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ワクワクドキドキ、今日から小学生！
４月７日
４月７
日
（木）
（木）
、夢と希望に満ちあふれた潟っ
子21名が、たくさんの方々に温かく迎えられて
小学生の第一歩を踏み出しました。
入学、おめでとうございます！（関連P2）

No.

602
令和４年

５月号

入学おめでとう！
大潟小学校

入学式

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、今年度の入学

４月７日

４月７日(木)、大潟小学校の入学式が行われま
した。

新入生21名
いち は

後、児童代表の佐藤苺杷さん（東3-３）から、勉
強や遊び、運動会や学習発表会などの楽しいこと

新入生は、在校生が見守る中、しっかりとした

の紹介とともに「わからないことは何でも上級生

足取りで入場し、先生に名前を呼ばれると元気良

に聞いてみてください」と歓迎の言葉がありまし

く返事をしていました。

た。新入生たちは、少し緊張している様子でした

三浦校長先生から「仲良くする」「あいさつを
する」「ちょっと失敗しても泣かない、人の失敗
を笑わない」ことを守りましょうとお話があった

が、呼びかけに対して元気に返事をするなど立派
な姿勢で式に臨んでいました。
ご入学、おめでとうございます。

名前を呼ばれると、大きな声で返事をしていました

大潟中学校

入学式

児童代表の佐藤苺杷さん

４月７日

４月７日(木）、大潟中学校の入学式が行われま

新入生23名

可能性を広げてください」という激励の言葉に続
き、新入生代表の土田望さん（北1-1）より「周り

した。
式では安田校長先生から「自分に限界を置か
ず、失敗を恐れないで様々なことに挑戦してくだ

への感謝の気持ちを忘れず、常に新しいことに挑
戦する」と誓いの言葉が述べられました。

さい」との言葉があり、新入生は真剣な眼差しで

式典の最中は、新入生全員が引き締まった表情

話を聞いていました。その後、在校生代表の川﨑

で、中学生としての自覚と新生活への決意が感じ

匠真さん（西1-1）による「中学校の３年間はあっ

られました。

という間です。限りある時間を大切にし、自分の

新入生代表 土田望さんの誓いの言葉
○

2

ご入学、おめでとうございます。

式典後、教室でほっと一息

式並びに入園式は、時間と人数を縮小して行われました。

大潟こども園 入園・進級式 ４月８日 新入・進級園児20名
４月８日(金)、こども園の入園・進級式が行われ、年少クラスに18名、年中・年長クラスにそれぞれ１
名が入りました。
式の中で、小澤園長からは「みなさん、入園・進級おめでとうございます。お兄さんお姉さんがいろい
ろなことを教えてくれます。仲よく遊びましょう。」とあいさつがありました。
また、お祝いのセレモニーでは年長さんによる楽器演奏が披露され、新入園児はお兄さんお姉さんの立
派な姿に目を輝かせていました。

いつもと違う雰囲気に少しそわそわ・・

未満児の入園のつどい

春の交通安全運動が実施されました
「春の全国交通安全運動」に合わせ、村でも４
月６日(水)から 12 日(火)まで、春の交通安全運

にも、急いでいる時や忙しい時でも、交通ルール
やマナーを守って運転しましょう。

動が実施されました。期間中は学校周辺の交差点
での街頭指導や、青パトでの巡回を実施するなど、
交通安全の普及啓発に努めました。
村では、昨年、飲酒運転追放等競争第１位を達
成しました。しかし、昨年から２年連続で交通死
亡事故が発生しています。車の運転をする際には
歩行者ファーストの意識を高め、常に安全運転を
心がけましょう。子どもたちを事故から守るため

春の火災予防運動が実施されました
４月３日(日)〜９日(土)までの１週間、春の火
災予防運動が実施されました。
期間中は消防団による巡回、啓発活動、サイレ
ンの吹鳴などが行われました。
運動初日の３日には、朝６時30分のサイレンに
合わせ、消防団の駆けつけ訓練が行われ、松橋稔
団長の訓示の後、消防設備の点検を行いました。
空気が乾燥し、火災の起こりやすい季節です。
火の取扱いには、充分ご注意ください。
◎大潟村消防団では、現在、団員を募集しています。興味のある方は生活環境課までご連絡ください。

