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●今月の主な内容
内
◇ 村議会

９月定例会（P2～8）
親子ふれあい運動会（P9）

◇ 大潟こども園

◇ 南秋地域広域マイタウンバス（P10～11）
◇ 大潟中学校
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こども園運動会
９月12日（日）
（日）に、大潟こども園親子ふれ
あい運動会が行われました。晴天の下、か
けっこ、親子競技、マスゲームなど、日頃
の練習の成果を披露しました。（関連P9）
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村議会９月定例会

と協定を結び、ワクチンを提供したところです。
この協定により、ワクチン接種を希望する村民
は、10月末まで男鹿市で接種ができますので、希

新型コロナウイルス関連について

望者は保健センターに連絡していただきますよう
お願いいたします。

新型コロナウイルスは、より感染力の高いデル
タ株が主流となり、首都圏など全国各地で感染が
大きく拡大し、現在21都道府県に緊急事態宣言が
発出されているところです。
県内においても、事業所等でクラスターが発生
し、連日感染者が多数出ている状況が続いており、
秋田県独自の警戒レベルが４に引き上げられてお
ります。

ワクチン接種会場の様子

村では、これまで県に準じて対応してきており、
場合を除いて県外との往来を避けること、基本的

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、行
事の中止及び延期の主なものについて

な感染防止対策の徹底について、村民の皆様にお

９月７日に予定していた合同金婚式・敬老会に

引き続き公共施設の利用制限、真にやむを得ない

願いしているところです。

ついては、11月８日に延期いたしました。
金婚式・敬老会を楽しみにしていた皆さんもお

新型コロナウイルスワクチン接種事業につ
いて
９月１日をもちまして、12歳以上の村民2,849
人に対し、村外での接種を含め 2,539 人に接種を

られると思いますが、安全・安心な式典とするた
めにも、11月に出席いただきますようよろしくお
願いいたします。
教育委員会関連では、８月12日に開催を予定し

終えることができ、接種率は89.1％となりました。

ておりました令和２年対象者の成人式は、首都圏

４ヶ月にわたる集団接種でしたが、大きな混乱も

等における新型コロナウイルス感染状況に鑑み中

なく、無事に接種事業を終えることができました

止となりました。また、同日に行われる予定でし

のは、秋田県医師会をはじめとした医療関係者及

た令和３年対象者の成人式は、令和４年１月３日

び従事者、村内外からの多くのボランティア、そ

に延期となりました。

して何より指定された日時に参集いただいた村民

９月５日に予定しておりました第53回八郎潟干

の皆様のご協力によるものであり、深く感謝申し

拓記念駅伝競走大会については、秋田県陸協、高

上げます。

体連及び中体連とも協議のうえ、選手、大会関係

なお、接種を終えても配布されたワクチンに残
数がある場合は、近隣市町へ融通するという国・
県の指針が示されていることから、村では男鹿市
○
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者の健康と安全を確保する観点から、中止といた
しました。
また、大潟神社のお祭りにあわせて行っている

令和３年10月号

「ちびっこ相撲大会」は延期、「村民駅伝」は中

方式での販売を計画していることから、昨年まで

止とすることで関係団体より連絡をいただいてい

の干拓博物館前駐車場から、より広くレイアウト

るところです。

を取れる会場へと変更をしております。
このイベントは、昨年のコロナ禍においても販
売数が前年とほとんど変わらないほどの来客数と

農作物の生育状況について

なっており、常連客も多いことから、十分コロナ

はじめに水稲ですが、７月から８月上旬にかけ

対策を講じて実施したいと考えております。

しゅっ すい

て好天が続いたことから、全品種において出穂期
が早まり、収穫期も早まる予想となっております。
病虫害は、斑点米カメムシの多発が懸念される
ことから、適期防除を呼びかけております。なお、
収量は穂数などから平年並みと予想しております。
次に大豆ですが、本作大豆は好天に恵まれ、初
期生育は順調に進んでおります。小麦後作大豆は
播種期から高温少雨により生育はやや小さい傾向
にあります。全体を通して主だった病虫害の発生
はしておりません。
次に小麦ですが、登熟期から刈り取りまで好天
が続き、順調な刈り取りとなり、収量は平年をや
や下回りましたが品質は良好となっております。
次にたまねぎですが、令和３年産は８月上旬で
乾燥、調製、出荷が終了しております。
単収については、村内の圃場での生育は順調で
したが、大規模に栽培した生産者の圃場で、肥大
こう ひょう

令和２年度新米即売会の様子（干拓博物館前）

国営土地改良事業について
６月定例会において８月１日に事務所の開所、

11月頃に開所式が計画されていると報告いたしま
した。その後、東北農政局から「開所を７月１日
に前倒しする」旨の発表があり、東１丁目に「東
北農政局八郎潟農業水利事業所」として事務所を
設け、７月１日に正式にスタートしております。

期後半に降雹に見舞われ、小玉傾向となったこと

現在は、正職員９名、非常勤職員２名の11名の

もあり、全体としては昨年並みには至りませんで

体制となっておりますが、事業が本格化した際に

した。

は30名程度まで増員される見込みと伺っておりま

また、販売価格も加工用主体の販売となったこ
とから前年を下回りました。

す。
なお、開所式と祝賀会は当初の予定どおり11月

令和４年産については、８月中旬から播種作業

１日で計画しておりますが、開催については、新

が始まっており、栽培面積の見込みは約60haとな

型コロナウイルスの感染状況を見極めながら、関

っております。

係機関と協議し判断してまいります。

次に南瓜ですが、７月下旬から出荷が始まり、

また、八郎潟地区土地改良事業促進協議会にお

お盆前の段階で約１万ケースとなるなど収穫はか

いて、７月５日と13日に次年度以降の国営土地改

なり早まりました。大きさは４〜５玉のものが主

良事業の予算確保について要望活動を行いました。

流となっております。販売価格は、市場の低迷は

７月５日は東北農政局を訪問し、私と協議会副

あったものの、計画出荷により昨年をやや下回る

会長である大潟土地改良区の今野理事長、議会の

程度となっております。

丹野議長のほか、農業委員会の土井会長職務代理、
大潟村農業協同組合の桑原専務に事務局職員を加

新米即売会について
毎年実施している「新米まつり」ですが、昨年
同様、コロナ禍を考慮し、集客のための催事を止
め、新米の販売に特化した「新米即売会」として、

えた６名で要望を行ったところです。
その翌週の７月13日には、秋田県選出国会議員
及び農林水産省に対し、私と今野理事長の２名で
要望活動を実施してまいりました。
農林水産省においては非常によい感触であり、

ホテルサンルーラル大潟の北側駐車場を会場に、

事前に金田勝年事務所から調整していただいたお

10月３日に開催を計画しております。

かげと感謝しております。

会場における密を避けるため、ドライブスルー
○
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令和３年10月号

コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備
事業について

コーチ等14名が本村で合宿を行いました。各報道

建設中であったパックライス工場は、７月21日

もちろん、ホテルサンルーラル大潟での過ごし方

に落成式を迎え、その日に本格稼働し、28日には

など、村の自然や合宿環境にはとても満足し、練

初出荷と順調に事業がスタートしたとの報告を受

習場における見学や応援など多くの村民の皆様の

けております。

ご協力に感謝をしておりました。

でも大きく取り上げられ、大潟漕艇場での練習は

運営する「株式会社ジャパン･パックライス秋

オリンピックでは４種目に出場し、男子ペアは

田」の取り組みは、秋田県内で初のパックごはん

銅メダルを獲得、男子シングルスカルは0.15秒の

工場として、県民からの期待、注目も非常に高い

僅差での４位入賞、女子ペアと女子フォアは８位

ものがあると感じております。

入賞という大健闘の活躍でありました。ひたむき

村としましても、パックごはんは国内でも市場
拡大が続いておりますので、大潟村産米の販路拡
大、消費拡大に繋がる取り組みとして期待してい
るところです。

に練習する姿やオリンピックでの活躍など、多く
の方々に勇気と感動を与えていただきました。
コロナ禍という非常に困難な状況の中ではあり
ましたが、取り得る感染対策をしっかり行い、無

さらに、海外でもパックごはんの人気は高まっ

事合宿を終えることができました。村民の皆様は

てきておりますので、村内のコメ販売事業者の皆

じめ、関係機関、団体、また協賛をいただいた企

様にも、これを契機に輸出拡大に取り組んでもら

業の方々に、改めて心より感謝を申し上げます。

うよう大いに期待しているところであります。

練習風景
完成したパックごはん工場

正面干拓堤防の工事について
先般、秋田県議会の６月定例会において、正面
干拓堤防の事業費4,000万円が補正予算案に計上さ
れ可決されました。

移住・定住促進事業について
北１丁目の村営住宅については、建設から30年
以上が経過し、老朽化がすすみ、改修や建替の要
望も多く寄せられているところです。
入居者の皆様に、引き続き安全・安心かつ快適

