日
託
ー
指名競争 ７月14日
事

1,298,000円

49.48

日本会計コンサルティング（株）

18,150,000円

69.94

（有）秋山造園土木

1,133,000円

81.10

山二施設工業（株）

東2･3丁目中央線舗装補修工事 一般競争 ７月19日

19,152,100円

87.76

鹿島道路（株）大潟出張所

旧 保 育 園 解 体 工 事 一般競争 ７月19日

59,950,000円

69.42

天喜建設（株）

水上スキー場ジャンプ台
指名競争 ７月26日
台
車
補
修
工
事

1,650,000円

91.86

秋田東北商事（株）
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定 資 産
結 財 務 四
ツ 林 ・
観 向 上
泉 保 養
ャ ワ ー 水

秋田県立大学から

令和３年９月号

村の人口の動き・公共施設の状況

９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〜）
（木）

役場

４日
大中祭
（土）

中学校

10日
大潟神社例大祭
（金）

大潟神社 他

12日
親子ふれあい運動会
（日）

こども園

※敬老会・金婚式は11月８日(月)に延期となりました。

10月上旬の行事予定
日付

行事名等

３日
新米即売会
（日）

サンルーラル
駐車場

４日
農業委員会定例総会（9:00〜）
（月）

役場

８日
前期終業式
（金）

園小中

・介護予防事業

項目
世帯数
人口
男
女

人数(人） (増減）
1,157 (＋１）
3,102 ( ０ ）
1,552 (−１）
1,550 (＋１）

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人）

4
3
2
3

◎公共施設の利用状況（７月中）
施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
727人 村民センター
3,084人
村民体育館
人
ふれあい健康館
978
1,393人
干拓博物館
773人 ごみ処理量
53ｔ
多目的運動広場
1,296人 水道使用量
45,878㎥
多目的グラウンド
474人 下水排水量
48,132㎥
子育て支援センター
167人

◎公共施設の太陽光発電量（７月中）
場所等

・保健センターの行事
⇒P12

◎人口の動き（８月１日現在）

こちらも
チェック
してね。

⇒P17

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 1,072
53 1,030
11
西２分館
3.96
435
69
418
27
西３分館
7.74
715
114
667
66
東２分館
9.99 1,023
129
967
73
東３分館
9.99 1,040
146
984
90
北１コミ会館 7.20
759
89
669
29
北２コミ会館 5.40
626
44
592
10
南コミ会館
4.32
397
190
308
101
多目的会館
4.95
550
153
491
94
合 計
63.54 7,270
987 6,754
501
○売電量の金額換算：257,292円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1385リットル
○消費電量の金額換算：41,454円（単価42円/kWh）

９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】９月21日(火) 10:00〜12:00
【会場】役場第４会議室

大潟村公式ブログ「おおがた散歩」公開中！

http://www.vill.ogata.akita.jp/blog/
公式ホームページトップのバナーからもアクセスできます。

大潟村公式ツイッターアカウント（@ogata̲mura）
主にブログ更新や各種イベントの広告をツイートしています。
ツイッターをご利用の方は、是非フォローをお願いします。
【連絡･問合せ】産業振興課 ☎45-3653

○

27

第25回東北少年軟式野球大会

大潟中野球部が優勝しました！
７月31日(土)〜８月１日(日)の２日間にわたり、福島県で開催された第25回東北少年軟式野球大会にお
いて、秋田県代表として出場した大潟中野球部が見事優勝を果たし、５日(木)に報告会が行われました。
主将を務める三村正義さんから「試合に出場した選手だけでなく、部員や支えてくれる人たちみんな
で勝ち取った優勝だと思う」と報告があり、山内コーチは「個々の力があることはわかっていた。個性
豊かなメンバーがチームとして一つにまとまり、大潟中らしい野球をして優勝することができた」と振
り返りました。決勝戦の山田中（岩手県）との対戦では、３点ビハインドから一気に５点を奪って逆転
し、佐藤景太監督からは「１点ずつ返していこうと話したら５点もとってきた。これぞ大潟中という戦
いで、最後の大会にかける意地を感じた」と試合中のやりとりについての話が明かされました。
最後に、優勝旗と賞状、大会に向けてクラスメートが作った応援ボードを手に記念撮影を行いました。
優勝、まことにおめでとうございます。

優勝した大潟中野球部

第47回大潟村野球選手権大会

記録的猛暑の中での激戦
８月７日(土)〜８日(日)の２日間にわたり、大

【結果】

潟村民球場において第47回大潟村野球選手権大会

◎優

が開催されました。

◎準優勝

決勝戦の天候が心配されましたが、当日は快晴
で前日に続いての猛暑日となり、ファーマーズと
カントリーが熱い戦いを繰り広げました。試合

勝

ファーマーズ
カントリー

最優秀選手賞

小松優斗（ファーマーズ）

優秀選手賞

大島翔平（ファーマーズ）
斎藤璃玖（カントリー）

は、２回までに４点を先行したファーマーズにカ
ントリーが追いすがる展開となり、反撃を振り
切ったファーマーズが７対４で勝利をおさめまし
た。（猛暑のため試合は５回で終了）
【会場】大潟村民球場
【主催】大潟村野球協会

○
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朝から30度を超える中での熱戦