☎45-2115

○
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令和４年５月号

自治会長連絡協議会総会

会長に村上英樹さん（東2-6自治会）を選出
４月12日(火)、役場会議室において令和４年度自治会長連絡協議会が開催され
ました。
はじめに、本年度の協議会の役員の選出が行われ、会長に東2-6自治会長の村上
英樹さん、副会長に西2-3自治会長の三留達也さんが選出されました。
その後、令和３年度の事業報告・決算、令和４年度の事業計画案・予算案等が審
自治会長連絡協議会長
村上英樹さん(東
2-6自治会)
続いて役場各課から、空き家の情報提供、子ども110番の家、民生児童委員と人

議され、いずれも原案通り承認されました。

権擁護委員の募集、地域活力回復事業、チャレンジデー等の事業について説明があり、質疑が行われまし
た。
なお、各自治会の担当役場職員が変更になっており、下表のとおりです。１年間、役場職員も積極的に
各自治会に出向き、村民の皆様と行政との橋渡しとなるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。

自治会長及び自治会担当役場職員名簿
住区

自治会長名

自治会担当役場職員

住区

自治会長名

自治会担当役場職員

まさと

西1-1

西1-2

鎌田 秀幸

古後 優貴

宮田 雅人、荒関 智彦、

東2-3

白石 梨絵
よしたか

東2-4

宮田 文美、白石 芳高

渡辺

谷

寿

博太

石川
北嶋

たけし

ゆ き

猛、髙森 友希
り

さ

学、宮崎 莉沙、

三浦 拓也
さちき

西1-4
西2-1
中央１

小室

よしたつ

ともみ

晃

渡辺 祥達、今野 智美

真坂 和博

近藤 比成、相原 千里

ともなり

東2-5

佐伯 賢治

東2-6

村上 英樹

工藤 修功、近藤 幸希、
たけあき

三浦 豪祥
と さ ば や し がく

遠藤 有子、土佐林 学
こうこ

西2-2

西2-3

船越 俊暢

三留 達也

菅原 美子、菅原

お が た や

東3-1

聡

ゆきひろ

東3-2

小形谷 範子、宮田 征大

佐々木 洋悦

瀧澤 浩平

ゆうすけ

澤井 公子、畠山 友伴、
ま

ゆ

こ

齋藤 真優子
伊東

ゆたか

まさや

寛、髙橋 真也、

佐々木 香代子
たつなり

し

や

あ

き

こ

西2-4

日諸 英升

庄司 都志哉、宍戸 朱希子

西3-1

小日山 正

近藤 綾子、小野 舜

西3-2

田村

西3-4

土屋 拓幸

東2-1
東2-12
○
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佐藤

健

豊

しゅん

進藤 三枝、薄田
太田

のりゆき

穣、

のぞみ

望

小野 朋也、佐藤 洋平、
田中 友美

馬場 晶寛

東3-4

鎌田 俊夫

ゆたか

翼

薄井 伯征、木阪

東3-3

北1

畠山

修

北2-4

中本

博

中央3
中央2､4

池田 龍成、庄司 真紀子、
松橋 耕平
み

き

米谷 朋浩、竹田 美輝
小林

とおる

豊、平ノ内 亮、
さとこ

岡田 智子、角田 伸代
進藤 智哉、佐藤 真悟、
佐藤 純子
ともみ

丹野 圭功

石川 歳男、小貫 智美、
なおたか

中村 尚敬

令和４年５月号

大潟村健康づくり推進委員会から

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

農作業に伴う肩こりや腰、膝の痛み
長時間の作業で固まった筋肉や関節をほぐす
ために、農作業の合間や夜などストレッチを行

紫外線による白内障
白内障の約 20 ％は紫外線が
原因だと報告されています。

いましょう。健康な生

※白内障：眼球の水晶体が濁っ

活を送るためには、農

て、視力が低下し、最悪の場

作業の疲れをその日の

合、失明してしまう眼の病気

うちに軽減することが

です。

大切です。

UVカットのサングラスや眼鏡をかけて、眼
の中に紫外線が入らないように予防しましょう。

農業機械の騒音による聴力の低下

熱中症

農業機械の騒音は、操縦者だけでなく、直接

暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、農

農業機械を操作しなくても、その傍で作業に従

作業中の熱中症が多くなります。熱中症を正し

事している場合でも聴力低下が認められていま

く理解し､ 予防に努めましょう。

す。
特に、背負式動力散粉機は騒音レベル 101dB
（電車が通るときのガード下と同等）と非常に
大きくなっています。
（※ 100dB 以 上 は、 聴
覚機能に異常をきた
す騒音レベル）
作業中は耳栓等をつ
けて騒音を防ぎましょ
う。