事業内容は、堤防を盛土して嵩上げし、昭和58

に暮らしていただくとともに、村外からの移住・

年の日本海中部地震復旧時と同じ高さに戻すとい

定住のニーズに応えるため、北１丁目地区におけ

うものです。

る集合住宅の整備方針と住み替えについて、８月

今年度は特に沈下の激しい箇所としてＦ２取水
口付近から西へ延長135 ｍを予定しており、９月

10日に工事に着手し、年度内に完成見込みとのこ
とです。

26日に村営住宅入居者を対象に説明会を開催し、
現在アンケート調査を実施しているところです。
今後、北１丁目住宅整備計画のプロポーザル審
査を実施し、事業者を選定いたします。選定した

なお、その他の箇所については、引き続き予算

事業者とともに、アンケート結果を反映させた村

要求し、予算が確保できれば来年度以降施工を継

営住宅の整備計画を策定し、年次計画を立てて建

続する予定と伺っております。

設を進めてまいります。
また、この機会に村営住宅入居者による分譲地

東京2020オリンピック
デンマークチームの事前合宿について
６月 20 日から７月 18 日までの約１ヶ月間にわ
たりデンマーク・ボートナショナルチームの選手、
○
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の取得も予想されることから、中央３番地北側に
新たに分譲地を造成いたします。
今回、関連する補正予算を計上しておりますので、
ご審議につきましてよろしくお願いいたします。

９月定例会で可決された議案

○令和３年度大潟村介護保険事業特別会計補正予算案

○令和３年度大潟村一般会計補正予算案

3,744,314千円
105,809千円
3,850,123千円

補正前の額
補正額
補正後の額

令和３年10月号

305,654千円
585千円
306,239千円

補正前の額
補正額
補正後の額

〈主な歳入〉

〈主な歳出〉

・新型コロナウイルス感染症対応

・過年度地域支援事業支援交付金返還金 585千円

3,959千円

地方創生臨時交付金

○令和３年度大潟村水道事業特別会計補正予算案

・低コスト技術等導入支援事業費補助金

70,750千円
23,913千円

・前年度繰越金
〈主な歳出〉

143,637千円
1,832千円
145,469千円

補正前の額
補正額
補正後の額
〈主な歳出〉

・中央３番地内宅地造成工事測量

9,944千円

及び実施設計・監理業務委託料

・北１丁目水道管布設設計監理業務委託料

1,832千円

･もみ殻バイオマス熱供給事業

2,640千円

体制構築支援業務委託料
・低コスト技術等導入支援事業費補助金

70,750千円

○令和３年度大潟村公共下水道事業特別会計補正予算案

218,857千円
3,426千円
222,283千円

補正前の額
補正額
補正後の額
〈主な歳出〉

・北１丁目下水道管布設設計監理業務委託料

3,426千円

９月定例会で同意された議案
大潟村固定資産評価審査委員会委員の選任について

大潟村教育委員会委員の任命について

大潟村固定資産評価審査委員会委員

大潟村教育委員会委員

鎌田 満広

宮崎 和子

（東2-5）
任期：令和３年９月26日から
令和６年９月25日まで

（西3-4）
任期：令和３年10月19日から
令和７年10月18日まで

９月定例会で認定された議案
令和２年度大潟村歳入歳出決算認定について
６〜７ページに一般会計、８ページに特別会計の決算の概要を掲載しています。
○
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令和３年10月号

歳 入
区
村

分
税

地 方 譲 与 税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金

決算額

727,191,489
93,230,000
550,000
1,308,000
1,752,000
1,203,000
72,811,000
5,055,000
2,880,000
1,300,940,000
1,200,000

区

分

分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県

支

出

金

財

産

収

入

寄

附

金

繰

入

金

繰

越

金

諸

収

入

村

債
合

歳

令和２年度の歳入総額は 41 億 9,800 万
4,913円で、前年度と比較して９億7,040
万5,499円の増（30.1％増）となっていま
す。
■前年度と比較し増額になった主な項目
村税
2,288万8,349円増(3.2%増)
地方交付税
5,216万円増(4.2%増)
国庫支出金
4億8,200万6,075円増(433.9％増)
県支出金
8,631万4,013円増(31.2%増)
寄附金 1億6,323万8,000円増(167.4%増)

計

決算額

決算

38,430,321
57,248,182
593,101,518
362,919,259
19,132,159
260,763,000
307,371,472
108,319,044
44,386,469
198,213,000
4,198,004,913
繰 金
7.3%

1億1,635万
債
4.7%

繰 金
2.6%

・
付金
4.3%

17.3%
金
7.8%
出金
8.6%

歳 決算額
4 億 ,800万
4, 3円
付
31.0%

出金
14.1%

■前年度と比較し減額になった主な項目
地方特例交付金
繰越金

令和２年度

（単位：円）

940万1,000円減(76.5％減)
1,357万5,173円減(11.1%減)
及び
1.4%

○主要事業と決算状況

金及び

金 0.9%

※説明及び各表、グラフにある係数は、原則として四捨
※（

）内は、一般財源以外の財源

職員研修事業
138千円
マイタウンバス運行事業
27,405千円（うち繰入金18,000千円、その他8,646千円）
ふるさと応援寄附推進事業
142,399千円（うち繰入金47,656千円)
移住・定住促進事業
4,999千円
地域おこし協力隊事業
2,657千円
ポルダー婚活事業
551千円
東京農業大学との包括連携協定事業
296千円
コミュニティ推進事業
8,319千円（うち繰入金3,000千円、その他4,917千円）
秋田県町村電算システム共同事業
46,810千円（うち国庫1,202千円）
地域福祉推進事業
26,906千円（うち国庫11,250千円、県費552千円）
老人保健福祉計画並びに障がい者計画策定事業
3,655千円
高齢者生きがいづくり支援事業
2,580千円（うち県費278千円）
福祉医療費支給事業
24,742千円（うち県費10,393千円）
出産祝い金事業
1,500千円
がん検診事業
8,263千円（うち国庫21千円、県費140千円、その他1,242千円）
人間ドック・脳ドック助成事業
1,740千円
環境基本計画策定事業
155千円
防災基盤整備事業
5,581千円
防災センター改修事業
60,838千円（うち国庫9,223千円、地方債17,800千円、繰入金27,791千円)
○
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令和３年10月号

大潟村一般会計

歳 出

報告
補助費等
29.2%

分

決算額

617,489,472
扶助費（福祉医療費、入浴扶助、子ども手当等）
140,158,864
公債費（村で借り入れた地方債の償還金）
486,611,226
物件費（物品、修繕、委託料等）
822,803,727
維持補修費（道路や建物等の補修費用）
40,806,488
補助費等（各種補助金 ･ 負担金等）
1,187,235,495
積立金（財政調整基金等、基金への積み立て）
316,707,747
投資及び出資金 ･ 貸付金
10,000,000
繰出金（各種特別会計への操出金等）
204,341,921
普通建設事業費（公共施設等の更新・改修工事等）
244,151,548
合
計
4,070,306,488

人件費（議員 ･ 各種委員報酬、職員給与等）

5,425円の黒字決算
普通建設事業費
6.0%
投資及び
繰出金
出資金・
5.0%
貸付金
0.2%
積立金
7.8%

（単位：円）
区

歳出

人件費
15.2%

扶助費
3.4%

令和２年度の歳出総額は 40 億 7,030 万
6,488円で、前年度と比較して９億5,102
万6,118円の増（30.5％増）となっていま
す。
■前年度と比較し増額になった主な項目

歳出決算額
40億7,030万
6,488円

公債費
12.0%

物件費
20.2%

公債費 1億1,359万1,431円増（30.5％増)
補助費等
5億2,969万4,936円増（80.6％増)
普通建設事業費
1億4,544万3,327円増（147.3％増)
■前年度と比較し減額になった主な項目
維持補修費

1,613万4,082円減（28.3％減)

維持補修費 1.0%
五入によるため、端数が合計と合致しないものがあります。

戦略作物生産拡大事業
33,801千円
新時代を勝ち抜く！農業夢プラン応援事業
12,646千円（うち県費6,773千円）
環境保全型農業直接支援対策事業
千円（うち国庫
83,542
41,939千円、県費20,793千円)
民産学官連携による農業振興推進事業
千円
10,334
高収益作物生産振興支援事業
3,577千円
多面的機能支払い交付金事業
162,849千円（うち国庫81,731千円、県費40,551千円)
道の駅おおがた施設整備事業
41,278千円（うち地方債35,100千円、繰入金5,000千円)
新型コロナウイルス感染症対策関連事業 174,306千円（うち国庫141,641千円、繰入金7,049千円)
一級幹線排水路沿線ほか改修事業（社会資本） 8,810千円（うち国庫4,713千円、地方債3,600千円）
放課後児童クラブ事業
1,916千円（うち負担金1,404千円、その他47千円）
潟っ子健康相談事業
43千円
英語教育推進事業
7,771千円
コミュニティ・スクール推進事業
1,322千円（うち県費429千円）
GIGAスクール環境整備事業
24,482千円（うち国庫22,386千円）
新型コロナウイルス感染症対策事業（こども園） 969千円（うち国庫959千円）
学校保健特別対策事業（小・中学校） 2,937千円（うち国庫1,489千円）
スポーツコミッションおおがた活動支援事業（地方創生） 1,543千円（うち国庫745千円)
デンマークボートナショナルチーム事前キャンプ受入事業 1,226千円（うち繰入金1,100千円）
干拓博物館20周年記念式典事業
208千円
○
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令和３年10月号

令和２年度

大潟村特別会計決算

特別会計は、水道事業や診療所運営など特別な事業を行う場合に、一般会計と切り離し、その会計ごと
の特別な歳入（例えば水道料金など）を歳出に充てる会計制度です。大潟村では７会計が設けられていま
す。令和２年度の特別会計の決算は次のとおりです。

特
診

計

差引額

国民健康保険事業特別会計

1,003,534,810

977,453,202

26,081,608

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

296,444,326

271,866,839

24,577,487

介護サービス事業特別会計

341,883,041

323,079,411

18,803,630

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

71,712,963

71,693,101

19,862

計

190,268,061

181,610,748

8,657,313

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

248,943,552

234,115,520

14,828,032

特

別

会

歳出

6,898,049

業

別

歳入

65,844,129

事

特

名

72,742,178

道

所

会

計

水

療

別

（単位：円）

会

大潟サキホコレライオンズクラブから赤色回転灯が寄贈されました
８月31日(火)、役場第１会議室にて、赤色回転灯４
基の贈呈式が行われました。これは、大潟サキホコレラ
イオンズクラブ（生田前会長）より、大潟村交通安全協
会（戸部会長）に寄贈されたもので、太陽光により作動
するものです。回転灯は、東３丁目−東４丁目交差点及
び東２丁目−東４丁目交差点に設置されています。
同交差点は、事故の発生が多い場所です。村民の皆様
におかれましては引き続き事故に気を付けて安全運転を
心がけていただきますようお願いします。

贈呈式で目録が手渡されました

男鹿潟上南秋中学校英語暗唱弁論大会で大中生が最優秀賞に輝きました
８月31日(火)に開催された男鹿潟上南秋中学校英語
暗唱弁論大会において、大潟中学校３年生の前田柚子
さんが暗唱部門、岡田希美さんが弁論部門でそれぞれ
最優秀賞に輝き、９月２日(木)に村長へ報告しました。
報告の中で二人は、夏休み中もほとんど休まず指導
してくれた先生に感謝の言葉を述べつつ、９月 16 日
(木)の県大会へ向けた意気込みを語ってくれました。
この度の受賞、まことにおめでとうございます。

最優秀賞の岡田希美さん（左から３人目)
と前田柚子さん（同４人目）

シルバー人材センターがボランティアで清掃活動
９月３日(金)、役場周辺の遊歩道及びふれあい広場
等において、シルバー人材センターがボランティア清
掃を行いました。
同センターでは毎年この時期に清掃活動を行ってく
ださっています。
おかげさまで、枯れ葉やコケが片付き、とてもきれ
いになりました。
誠にありがとうございます。
○
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令和３年10月号

地域おこし協力隊着任のお知らせ
10 月１日(金)より、大潟村に地域おこし協力隊として『明平冬美
さん』が着任となりました。明平さんは家族そろって大潟村へ移住し、
これから活動をはじめることとなります。今後の活躍が期待されます。
【活動分野】
豊かな自然環境や安全安心な農産物と食事、子育てに関する情報発
信と、子育てをキーワードとした、人との繋がりを広げる活動を行
う予定です。

あけひら

明平

ふゆみ

冬美

さん

大潟神社例大祭が行われました
９月10日(金)、大潟神社例大祭が行われました。
昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
神事のみとなりましたが、今年は神輿を車に乗せ
て足早に移動し、２年ぶりに響くお囃子の音色に
つられて沿道に出てくる子どもの姿も見られまし
た。
各住区を回り終えた神輿は夕方に神社へと奉納
され、無事に五穀豊穣が祈願されました。

お囃子を先頭に、神輿も車で移動しました

こども園 親子ふれあい運動会
９月12日(日)、こども園で親子ふれあい運動会が開催されました。晴天の下、かけっこ、玉入れ、マス
ゲーム、リレーのほか、親子競技ではお菓子の配達や、オリンピックにちなんだパネルを完成させるなど
の趣向を凝らした競技が行われ、子どもたちの元気いっぱいな姿、保護者の張り切る姿に、会場は終始和
やかな雰囲気となりました。

かけっこ

親子競技

保護者もはりきります

りんごジュースで水分補給中

ピクトグラムをつくりました

親子競技 むしさんたちのおつかい♪

つきくみリレー バトンを
落とさず走れました
○
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令和３年10月号

乗合
村
構築

乗

出
、五城目町

八郎潟町
活性化 支
。
「広域

目指

今回 、
「広域
」
当
、３組 方々 利用体験
健康
交流
公共交通
。
巡
、
新

!!

連携 、３町村内
公共交通
型乗合
。
利用
発見 出会

交流

」

！？

今回の移動経路！
◎
ホテル
サンルーラル大潟

大潟村多目的運動広場
（グラウンドゴルフ場）

大潟村役場

大潟村・菅沼
広域

◎
道の駅おおがた
大潟村干拓博物館

生態系公園

秋田県立大学

利用

残
存
湖

▲広域

◎
はちパル

ＪＲ八郎潟駅
◎

八郎潟町役場

八郎潟町中羽立公園
オリンピック記念会館

八郎潟町・加藤
利用
広域
型乗合

はちらぼ
◎

▲広域

広域

広域
結 路線

型乗合

、大潟村・八郎潟町・五城目町
。
、大潟村 五城目町 直接結 便 八郎
潟駅発着便
。
運賃 、八郎潟町内
200円、五城目町内
400円
（小児、障
者
半額）
。村
、
村民 限 、
路線 片道100円 乗車
、
乗車券 販売
。購入 際 、本人確認
（運転免許証、健康保険証等）
持
。
【販売場所】総務企画課 窓口
時刻表
➡
※10月1日
一部
変更
。

○
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五城目
バスターミナル

湖東厚生病院

五城目町
役場

五城目町・小玉
仲良
広域

広域

、佐野
利用

五城目町
屋内温泉プール
広域五城目
体育館

イオンスーパーセンター
五城目店

型乗合

広域
型乗合
、八郎潟町・五城目町
（森山地区・大川地区） 五城目町市街地 結 予約制
乗合
。
大潟村
住
方 、予約
拠点施設
乗車 可能
。
運賃 、１乗車300円（小児、障
者
半額）。
詳
➡

令和３年10月号

八郎潟町でテニス

➡
●
習 打 込
（西３−４）
。
公園
向

出場 向
練
大潟村 菅沼清四郎
日 、八郎潟町中羽立
広域
。

➡
●
天気
、皆
流

汗

「手頃 運賃 移動
、
。
利用
、
食事 買 物
、旅行気分 味
、
外出
楽
思 。
」

快晴！和気
雰囲気
、

。

五城目町のプールで水中運動

➡
●
」 所属
八郎潟町 加藤尚子
（一日市）
。
週 一回、五城目町 温水
行
教室 通
。
日 、広域
型乗合
利用
行
。
登録
、自宅 迎
来
便利！

➡
●

「

教室 始
仲間 共
！
皆
、

乗合
利用
、自宅
迎
来
便利
思
。運転手
気
、目的地 着
楽
。
今後
、買 物
他 用事 外出
時
使
思
！」

元気
。加藤
運動

楽

終始笑顔

「初

、
水中

。

大潟村でグラウンドゴルフ

➡
●
多趣味
五城目町 小玉哲
司
（舘町） 佐野亮治
（新町）
仲良
。
日 、広域
大潟村多目的運動広場 向
。
昼食
目当
。

問 合

➡
●
涼
穏
中、
。出
！

楽
！？

秋晴

「自家用車 移動
多
、
気分転換
」
「運転 必要
酒 飲
帰
出来
！」「
禍 旅行 出来
中、
景
色 見
移動 旅行気分 味
」

南秋地域公共交通活性化協議会事務局（総務企画課内 ☎45-2111）
○
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令和３年10月号