＜熱中症予防＞
○暑さをしのぐ服装
（帽子の着用、通気性の
良い衣類の着用）
○こまめな休憩、水分補
給
○気温の高い時間は作業
をしない
○ハウスや小屋等の換気

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

○
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大潟村役場 職員紹介

令和４年度

今月と来月の２回にわたり、所属ごとに令和４年度の大潟村職員と業務内容を紹介いた
します。今月は村長部局・議会事務局・農業委員会事務局です。

村長

髙橋

総 務企画課 ☎45-2111

副村長

浩人

工藤

《総務広報班》
議会、条例、規則、
人事、給与、行財政
改革、情報公開、選
挙、広報、公聴、統
計など

課長（書記長）

薄井

西3-4担当

敏行

伯征

情報・選挙担当
主査

総務・人事・給与担当
主査

北2-4担当

東2-6担当

進藤

智哉

遠藤

有子

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

財政担当
主任

相原

千里

西2-1担当

企画担当
主査

小形谷

範子

西2-3担当

【新規採用】企画担当
企画担当
主事

中村

財政担当
主査

庄司

都志哉

西2-4担当

これまでの勤務経
験を大潟村のため
に役立てたいです。
県外からの採用で
至らないところも
あるかと思います
が、最善を尽くす
所存です。

尚敬

広報・統計担当
主任

菅原

会計年度任用職員
事務補助

戸嶋

中央3担当

聡

西2-2担当

美香

《結婚支援センター》

地域おこし協力隊

明平

冬美
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大渕

克子

会計年度任用職員
特定事項担当

児玉

俊明

《派遣》

地域おこし協力隊

磯部

春香

会計年度任用職員
事務補助

佐野

○

会計年度任用職員
事務補助

麻寿美

地域おこし協力隊

山畠

彩花

秋田県後期高齢者医療広域連合
課長補佐

後藤

克司

税 務会計課 ☎45-2113

《会計管財班》

現金・基金・有価証
券の出納保管、支払、
公共財産管理・庁舎
管理、工事の検査な
ど

課長（兼）会計管理者
（兼）出納員
（兼）主席検査員

伊東

寛

東3-2担当

管財担当・主査

会計担当・主事

東2-5担当

東2-4担当

工藤

修功

宮崎

莉沙

《税務班》

住民税（個人・法人）
、固
定資産税、家屋調査、国
民健康保険税、軽自動車
税、その他税など
固定資産税担当
主査

国保税・軽自動車税担当
主任

西1-2担当

北1担当

宮田

文美

岡田

さ と こ

智子

住民税担当
主任

土佐林

学

東2-6担当

会計年度任用職員
事務補助

村上

香織

廃棄物処理や八郎湖の水質
に関することなど、村の環
境を守る仕事に携わります。
《環境班》八郎湖水質改善、環境衛生、 みなさんの生活を支えるた
めに精一杯取り組みます。
廃棄物処理、自然エネルギーなど