保 育教諭（会計年度度任用職員）を募集します
会計年度任用職員
時給962円〜 昇給有
保育士、幼稚園教諭
不問
7:30〜18:30のうち７時間
日・祝・他（週２日休）

任用の日〜令和４年３月31日(更新有)
若干名
令和３年10月29日(金)までに履歴書を総
務企画課へご提出ください。
総務企画課 ☎45-2111

村 内の貸家にお住まいの方へ
村では、村内定住促進を図り、村の活性化に寄与
することを目的として、村内において家主と個人の
契約により民間経営の賃貸住宅に入居する世帯に対
して、「大潟村定住促進商品券」を交付しておりま
す。該当する方は申請くださるようお願いいたしま
す。
次の①〜③いずれにも当てはまる方
①現在貸家（アパート等）に居住している方
②令和3年1月1日に大潟村に住所を有している方
③令和3年4月1日から令和3年9月30日の間、貸家
に居住している方

１ヶ月１万円分の村内使用限定の商品券
（６ヶ月分で６万円相当）を交付
・住民票の謄本１通
・貸家の賃貸契約書もしくは賃貸契約を確認でき
る書類の写し
10月29日(金）
総務企画課 ☎45-2111

村 民センター分館に
新しい遊具を設置しました。
各村民センター分館に新しく「滑り台」と「砂
場」を設置しました。
ぜひご利用ください。
〔西１丁目〕滑り台、砂場
〔西２丁目〕砂場
〔西３丁目〕滑り台、砂場
〔東３丁目〕滑り台、砂場

特 定公共賃貸住宅（北１丁目）入居者募集について
10月４日(月)〜15日(金）
１LDK １戸 駐車１台
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15万8千円以上48万7
千円以下の方
22,000円／月
11月１日（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。
○
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・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

令和３年10月号

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

○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

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）
(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

(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）
令和４年３月31日まで
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
生活環境課 ☎45-2115

る電力を充放電できるもの

「環 境影響評価法」に基づき行う
近隣地域の風力発電事業に係る書類の縦覧について
「（仮称）八竜風力発電所更新計画に係る環境影

※なお、新型コロナウイルス感染症の予防対策のた

響評価準備書」を作成し、縦覧いたしますので、ご

め、やむを得ず入場制限等の対応を行う場合があ

覧いただきますようお願いいたします。

ります。また、受付時、発熱等の症状がある場合
や、名簿への記入等にご協力頂けない場合は、入

(株)エムウインズ八竜（代表取締役 高橋恵一)

場をお断りさせていただきます。

技術部門：秋田県山本郡三種町大口字釜谷32番１号

大潟村役場生活環境課(南秋田郡大潟村字中央1-1)

管理部門：東 京 都 品 川 区 大 崎 二 丁 目 １ 番 １ 号

▽期間 令和３年10月22日(金)

ThinkPark Tower

〜令和３年11月22日(月)
▽時間 ８時30分〜17時15分(土・日・祝日を除く)

(仮称)八竜風力発電所更新計画

※電子版 https://www.meidensha.co.jp/win/

▽種類 風力（陸上）
▽規模 出力 28,000kW(風力発電機の基数：７基)

環境保全の見地からのご意見をお持ちの方は書
面に事業名称、住所、氏名、ご意見（意見の理由

秋田県山本郡三種町及び男鹿市地内

を含む）をご記入のうえ、縦覧場所に備え付けて
おります意見書箱にご投函いただくか、問い合わ

秋田県山本郡三種町、男鹿市及び大潟村

せ先へご郵送ください（令和３年12月６日(月)ま
で。郵送は当日消印有効）。

①会場名 若美農業者トレーニングセンター
（秋田県男鹿市野石字大場沢下１番地48）
令和３年11月９日(火)18時より

〒141-6029
東京都品川区大崎二丁目1番1号ThinkPark Tower

②会場名 三種町八竜農村環境改善センター

株式会社エムウインズ八竜 担当：波木井、田中

（秋田県山本郡三種町鵜川字西本田２）

電話番号：03-6420-8507

令和３年11月10日(水)18時より

大気・水質班 ☎018-860-1603

○
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ご み袋の口はしっかり縛って封をしましょう
指定ごみ袋の口が結ばれていないため、業
者の方が運ぶ際に中身がこぼれてしまうとい
う報告がありました。ごみは必ず村指定のご
み袋に入れて、しばり口を結び、名前を書い
て集積所に出すようお願いします。

を結ぶ

を

②持ち手を結ぶ

指定袋
指定袋

指定袋

また、使用済みのマスクやティッシュなどのごみは小分けの袋に入れて封をするようにお願いします。
ごみ収集作業時の感染症リスク軽減のため、ご協力をお願いします。
生活環境課 ☎45-2115

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。県や村では
巡回を行うとともに、焼却行為を発見した際は消火
を求めたり、場合によっては氏名公表も含めた厳重
な措置をとることがあります。

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。
・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

高 齢者見守り事業「みまもりＱＲ（どこシル伝言板）」を導入します
本事業の概
要を動画で確
認できます

▲

村では、徘徊等により行方不明になるおそれがあ
る高齢者を早期に発見・保護することを目的とした
「みまもりＱＲ（どこシル伝言板）」を導入します。
対象者の衣服などに、QRコードが印字されたシー
ルを貼付けておくと、発見者がスマートフォンなど
▲シールの見本
で読み込むことで家族等とやり取りでき、迅速に保
護することができます。
耐洗ラベル(アイロンで貼り付けられるもの）
事前準備は申請と簡単な情報の登録、衣類等への
シールの貼り付けのみです。詳しくは、福祉保健課
（☎45-2114）へご相談ください。
事前登録が必要です

○
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▲貼り付け例

▲

蓄光シール(アイロン不可のもの)

村内に住所があり、徘徊等により行方不明になる
おそれがある高齢者など
耐洗ラベル 20枚
蓄光シール 10枚（計30枚）
無料
福祉保健課 ☎45-2114
みまもりQR
シールを貼っている人を見かけたら
みまもりＱＲを衣類や持ち物などに貼った
方が、道に迷っているようであれば、正面か
らやさしく声をかけてください。
スマートフォンなどでＱＲコードを読み取
り、伝言板サイトにアクセスすることにより、
ご家族にメールが自動的に送信されます。

発見〜保護〜帰宅 まで 安全、安心、迅速に

令和３年10月号

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 併せてお願いします。（すでに申し込みされた方々
日〜12月31日の間に婚姻され、両名とも健在のご は不要です。）
夫婦）について、村では11月８日(月)にホテルサン ※金婚式内でお二人のお写真を使用します。結婚式
ルーラル大潟で合同金婚式の開催を予定しておりま
の記念写真や入植当時の記念写真などを福祉保健
す。
課まで届けてください。なお、拝借したお写真は、
ご参加いただけるご夫婦は、福祉保健課まで連絡
電子ファイルにした後に返却いたします。
をお願いします。
10月15日(金）
福祉保健課 ☎45-2114
なお、本籍地が村外にある場合は、婚姻日の確認
のため、戸籍謄本を添えてご連絡くださいますよう、

令 和３年度大潟村敬老会は１１月８日(月)にホテルサンルーラル大潟で開催します
令和３年度大潟村敬老会は、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
小して開催する予定です。ご理解とご協力
をお願いします。
11月８日(月）
ホテルサンルーラル大潟
福祉保健課 ☎45-2114

令和3年度敬老会

ご招待対象者

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

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。

◎２歳児親子歯科健診
10月13日(水）13:00〜
H31.2月〜R1.6月生の幼児と親
保健センター
◎乳児健診

11月４日(木）13:00〜
４ヵ月児（R3.5.17〜7.4生）
７ヵ月児（R3.2.17〜4.4生）
10ヵ月児（R2.11.17〜R3.1.4生）
13ヵ月児（R2.9・10生）
保健センター

◎専門医による「心の健康相談日」
10月８日(金)、22日(金）13:30〜15:00
会場：秋田中央保健所
10月19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。
秋田中央保健所
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。

10月 ６日(水）13:00〜 栄養相談もできます
10月12日(火）9:30〜11:00
保健センター
◎『ちょこっと』での血圧測定
10月４日(月)、13日(水)
10:00〜11:30
ちょこっと

○
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村
令 和３年度大潟村総合検診のご案内
特定健診は、メタボをはじめとする生活習慣病を早期に発見する絶好の機会です。
毎年、健診を受診して、あなたの健康づくりに役立てましょう。

午前
検診項目：特定健診、後期高齢者健診、基本健診、胃・肺・大腸・前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検査、風しん抗体検査

令和３年10月20日(水)〜27日(水) ６時〜９時
★昨年に引き続き今年も、各自検診の日時を指定させていただきます。

10月に検診の受診カードが届きましたら、ご自身の受付日時をご確認ください。
（指定された30分の間に受付を済ませていただけるようお願いいたします）
どうしても指定された日時でご都合が悪い場合は、保健センターへご相談ください。

午後
検診項目：乳・子宮がん検診
令和３年10月21日(木)〜27日(水) 12時30分〜13時30分
★受診券に記載された、ご自身の住区の日付に受診ください。

会場：村民センター
※保健センターではありません。お間違えのないようお願いいたします。

基本検診
特定健診
後期高齢者健診
胃がん検診
大腸がん検診
肺がん等検診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診
子宮がん検診

39歳以下
40〜74歳で大潟村の国保加入者
75歳以上
30歳以上
30歳以上
40歳以上
50歳以上の男性
40歳の方、41歳以上で今まで一度
も受けたことのない方

20歳以上の女性
40 歳以上で昨年乳がん検診を受け

乳がん検診

ていない女性 ※希望者は毎年受
けることができます。

1,000円
無料
無料
1,000円
500円
レントゲン
喀痰
500円

6:00
〜

500円
600円

9:00

1,000円

12:30

無料

1,800円
マンモグラフィ
一方向（50歳以上）
マンモグラフィ
二方向（40歳代）

1,600円

〜

13:30

◎村は国民健康保険の保険者の立場で、国保の被保険者の40〜74歳の方を対象に特定健診を実施します。
国の医療制度改革により、平成20年度から保険や健康保険組合などの医療保険者に40歳以上の被保険
者に対する内臓脂肪型肥満に着目した「特定健診・特定保健指導」の実施が義務づけられています。
◎39歳以下の方については、ご加入する医療保険に関わらず、村の健診を受けることができます。
◎国保以外の医療保険の被扶養者の方については、医療保険者が発行する「特定健診受診券」を持参す
れば、村で実施する健診を受けることができます。
◎検診の申し込みをしていなくて、受けたい場合は事前に保健センターへご連絡ください。

○
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・大腸がん検診を受ける方：大便の容器
・受診カード（10月に届きます）

・乳がん検診を受ける方：バスタオル

・受診カードが入った封筒

・子宮がん検診を受ける方：スカート

（受付日時が記載されています）
・健康保険証

（貸し出しありませんのでご持参ください）
・クーポン券

・検診料金

（がん検診のクーポン券を郵送された方）

・特定健診を受ける方：尿の容器

※受診前に確認！！
検診前２週間以内に県外へ行かれた方、咳等の風邪症状が続く方、強いだるさのある方、
発熱のある方は、事前に保健センターへご相談ください。
※当日の注意事項
１．受診の際は、必ずマスクをご着用ください。
２．正面玄関で検温とアルコールの手指消毒をお願いします。
３．会場のイスは距離を保って設置していますので、動かさないようお願いします。
４．待ち時間の際など他の受診者との会話は極力お控えください。
５．大腸がん検診のみ受診される方は、検診期間中の６〜９時の間であればいつでも受付できます。

11月16日(火)〜17日(水)

35歳〜70歳の女性

600円

詳細については、申込者
に後日通知いたします。

保健センター ☎45-2613

村
コ ール･リコール事業（電話による受診勧奨）を行います
村では、がんの早期発見・早期治療のため、がん検診受診率向上を目指しております。今年度も、秋田
県総合保健事業団と協力し、下記の日程で「がん検診受診のお勧め」の電話をおかけします。
◎10月４日(月)〜８日(金)に対象の方に電話をし
ます。
①過去３カ年村の大腸がん検診を
受けていない方
②がん検診無料対象の方で申し込みの
なかった方（子宮がん検診除く）

各種がん検診の受診勧奨

◎11月22日(月)〜25日(木)に対象の方に電話をし
ます。
村の総合検診において、大腸がん検診の申込み
をしていたが、検診を受けなかった方

大腸がん追加検診の案内
※大腸がん検診の追加検診日
12月６日(月)、７日(火)

秋田県総合保健事業団 ☎018-884-5531
「がん検診コールリコールセンター」よりお電話があります。電話をかける時間帯 8:30〜19:30
○
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｢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、
村ホームページ内にあります。

場し、回答者のストレス度や落ち込み度を表示し
ます。

ちょっと疲れを感じたら、こころの体温を測りま
しょう。

相談機関の情報も表示されますので、ぜひご活用
ください。

大潟村 こころの体温計

保健センター ☎45-2613

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

子 育て支援アプリ「潟っ子ナビ（母子モ）」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。

☆アプリストアからダウンロードしてぜひご利用く
ださい。

村から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、妊娠中の記録や子どもの

母子モ（ボシモ）で検索！

成長記録、予防接種の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、子育て中まで長く使用すること

ダウンロードや登録の仕方、使い

ができ、お子さんの成長記録や思い出を家族で共有

方など、分からないことがありまし

することもできます。

たら、お気軽に保健センターへお問
い合せください。

※今年度より、乳児健診のお知らせはハガキ等で通
保健センター ☎45-2613

知していません。健診の前の月などに健診のお知
らせがアプリから通知されますので、ぜひダウン
ロードください。

村
風 しんの抗体検査を受けましょう
〜昭和37年度から昭和54年度生まれの男性へ〜
平成30年７月以降の風しんの流行を受け、国の対

無料クーポン券を無くされた方は、再発行いたし

策として風しんの抗体価保有率が低い昭和37年４月

ますので、保健センター（☎45-2613）までご連絡

２日から昭和54年４月１日生まれの男性は、令和元

ください。

〜３年度までの３年間、風しん抗体検査及び予防接

☆無料クーポン券をお持ちの方は、抗体検査を10月

種を公費で受けることができるようになっています。

の総合検診で受けることもできます。無料で抗体

対象となる方には、無料クーポン券を送付してお

検査を受けることができるのは今年度までですの

りますので、お早めに抗体検査を受けてくださいま

で、抗体検査がまだの方は、ぜひお申し込みくだ

すようご協力お願いいたします。

さい。

○
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村
令 和３年度季節性インフルエンザ予防接種（ワクチン接種）について
10月１日からインフルエンザワクチンの接種が開
始されています。
流行する前にワクチンを接種しましょう。
インフルエンザ予防接種を希望される方の費用負
担を軽減するために、右の表のように助成します。
○医療機関によって接種料金が異なりますので、
接種前に確認して下さい。補助額を上回る場合
は自己負担となります。
なお、村診療所の接種料金は2,500円です。
○新型コロナワクチン接種の前後２週間は他のワ
クチンを接種できません。

対

象

補助額

生後6ヵ月〜中学3年生

１回につき 2,500円
（13歳未満は２回接種）

65歳以上の方

１回 1,500円

はがきでの個別通知は行いませんので、各自医
療機関に予約のうえ接種してください
障がいのある方

全額
（13歳未満は２回接種）

高校生〜64歳の方で村診
療所で接種する方
１回 1,500円
※診療所で接種する場合 （自己負担:1,000円）
のみ助成
高校生・妊婦の方で
１回 1,500円（上限）
診療所以外で接種する方

保健センター ☎45-2613

◎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。
10月６日･13日･27日(全て水曜)
13:30〜15:00
ふれあい健康館
おおむね65歳以上
※申込みは不要です。

◎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。
10月７日・11月４日(全て木曜)
10:00〜
ふれあい健康館
500円（昼食代）
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。
10月７・21日・11月４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。
10月21日(木)
9:30〜11:30
ふれあい健康館
※変更または中止となる場合があります。

◎血圧測定・健康相談
10月６日(水)
9:40〜
ふれあい健康館
おおむね65歳以上

○
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令和３年10月号

村
令 和３年秋の農作業安全運動の推進について
秋の農繁期を迎えておりますが、例年この時期は、 「秋の農作業安全運動月間」と定め、秋の農作業に
農作業に係る事故が多く発生し、秋田県における過