生 活環境課 ☎45-2115
課長

近藤

西2-1担当

比成

環境・エネルギー担当 【秋田銀行から出向】 【新規採用】環境・衛生担当
環境班(兼)生活班・主査 主任
主事

石川

《生活班

道路・橋梁、村営住宅、公園・
緑地、排水路・側溝、上下水道、交通安全、
消防、防犯、防災計画など

下水道担当
主査

荒関

智彦

西1-1担当

道路・建設担当
主任

北1担当

東3-3担当

とおる

亮

三浦

東2-3担当

上水道・村営住宅担当
主任

平ノ内

猛

松橋

耕平

浄 水場

☎45-2310

浄水場・上水道の維持管理

東2-4担当

会計年度任用職員
事務補助

児玉

舜

西3-1担当

畠山

建一

昌子

宍戸

あ

き

こ

朱希子

西2-4担当

会計年度任用職員

西方

一明

下 水道管理事務所

☎45-2147

公共下水道中継ポンプ場
の維持管理
会計年度任用職員
技師(下水道）

消防・防災・交通安全・防犯担当 会計年度任用職員
生活班(兼)環境班・主事 事務補助

小野

拓也

大渕

会計年度任用職員
技師(上水道）

久能

幹雄

健信

会計年度任用職員
技師(上水道）

斉藤

安雄

○
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福 祉保健課 ☎45-2114
課長(兼)保健センター
事務長(兼)地域包括
支援センター管理者

北嶋

東2-4担当

《保健班》

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

学

国保・福祉医療担当
主査

戸籍・年金担当
主査

東3-4担当

西3-2担当

米谷

朋浩

進藤

三枝

《福祉班》

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

高齢者福祉担当
福祉班(班長)・課長補佐

後期高齢・介護保険担当
主任

東2-1担当

西3-4担当

小野

朋也

木阪

会計年度任用職員
事務補助

望

西方

真奈美

診 療所
☎45-2333

障がい者福祉担当
主任

小貫

と も み

智美

中央3担当

児童福祉担当
主事

角田

保健師

祥達

近藤

西1-4担当

幸希

東2-5担当

鎌田

千織

児玉

保健師

会計年度任用職員
事務補助
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所長（兼）
保健センター所長

診療、看護、臨床検
査、健康相談など

専門員（看護師）

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

○

由紀子

岩村 文彦

伸代

☎45-2613

渡辺

今西

北1担当

保 健センター

主査

会計年度任用職員
事務補助

白石

会計年度任用職員
臨床検査技師

美奈子

梨絵

伊藤

【新規採用】保健師

髙森

西1-1担当

友希

東2-3担当

会計年度任用職員
保健師

石川

茂美

恵

会計年度任用職員
事務補助

菅原

直子

会計年度任用職員
看護師

一ノ関

１日でも早く仕事を覚
え、村民の皆様が気軽に
相談できる保健師になれ
るように頑張りたいと思
います。よろしくお願い
いたします。

紗織

地 域包括支援
センター

☎22-4321

高齢者の相談・権利擁護、介
護予防支援、ケアマネジメン
ト業務など

専門員（保健師）

小瀧

みゆき

社会福祉士

二田

主任介護支援専門員 会計年度任用職員
事務補助

弥生

藤村

郁子

伊藤

喜久美

産 業振興課
☎45-3653

農業振興担当
主任

課長

石川

薄田

歳男

農業振興担当
産業班(兼)商工観光班･主任

穣

佐藤

西3-2担当

中央3担当

洋平

東2-1担当

農業振興担当
主任

佐藤

真悟

北2-4担当

《産業班》

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

《商工観光班》

商工・観光振興、桜と菜の花まつり、
新米まつりなど

観光・商工担当
主査

菅原

美子

西2-2担当

会計年度任用職員
事務補助

浅野

千花子

農業振興担当
産業班(兼)商工観光班･主任

宮田

会計年度任用職員
農業アドバイザー

議 会事務局 ☎45-2587
議会運営、監査など

綾子

西3-1担当

金

和裕

今野

智美

西1-4担当

会計年度任用職員
農業アドバイザー

松橋

秀男

会計年度任用職員
事務補助

宮野

まり子

農 業委員会事務局 ☎45-3654
農業委員会、農地の権利移動・転用、賃貸借料の提供など

事務局長(書記） 会計年度任用職員（書記）

近藤

征大

西2-3担当

農業振興担当
主事

事務補助

藤村

明美

事務局長

澤井

公子

東3-1担当

会計年度任用職員
事務補助

武田

聖子

○
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令和４年５月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎45-2111／FAX 45-2162

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。

・申込みの際に入居者全員の住民票、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（５月２日）を基準日として３ヵ月

【募集期間】５月２日(月)〜５月13日(金)
【入居室タイプ及び戸数】３ＬＤＫ ２戸（駐車台
数２台）※２名以上の入居であること
【入居開始日】６月１日

以上村外に住所を有していること
・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・問合せ】総務企画課 ☎45-2111

【入居資格】①現在村外に住所を有し、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
【家賃】３ＬＤＫ 月額32,000円〜56,000円
・家賃は毎年世帯の所得に応じて決定されます
【敷金】契約時に敷金として100,000円を納めてい
ただきます。
【その他】
・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います。

北 １丁目集合型村営住宅入居者募集について
北１丁目集合型村営住宅への入居者を募集します。 【その他】
希望される方は、次の事項を確認の上、お申込みく
ださい。
【募集期間】５月２日(月)〜５月13日(金)
【入居室タイプ・募集戸数】
３ＬＤＫ（重層タイプ）２戸（駐車台数２台）
※２名以上の入居であること
【入居開始日】６月１日
【入居資格】次のいずれかに該当する者
①現在村内に居住または勤務しており、住居を探
している方
②現在村外に住所を有し、大潟村の住民となり居
住する方
【家賃】３ＬＤＫ（重層タイプ）
月額34,000円〜58,000円
・家賃は毎年世帯の所得に応じて決定されます。
【敷金】契約時に敷金として100,000円を納めてい
ただきます。

○
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・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います。
・申込みの際に入居者全員の住民票、当該年度の所
得証明書等を添付していただきます。
・入居者の選定については、住宅困窮度の高い方を
優先するなど、入居選定委員会により決定します。
【申込・問合せ】総務企画課 ☎45-2111

令和４年５月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎45-2111／FAX 45-2162

新 婚さんの生活を応援します！
大潟村で新しい生活をスタートさせる新婚世帯に
対して、住宅の購入費や家賃、引越にかかる費用を
補助します。最大30万円の補助となりますので、ご
活用ください。
【対象世帯】
・令和４年１月１日〜令和５年３月31日までの間に
婚姻届を提出し受理された夫婦
・婚姻日に夫婦とも39歳以下
・世帯所得が400万円未満であること
・対象となる住居が村内にあり、夫婦の双方又は一
方の住民票の住所が当該住宅の住所となっている
こと
・村税を滞納していないこと

地

【対象経費】
・住宅を取得した費用（新築・中古住宅）
・賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越費用（引越業者または運送業者へ支払った費
用）
【補助限度額】
１世帯当たり30万円
【申請方法】
役場総務企画課に備え付けている申請書に必要事
項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
なお、申請書はホームページからもダウンロードで
きます。
詳細はお問合わせください。
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111

域おこし協力隊 通信♪

大潟村のみなさん、はじめまして！この４月より
地域おこし協力隊に着任しました、新潟県出身の磯
部春香と申します。
村に引っ越してきてまだ１ヵ月も経っていません
が、道の駅の新鮮な野菜で料理をしたり、ポルダー
潟の湯の温泉で温まった後に田マークドッグにかぶ
りついたり…など自分なりに村を満喫しています♪
趣味は歴史や文学に庭園めぐり、雑貨小物あつめ、
ハンドメイドといった文化的なことのほか、素潜り
やキャンプといったアウトドアも好きです。ですが
今は日々の暮らしに慣れることで精一杯で、まだま
だ村や秋田のこともわかっていない状態です。もっ
と村や秋田を知るべく、感染対策に気を配りながら
いろいろな場所へのお出かけや趣味を楽しみたいと
思っています。
協力隊の活動としては、映像制作やSNSの運用を
メインに村の情報発信や移住定住の促進、地域資源
の磨き上げに従事します。

知り合い農家にて種まき

写真を撮ったり、絵を描いたり、
ものづくりをしたりすることが得
磯部 春香
意です。
みなさんの声を聞き、想像力を
膨らませ、じぶんの手から新しいモノ・コトを生み
出す、クリエイティブな方面から大潟村の魅力を発
信・提案していきます。
伝えるためにはまず知ることから始めるべく、今
後は地域の集まりや活動にもたくさんお邪魔したい
と思っています。秋田弁をまだ聞き取ることができ
ず何度か聞き返してしまうかもしれませんが、村の
みなさんのご助言とご協力をいただき、自身も学び
ながら活動をしていきたいです。
村外の方にとっては魅力的に映るような、村民の
方にとっては誇りと愛着を持てるような村を目指し
て活動していきますのでどうぞよろしくお願いいた
します。