係る事故の未然防止と安全対策の徹底に向け、安全

去10年の農作業死亡事故は 50件で、その内約２割

運動を展開しております。

にあたる10件が９月から10月にかけて発生してい
ます。

農作業時には「安全確認を徹底」し、事故のない
ようにご注意ください。

このため、県では９月10日から10月20日までを

村
野 菜等生産振興対策事業について
村では、育苗団地、園芸団地等の村内農業生産基

種苗の購入伝票、生産した野菜等の

盤のフル活用を推進し、水稲と高収益作物との複合

販売伝票

経営の確立による農業所得の向上を図り、時代の変

必要書類はすべてコピーとし、品目

化に対応しうる農業経営体を育成することを目的に、

等内容がわかるよう整理して提出し

各補助事業を実施しておりますので、該当される方

てください。

はご活用ください。
２．加温用燃料費助成

１．種苗費助成

当該年度に販売する作物栽培のため

当該年度に販売する作物栽培のため

に購入した加温用燃料代

に購入した種苗費

野菜・花き類を生産し販売する農家

野菜・花き等を生産し販売する農家

村内に属する育苗団地、園芸団地、

村内に属する育苗団地、園芸団地、

水田のハウス

水田

１／４以内（上限20万円）

南瓜・玉ねぎ・メロン・ニンニクに

12月〜翌３月までの燃料購入伝票、

ついては種苗費の１／２以内

生産した野菜等の販売伝票

その他野菜等については種苗費の１
／３以内
１経営体あたりの補助金上限額は

30万円です。

事業の詳細やご不明な点などがありましたら、産
業振興課までご連絡ください。
産業振興課 ☎45-3653

村
栗 ・銀杏の実取りについて
大潟村栗園・イチョウ並木で栗・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

栗園：大潟村字北２−１４

しく行えるようにしましょう。

イチョウ並木：男鹿琴丘線道路両脇

・収穫には、役場産業振興課が発行する『実取り許

大潟村民及び大潟村内事業所にお勤めの方

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。
○
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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
産業振興課 ☎45-3653

令和３年10月号

大潟村情報発信者コラム

東海林太郎ブロンズ像完成に因んで思うこと
〜大潟村の文化的雰囲気について〜
彫刻家 鎌 田 俊 夫
この像の木彫原型については、既に広報おおが
た令和２年８月号で紹介したとおり、その後鋳造
工場に運ばれ、原型そっくりのブロンズ像に生ま
れかわりました。この時、彼のシンボルともいえ
るメガネもかけられました。
除幕式は去る３月 27 日に行われ、秋田市長を
はじめ関係者多数が参列しています。その中には、
つい最近（８月30日）亡くなられたボニージャッ
クスの中心メンバー西脇久夫さんも遠路かけつけ
られました。
旧県立美術館、現在の秋田市文化創造館の敷地
内に千秋公園を背景に広小路方面を望む位置に、
直立不動の姿勢で立っています。大潟村発の文化
の果実が県都の中心部に立つことの意義は、村の
みならず、県、国、もしかしたら世界にとっても、
小さくないと自負しています。因みに、facebook
に投稿したところ、いくつかの外国からもお祝い
のメッセージが寄せられました。
秋田が生んだ偉大な国民的歌手東海林太郎・・・
一般的な出世コースを捨て、自由と個性に生きる
道を選んだ、その生き方に感動し制作を決意した
私でしたが、この仕事をやり遂げて改めて思う
ことがあります。東海林太郎の存在さえ知らない
若い人たちが多くいることです。私はこういう人
たちにこそ見て欲しいです。これを見て、「これ
誰？」「何をした人？」「どんな生き方？」と疑
問を持ち「もっと知ろう」というキッカケになる
ことを願います。それはきっと自らの生き方を考
える契機になるからです。

この仕事を終えてもう一つ思うことは、この村
の文化的雰囲気についてです。私のような"変わり
者"にとってこの村は、とりわけアトリエのある東
3-4は天国のようなところです。
「大地の家族」も「東海林太郎」も、そしてあ
の「大鵬」もここで創りました。エンジン・ソー
の轟音も薪ストーブの木くずの煙も気にせず、思
う存分制作できるからです。
このアトリエを思う存分利用している " 変人 " が
もう一人います。妻の久美子です。週２回、ここ
は「鎌田久美子バレエスタジオ大潟教室」になり
ます。人口3,000人の小さな村に古典バレエの教室
があり、村の子どもたちがレッスンに通っていま
す。週２回では足りないので、彼女の本拠地土崎
のスタジオにも通っています。これは私がいうの
もなんですが、すごいことです。
人数（生徒数）不足が課題のようですが、その
分一人ひとりをしっかり教えられるようです。練
習の成果は昨年の芸文祭でお見せしていますが、
既に相当なレベルに達している「若いバレリー
ナ」もいます。
彼女の夢は優れたバレリーナを世に送り出すこ
と、それに、（人数が揃えば！） " 白鳥の湖 " のよ
うな本格的舞台を全幕で実現させることです。大
潟村の素晴らしい文化的環境と雰囲気があれば不
可能ではないと思います。
夫婦そろってお世話になります。今後ともご支
援ください。

東海林太郎ブロンズ像の序幕式

クラシックバレエ教室の生徒
○
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令和３年10月号

農林水産省からのお知らせ

「みどりの食料システム戦略」に い
我が国の食料
料・農
農林水産業は
林水産業は、
は、
、大規模自然災害
大規模自然
然災害
然災
害・地
地球温暖化
球温暖化
化、
、生産者の減少等の生
生産者の
の減
減少等の生
減少
我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生
産基盤の脆弱化
化・地域コミュニティの衰退
・
ティの衰退、新
新型コロナを契機とした生産
型コロナ
ナを契機とした生産・消費の変
・消費の変
産基盤の脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とした生産・消費の変
化などの政策課題に直面しており
に直面しており
り、
、将
将来にわたって食料の安定供給を図るためには
来にわたって食料の安定供給を図るためには、
化などの政策課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、
災害や温暖化に強く
く、
、生
生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進し
産
災害や温暖化に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進し
ていく必要があります
ていく必要があ
あります。
ていく必要があります。
このような中
この
のような中、
中、
、健
健康な食生活や持続的な生産
康な食生活や持続的な生産
産 ・消
消費の活発化や
費の活発化や
やES
ESG
SG投
G投資市場の拡大に
投資市場の拡
拡 大に
拡大
このような中、健康な食生活や持続的な生産・消費の活発化やESG投資市場の拡大に
加え
加
え、
え
、諸
諸外国でも環境や健康に関する戦略を策定するなどの動きが見られます
外 国 で も 環境 や 健 康 に 関 す る 戦略 を 策 定 す る な ど の動 き が 見 ら れ ま す。今
今後
後、
後
、
加え、諸外国でも環境や健康に関する戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、
このような
うな
なSDGs
SDGGsや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中
sや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我
我が
が
このようなSDGsや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が
国の食料
料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し
・
もこれら
し、持続可能な食料システムを
国の食料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを
構築することが急務となっています
構築する
ることが急務となっています。
構築することが急務となっています。
このため
め、
、農林水産省では
は、
、令和３年５月に食料
和３年５月に食料
料 ・農
農林水産業の生産力向上と持続性
林水産業
業の
の生産
産力向上と持
持続性
このため、農林水産省では、令和３年５月に食料・農林水産業の生産力向上と持続性
の両立をイノベーションで実現する
る「みどりの食料システム戦略
「
略」を策定しました
た。
の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。

みどりの食料システム戦略（
現

と

温

化、大規

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を 定し、
長期的な
から、調達、生産、加工流通、消費の
の取組と
ー ン ー ラル等の環境
減のイ
ーシ ンを推進

の

生産者の減 ・高
地 コミュニティの

化、

自然

害

2050年までに目指す

コロナを 機とした プライ
チ ーン
、 食拡大
SDGsや環境への対応 化
国際ルール ー ングへの参
Farm to Fork戦略 (20.5)
2030年までに化学農薬の
使用及 リスクを50%減、
有機農業を25%に拡大
農業イ ーシ ン ェン
(20.2)
2050年までに農業生産量
40％ 加と環境 ットプリン
ト半減

的な取組

生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
の拡大

手

期 される
の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大

・生産者・消費者が連携した健康的な
・地 資源を活かした地 経 循環
・多様な人 が 生する地

ンスーン地域の持続的な食料システムの デルとし

○
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2020

2030

2040

2050

）

のグリーン化︓2030年までに施 の
対 を持続可能な食料・農林水産業を行う者に
。
2040年までに技術開発の
を まえつつ、
事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。
拡 、環境負荷軽減 ニューの 実と ットでクロスコンプライ ンス要 を 実。
※ 新的技術・生産体系の
実装や、持続可能な取組を
しする
から、 の
において 要な規制を見直し。
地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて 要な規制を見直し。

・国産品の評価向上による輸出拡大

詳しくは
こちら

向

2040年までに 新的な技術・生産体系を 次開発（技術開発目 ）
2050年までに 新的な技術・生産体系の開発を まえ、
、
手 のグリーン化 を推進し、 の
実装を実現（
実装目
※