生態系公園にて撮影
○

11

令和４年５月号

vol.3

大潟村ふるさと会より
大潟村の出身者であることは、私たちの大きな誇りです
大潟村ふるさと会 一箭 拓朗
大潟中学校を卒業し、村を離れてから早くも 40
年が過ぎました。実家は新潟出身の第５次入植であ
り、私は５年生から大潟小学校にお世話になった
ので、村での生活はそんなに長くはありません。け
出張先の韓国ソウルで
れど、村には家族だけでなく同級生らも数多くおり、
私にとって正真正銘の「ふるさと」です。
たところでしょうか。もちろんパンプキンパイも、
現在、私は、東京の農協組織であるＪＡ全中に勤 全国区の人気商品です。
務しています。ＪＡ全中は、全国にある農協の要望
大潟村を離れて、東京で暮らす私たちにとって、
をとりまとめ、農協の事業や活動がうまくいくよう 大潟村出身であることは大きな誇りであり、ときど
サポートしたり、農業の課題を解決するための提言 き届く大潟村のニュースが、大きな楽しみ・励みに
活動などを行う組織です。
なっていることに感謝しています。
仕事では、食料や農業、地域政策に関わることが
このような大潟村出身の在京者が集まる「大潟村
多いのですが、大潟村は、全国的にも知名度の高い ふるさと会」は、他の市町村の「ふるさと会」に比
ところです。大潟村のイメージは、「環境にやさし べ、うんと平均年齢の若い、元気なグループです。
い農業で、安心安全なお米をつくる村」、「高齢者
ぜひ、身近な東京在住の方に「大潟村ふるさと
だけでなく若い人たちも住む、活気あふれる村」、 会」をご紹介いただき、村の近況や思い出話で一緒
「新しいことに積極的にチャレンジする村」といっ に盛り上がりませんか？
ふるさと会では随時会員を募集しています。
首都圏にお住まいの皆さまの入会をお待ちしております
詳しくは、「大潟村ふるさと会」で検索！
または、総務企画課（g-kikaku@vill.ogata.akita.jp）までお問合せください。

税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎45-2113／FAX 45-2162

軽 自動車税の減免申請について
身体や精神の障がいで歩行困難な人が所有する軽 ○車両の形状による減免申請に必要なもの（車検証
自動車、常時介護する家族が所有する軽自動車、身
の形状・備考欄に「車いす移動車」との記載のあ
体障がい者用に造られた軽自動車については、一定
る８ナンバー取得の特種車両等）
の要件を満たすと軽自動車税が減免される制度があ ・印鑑（自署の場合は印鑑不要）
ります。減免は1人につき1台に限られ、毎年の申請 ・車検証のコピー
が必要になりますので、忘れずに申請してください。 ・車体の構造が身体障がい者用と確認できる写真
【申請に必要なもの】
（内部の構造やナンバープレートが確認できる全
体の写真、２、３枚）
○障がい者または常時介護者が所有する軽自動車
・印鑑
・減免申請書（税務会計課窓口にてお渡しします）
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または ※各種一定の要件があります。ご不明な点があれば
精神障害者保健福祉手帳など
お問い合わせください。
・実際に運転する人の運転免許証
【申請期間】５月31日(火)まで
・減免申請書（税務会計課窓口にてお渡しします） 【申請場所】税務会計課
【問合せ】税務会計課 ☎45-2113
○

12

令和４年５月号

生活環境課からのお知らせ

生活環境課 ☎45-2115／FAX 45-2162

特 定公共賃貸住宅（単身用）入居者募集
【募集期間】５月９日(月)〜17日(火)
【入居室タイプ及び戸数】1LDK ２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 15 万８千円以上 48
万７千円以下の方
【家
賃】22,000円/月

【入居開始日】６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、
15万８千円以下であっても入居することができま
す。
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115