持続的な産業基盤の構築

・・新技術を活かした多様な働き 、生産者のす

目指す姿と取組方向

 農林水産業のCO2 ロエ シ ン化の実現
 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及
ロエ シ ン
持続的発
に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬
等の開発により化 農 の 用量（リスク換 ）を50
減
革新的技術・生産体系の
 輸入原料や化
料を原料とした化
料の 用量を30
減
速やかな社会実装
 耕地面積に占める 機農業の取組
の 合を25 (100 ha)に拡大
革新的技術・生産体系
 2030年までに食品 造業の労働生産性を最 ３ 向上
を順次開発
 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した
開発されつつある
輸入原材料調達の実現を目指す
技術の社会実装
 エリー
リー等を林業用苗木の9
上に拡大

ン
ギ、クロ グロ等の養 に い 人工種
100%を実現

農林水産業や地域の 来
えた持続可能な
食料システムの構築が

・輸入から国

）

し、

環境

来に たり安 し
暮ら る地球環境の

型食生活 ・環境と調 した食料・農林水産業
・化石燃料からの
によるカーボンニュートラルへの
・化学農薬・化学肥料の 制によるコスト低減

ルール ー ングに

（

連食料システムサ

検索
みどりの食料システム戦略
h�ps://www.maﬀ.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

（2021年9 ）など）

令和３年10月号

みどりの食料システム戦略（具体的な取組）

調達

１.資材・エネルギー調達における脱輸入・
脱炭素化・環境負荷軽減の推進

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達
（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組
（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

～期待される取組・技術～

（１）高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
（２）機械の電化・水素化等、資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵
（５）労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大
（６）水産資源の適切な管理

～期待される取組・技術～

 地産地消型エネルギーシステムの構築
 改質リグニン等を活用した高機能材料の開発
 食品残渣・汚泥等からの肥料成分の回収・活用
 新たなタンパク資源（昆虫等）の利活用拡大 等

消費

・持続可能な農山漁村の創造
・サプライチェーン全体を貫く基盤技術の
確立と連携（人材育成、未来技術投資）
・森林・木材のフル活用によるCO2吸収と
固定の最大化

4.環境にやさしい持続可能な
消費の拡大や食育の推進

 スマート技術によるピンポイント農薬散布、次世代総合的
病害虫管理、土壌・生育データに基づく施肥管理
 農林業機械・漁船の電化等、脱プラ生産資材の開発
 バイオ炭の農地投入技術
 エリートツリー等の開発・普及、人工林資源の循環利用の確立
 海藻類によるCO₂固定化（ブルーカーボン）の推進 等

 雇用の増大
 地域所得の向上
 豊かな食生活の実現

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大
（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進
（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進
（５）持続可能な水産物の消費拡大

3.ムリ・ムダのない持続可能な
加工・流通システムの確立

加工・流通

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への切替えや
環境活動の促進
（２）データ・AIの活用等による加工・流通の合理化・適正化
（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発
（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

～期待される取組・技術～

 外見重視の見直し等、持続性を重視した消費の拡大
 国産品に対する評価向上を通じた輸出拡大
 健康寿命の延伸に向けた食品開発・食生活の推進

生産

２.イノベーション等による持続的生産体制の構築

～期待される取組・技術～

 電子タグ（RFID）等の技術を活用した商品・物流情報のデータ連携

等

 需給予測システム、マッチングによる食品ロス削減

等

 非接触で人手不足にも対応した自動配送陳列

「みどりの食料システム戦略」が2050年までに目指す姿と取組方向
温室効果ガス
農林業機械・漁船

・2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を目指す。
・2040年までに、農林業機械・漁船の電化・水素化等に関する技術の確立を目指す。

園芸施設

・2050年までに化石燃料を使用しない施設への完全移行を目指す。

再生可能
エネルギー

・2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁業の健全な発展に資する形で、我が国の再生可能エネルギーの導
入拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入を目指す。

化学農薬

・2040年までに、ネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等を開発する。
・2050年までに、化学農薬使用量（リスク換算）の50％低減を目指す。

化学肥料

・2050年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30％低減を目指す。

有機農業

・2040年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができるよう、次世代有機農業に関する技術を確立する。
・2050年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業※の取組面積の割合を25％（100万
ha）に拡大することを目指す。（※国際的に行われている有機農業）

食品ロス

・2030年度までに、事業系食品ロスを2000年度比で半減させることを目指す。さらに、2050年までに、AIによる需要予
測や新たな包装資材の開発等の技術の進展により、事業系食品ロスの最小化を図る。

食品産業

・2030年までに食品製造業の自動化等を進め、労働生産性が３割以上向上することを目指す（2018年基準）。さら
に、2050年までにAI活用による多種多様な原材料や製品に対応した完全無人食品製造ラインの実現等により、多様な
食文化を持つ我が国食品製造業の更なる労働生産性向上を図る。
・2030年までに流通の合理化を進め、飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を10％に縮減することを目
指す。さらに、2050年までにAI、ロボティクスなどの新たな技術を活用して流通のあらゆる現場において省人化・自動化を進
め、更なる縮減を目指す。

持続可能な
輸入調達

・2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指す。

森林・林業

・エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用について、2030年までに林業用苗木の3割、2050年までに9割以上を目指
すことに加え、2040年までに高層木造の技術の確立を目指すとともに、木材による炭素貯蔵の最大化を図る。

漁業・養殖業

・2030年までに漁獲量を2010年と同程度（444万トン）まで回復させることを目指す。
（参考︓2018年漁獲量331万トン）
・2050年までに二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100％を実現することに加え、養魚飼料の全量を
配合飼料給餌に転換し、天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖生産体制を目指す。
○
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村
最 低賃金が822円に引き上げられました
令和３年10月１日から最低賃金が 30円引き上げ
られ、時間額「822円」となりました。
農作業の受委託をする際には、最低賃金を下回ら
ないようにしましょう。

※「令和３年度大潟村農作業標準作業料金」では、
水田作業の料金が１日（８時間）6,500円となって
いますが、この料金では最低賃金を下回ってしまい
ますので、ご注意ください。

新 しい本、入りました
1 ケチじょうずは捨てじょうず

小笠原 洋子

6 リボルバー

2 「ことば」に殺される前に

高橋 源一郎

7 そうたいせいりろん for babies クリス・フェリー

3 神よ憐れみたまえ

小池 真理子

4 スマホ脳

8 特別報道写真集
東京オリンピック2020
アンデシュ・ハ
9 花岡の心を受け継ぐ
ンセン

5 じい散歩

藤野 千夜

原田 マハ

秋田魁新報社
池田 香代子

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

公民館講座・教室

○

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎寒天料理教室

◎男の料理教室

今年２回目、毎回大好評の寒天料理教室です♪
11月２日(火) 10:00〜13:00
①卵の２層寒天（錦寒天）
②しいたけの寒天
12名
照井 律 氏（美郷町）
村民センター
700円（材料費）
※参加費は当日お持ちください。
エプロン、三角巾、マスク、タッパー
（お料理が余った場合の持ち帰り用）
10月11日(月) 9:30〜受付開始
※申込開始前の受付は致しかねますのでご了承
ください。

簡単手軽！だけど、本格的なイタリアンを楽
しみましょう♪ご家庭に帰ってもすぐ活用でき
るレシピです。
11月10日(水) 10:00〜13:00
①ローストポーク サルサ・ポモドーロ
②カルボナーラ
③フレンチトーストとリンゴのキャラ
メルソース
男性10名程度
ペコリーナ秋田 吉田 岳青 氏（秋田市）
公民館
800円（材料費）
※参加費は当日お持ちください。
エプロン、三角巾、マスク、タッパー
（お料理が余った場合の持ち帰り用）
11月2日(火)
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村
大 潟村ボートセンタートレーニングルームの村民利用について
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についてのお知ら
せです。
：利用者講習を受講し利用登録を行った者
：公民館生涯学習班（☎45-2611）
：令和３年12月初旬・火曜日〜金曜日・午前10時〜午後４時
：無料
：複数人
：中学生以上（高校生以下は保護者が同伴すること）
：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
：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３回利用者講習 10月22日(金) 10時〜 ２時間程度
○第４回利用者講習 10月29日(金) 10時〜 ２時間程度
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。
公民館 ☎45-2611
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「利用申請書」の提出
が必要です。

村
Ｂ ＆Ｇプールの忘れ物のお知らせ
ゴーグル・水筒・海水パンツ・キャップの忘れ物があります。お心当たりのある方は体育館までお越し
ください。掲載後一ヶ月は保管しますが、期間経過後は処分いたしますのでご了承ください。
村民体育館 ☎45-2269