環 境監視員の募集について
村では環境保全や景観維持、不法投棄対策を目的に環境監視員を設置しています。以下のとおり環境監
視員を募集しますので、興味のある方は生活環境課までご連絡ください。
【業務内容】主に不法投棄の監視を目的とした村内の巡回及び軽微なごみの回収、その他地域の環境保全
の推進
【出務】原則として月３回（毎月５日、15日、25日）
【貸与品】身分証明書、作業服、防寒具、帽子、腕章、ステッカー
【期間】令和４年５月１日から令和６年３月31日
【謝礼】月２万円（車輌代、燃料費等含む）
【応募資格】普通免許を所持しており、軽トラックなどの自家用車を巡回に利用できる方
【応募期間】令和４年５月１日から令和４年５月11日まで
【募集人数】１名（応募者多数の場合は選考いたします）
【問合せ】生活環境課 ☎45-2115

｢
（仮
称)五里合風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」の縦覧について
日本風力開発株式会社が、秋田県男鹿市五里合地区にて計画している風力発電事業に関して、計画段階
における配慮事項をとりまとめた「計画段階環境配慮書」を以下の通り縦覧致します。
【縦覧書類】
（仮称）五里合風力発電事業に係る計画段階環境配慮書
【事業実施想定区域の位置】
秋田県男鹿市五里合琴川
【縦覧場所】
大潟村役場（本庁舎１階総務企画課）※インターネットによる電子縦覧も令和４年５月24日より行って
います。 電子縦覧URL（https://data.jwd.co.jp/info/iriai/）
【縦覧期間】
令和４年５月24日(火)〜６月23日(木)
【意見書受付期間】
令和４年５月24日(火)〜６月23日(木)
計画段階環境配慮書について環境の保全の見地からのご意見をお持ちの方は、意見記入用紙に住所・氏
名・意見（意見の理由を含む）をご記入のうえ、意見書受付終了日までに以下のいずれかの方法で御提
出をお願いいたします。
・縦覧場所に備え付けの意見書箱への投函・問い合わせ先（以下）への郵送
※意見記入用紙は縦覧場所に設置しています。また、事業者のホームページより印刷してご利用いただ
けます。
【縦覧・意見書受付時間】
役場の開庁時
【問合せ】
〒010-0001 秋田県秋田市中通二丁目1-36 マグナスビル３階
日本風力開発株式会社 担当：斉藤、渡邊 ☎018-853-7297
○
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令和４年５月号

福祉保健課からのお知らせ

福祉保健課 ☎45-2114／FAX 45-2162

住 民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮ら
しの支援を行うという観点から、下記の要件に該当する世帯に対し、１世帯あたり10万円を支給します。
【支給対象者】
①か②のいずれかに当てはまる方
①基準日（令和３年12月10日時点で住民登録されている）において、世帯全員の令和３年度分の「住民
税均等割が非課税」の世帯
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です。
＜例１＞住民税を納めている親御さん（課税）に扶養されている一人暮らしの学生（非課税）
＜例２＞住民税を納めているお子さん（課税）に扶養されている両親（非課税）の世帯
②上記①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相
当となった世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和３年１月以降令和４年９月まで
の任意の１ヶ月×12）が住民税均等割非課税水準以下である場合。
（住民税非課税相当となる目安）
扶養している親族の状況
単身または扶養親族がいない場合
配偶者・扶養親族（１名）を扶養している場合
配偶者・扶養親族（計２名）を扶養している場合
配偶者・扶養親族（計３名）を扶養している場合
配偶者・扶養親族（計４名）を扶養している場合
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