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〜

◎紅葉ウォーキング 太平湖・小又峡・三階滝

10月26日(火) 午前7:00出発
村民体育館 集合
北秋田市 太平湖・小又峡
10月15日(金)
雨具、昼食
大潟村山友会

◎インターバル速歩教室
歩いてのばそう健康寿命!!
10月１日・６日・８日・13日・15日
20日・22日・27日・29日
9:00〜10:00
村民体育館
室内用シューズ、飲み物

◎スポーレおおがた グラウンドゴルフ交流大会結果
令和３年９月２日(木)
多目的運動広場
34名

優勝：三浦重夫

２位：工藤兼雄

３位：佐藤栄一

優勝：三浦サチ

２位：佐藤シヅヱ ３位：高松千津子

○
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笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター♪

子育て支援センターでは、子どもはもちろん、大
人も楽しいと感じるような、明るく開放された遊び
の場を充実させています。その中で、うれしい経験、
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
談やイベント情報の提供もおこなっています。
子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな

《日時》10月29日(金) 10:00〜
《場所》子育て支援センター
子育て支援センター内にハロウィンでお馴染
みのカボチャ【ジャック・オー・ランタン】

がりを広げてみませんか？

が隠れています。いくつ見つけられるかな？
全部見つけてお菓子
をもらってね♪
☆ Trick or Treat ☆
の合い言葉を忘れず
に！仮装での参加も
お待ちしております。
☆10月７日(木)に予定していた「かんたくんと
なかよし」は新型コロナウイルス感染症流行
のため中止になりましたのでご了承ください。

子育て支援センター（こども園内）
☎45-2345

親子ふれあい運動会
｢ありさんのおつかい♪｣

大潟こども園

☆﹁キタシマムラ﹂３歳児

お休み中にいろんな場所にいったことを一生懸
命教えてくれる子どもたち︒

先生﹁Ａ子ちゃんはお休みどこかにいったの？﹂
Ａ子﹁わたしはね〜キタシマムラにいったよ♪﹂
先生﹁？？？﹂

さて︑こども園恒例︑先生たちのクイズがスタ
ートです︒年齢が低ければ低いほど︑言葉で説明
することが難しく︑先生たちにとっては難問です︒
今回は３歳児！正解できればＩＱ１５０☆

先生﹁それって︑オオガタムラの間違いじゃない
ですか？﹂
Ａ子﹁ちがうよ︒キタシマムラだよ︒
﹂
先生﹁あ︑それは洋服をたくさん買えるところで
すか？︵しまむらかな？︶
﹂
Ａ子﹁いや︑ちがうよ︒キタシマムラ︒あそぶと
ころがあるの︒
﹂
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答えはいくら考えても導きだせず・・・答え合
わせはお迎えの時間︑パパに聞いてみました︒

正解は・・・
﹁横手ふるさと村﹂
う〜ん︒
﹁子どもの話クイズ﹂は実に難しい︒

○
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テクニカルオペレーション科
令和３年12月２日(木)
〜令和４年５月30日(月)（６ヶ月間）
9:30〜15:40
ポリテクセンター秋田（潟上市）
令和３年９月30日(木)〜10月27日(水)
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）

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。
10月６日・13日・20日・27日
(毎週水曜日)
9:00〜15:00
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

簡単な自己紹介や挨拶が学べる手話教室を開
催します。この機会に簡単な手話に触れてみま
せんか？
県内在住の手話初心者で中学生以上の方
令和３年12月５日(日)
午後１時30分〜３時30分
八郎潟町えきまえ交流館はちパル
「交流ホール」
（八郎潟町字中田67番地4）
先着15名
無料
秋田地域振興局福祉環境部
☎018-855-5171

10 月１日から、 30 円引き上げられ「時間額
822円」となります。最低賃金は、臨時、パート、
アルバイト等、県内のすべての労働者に適用さ
れ、労使合意の上であったとしても、最低賃金
額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法
違反となります。
詳しくは秋田労働局賃金室または最寄りの労
働基準監督署までご紹介下さい。
秋田労働局賃金室
☎018-883-4266

受講者も講師も全員女性！すぐ使える実務的
なノウハウが学べます
秋田テルサ「第１会議室」
秋田市御所野地蔵田3-1-1
第１回 令和３年10月16日(土)
起業の流れと成功のヒント
第２回 令和３年10月23日(土)
商品･サービスの効果的な伝え方
第３回 令和３年10月30日(土)
起業時におけるＷＥＢ･ネットショッ
プを活用した販路開拓の手法女性な
らではの感性を活かしたＳＮＳ･チラ
シの活用法
第４回 令和３年11月６日(土)
個人事業主と法人の違い
企業組合制度の紹介
起業事例紹介＆交流発表会
10時30分〜16時
名
30
無料
秋田県中小企業団体中央会
☎018-863-8701
FAX018-865-1009又はホームページから

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。
国土交通省 秋田河川国道事務所
☎018-864-2289
○
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不正軽油とは、軽油に灯油や重油を混ぜるな
どして不正に製造されたものをいい、その製造

令和２年４月１日から原則屋内禁煙が義務化
されています。

や使用は軽油引取税の脱税や環境汚染にもつな

飲食店等を営む中小企業事業主が、健康増進

がる非常に悪質な行為です。県では、10月を不

法で定める既存特定飲食提供施設に「喫煙専用

正軽油一掃強化月間とし、事業所などへの立ち

室、指定たばこ専用喫煙室を設置・改修」する

入りや、自動車燃料の抜き取りなどによる不正

場合に、100万円（飲食店を営んでいる場合は費

軽油の調査を強化しています。職員が調査に伺

用の３分の２、それ以外は２分の１）を上限と

った際は、ご協力をお願いします。

して助成する制度がございますので、ご活用く

秋田県税務課 ☎018-860-1124

ださい。
秋田労働局健康安全課
☎018-862-6683

入札結果について
（予定価格130万円以上）

令和３年８月末までの入札結果は以下のとおりです。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。

I C T 教 育 推 進 事 業 指名競争 ８月12日
（ICT機器類賃貸借）

○
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233,640円
（月額）

95.76

富士フイルムBI秋田（株）

令和３年10月号

10月の行事予定
日付

行事名等

場所等

３日
新米即売会
（日）

サンルーラル
大潟 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

11日
秋季休業
（月）

園（１号）
小中

12日
後期始業式
（火）

園小中

20日
総合検診（〜27日）
（水）

村民センター

30日
小学校学習発表会
（土）

小学校

11月上旬の行事予定
日付

行事名等

場所等

１日
開校記念日
（月）

小中

２日
農業委員会定例総会（13:30〜）
（火）

役場

こちらも
チェック
してね。

項目
世帯数
人口
男
女

人数(人） (増減）
1,156 (−１）
3,098 (−４）
1,547 (−５）
1,551 (＋１）

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人）

3
4
1
4

施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
592人 村民センター
2,180人
村民体育館
人
ふれあい健康館
817
1,201人
干拓博物館
998人 ごみ処理量
66ｔ
多目的運動広場
1,560人 水道使用量
42,308㎥
多目的グラウンド
307人 下水排水量
46,241㎥
子育て支援センター
112人

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

1,395
576
988
1,542
1,406
814
791
535
653
8,700

151
48
39
224
310
144
35
190
135
1,276

1,346
552
969
1,446
1,227
736
763
431
574
8,044

102
24
20
128
131
66
7
86
56
620

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）
広報おおがた９月号のソフトボール大会の
結果（ P ５）について、優秀選手「伊藤真さ
ん（北2-4）」が掲載されておりませんでした。
お詫びして訂正いたします。

10月19日(火) 10:00〜12:00
役場第４会議室

男鹿半島・大潟ジオパーク活動中!!
ジオパークは修学旅行や校外学習の受け入れ、
観光・環境保全・防災減災に至るまで大潟エ
リアでも活動中！
活動ブログは→→

○
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大中祭

夢現

〜夢見た大中の夏〜

９月４日(土)に大潟中学校にて大中祭が行われました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客での開催となりましたが、全員
が全力で盛り上げ、最高の大中祭となりました。

３年生合唱
「RAIN」

盛大に開祭式
ヒロイン育成計画者

１年生合唱
「僕の心をつくってよ」

２年生合唱
「正解」

百姓踊り

エトワール
吹奏楽

３年生はこれで引退になります

大統領になったらやばいやつら

夏マスク
カレー

ALMADILLO

排球部

最優秀演技チーム

くるくるペンソーズ

○
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ANOSA

３年生は最後の大中祭を
立派にやりとげました

勘の良い錬金術師