非課税相当限度額
（収入額ベース）

93.0万円
137.8万円
168.0万円
209.7万円
249.7万円
204.4万円

非課税相当限度額
（所得額ベース）

38.0万円
82.8万円
110.8万円
138.8万円
166.8万円
135.0万円

【支給額】
１世帯あたり10万円
【給付金の支給手続き】
１．世帯全員の令和３年度「住民税均等割が非課税」の世帯（支給対象者の①に当てはまる方）
▶対象となる世帯には、村から「確認書」を発送しております。内容を確認し、必要事項を記載のうえ、
５月31日(火)まで返信用封筒で必ず返送してください。
２．新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、「世帯全員が住民税非課税相当となった世
帯」（家計急変世帯）（支給対象者の②に当てはまる方）
▶給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書（様式第２号）に必要事項を記入し、必要書類（※）を
添付し、令和４年９月30日までに提出してください。
申請内容を確認した後で、給付金の支給要件に該当する方に対して、指定口座に振り込みます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響と関係のない理由で収入が減少した場合は、支給対象となりません。
（※）必要書類
①申請者・請求者本人確認の写し（マイナンバーカード（表面）、運転免許証、健康保険証、年金手帳
など）
②申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し（戸籍謄本、住民票など）
③（令和３年１月１日以降、複数回転居した方）戸籍の附票の写し
④受取口座を確認できる書類の写し（通帳やキャッシュカードの写し）
⑤簡単な収入（所得）申立書（様式第４号）
⑥「令和３年中の収入見込額（源泉徴収票、確定申告書など）」または「任意の１か月の収入（給与明
細など）」が確認できる書類の写し
＊様式第２号及び第４号については、大潟村公式ホームページからダウンロードできます。また、役場
福祉保健課の窓口でも受け取りできます。
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114
○
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６ 月１日は人権擁護委員の日
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された６月１日を「人
権擁護委員の日」と定め、全国的な啓発活動を展開しています。村でも、この
日に合わせて次のとおり特設人権相談所を開設し、皆様の相談に応じておりま
すので、お気軽に足をお運びください。
●特設人権相談所の内容
「暴行、虐待を受けた」「セクハラ、パワハ
ラを受けた」「名誉棄損、プライバシー侵害を
受けた」「相隣間のトラブル」このような悩み
や困りごとがありましたら、ひとりで悩まず人
権擁護委員にご相談ください。相談は無料で、
秘密は厳守します。
【日時】６月１日(水) 10:00〜15:00
【会場】大潟村公民館２階 第２・第３会議室
【相談員】大潟村人権擁護委員
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114
※新型コロナウイルスの影響により、今年度の
困りごと相談は予約による受付を行います。
予約の電話は、☎018-862-1443（法務局、人
権擁護課）まで。

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

み まもりＱＲ（どこシル伝言板）の利用について
村では、認知症等により徘徊が心配な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）」の利用を勧めています。
徘徊等により高齢者の方の居場所がわからなくなった際に、発見者がＱＲコードを読み取ることで、ご
家族と発見者で連絡を取り合い、迅速に高齢者の保護をすることができます。
利用は無料で、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。
【利用対象者】村内在住で、心配をかかえる高齢者。またそのご家族。
【配布枚数】耐洗シール20枚 蓄光シール10枚（計30枚）
【登録費用】無料

※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。
【問合せ】福祉保健課 ☎45-2114
○
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高 齢者救急通報システムのご案内
村では、ひとり暮らしの高齢者が安心して生活することができるよう、急病などの緊急時に通報できる
機器を活用した、高齢者救急通報システムの利用を勧めています。詳しくは福祉保健課へお問い合わせく
ださい。
【対象者】65歳以上で村内にひとり暮らしの方
【内 容】※①、②いずれかをお選びください。
①自宅設置型（ペンダントと据置き）
自宅内で利用できます。通報装置やペンダント
型の非常ボタンを押すことにより、通報され、
民間警備会社が状況に応じた対応をします。

②携帯型（みまもりホン）
自宅や外出先で、携帯端末のストラップを引っ張ることにより、通報され、
民間警備会社が状況に応じた対応をします。また、登録されているご親族の
方は、GPSで端末の現在地を確認することや、安否確認のメール受信が可能
です。
【救急通報システムの仕組み】
利用者

救急通報
電話で事態を確認

110番
119番

携帯型

警備会社村内待機所

必要に応じて連絡

必要に応じて通報

自宅設置型

現場に駆けつけ
安全のプロが対処

コントロールセンター

緊急
対
応指
示

事故や急病
不審者の来訪
など

緊急連絡先

ご家族や近所の方など

【利用料】住民税非課税世帯、生活保護世帯 無料
住民税課税世帯 月額1,100円（税込）
※携帯型（みまもりホン）は携帯電話端末のため、発信による通話料（受信は無料）が発生し
た場合利用者の負担になります。
【申込・問合せ】福祉保健課 ☎45-2114 または 地域包括支援センター ☎22-4321へ
○
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保健センター
今月の行事

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

◎１歳６ヶ月児健診・３歳児健診
【日時】５月９日(月) 13:00〜
【対象】１歳６ヶ月児（R2.9〜11月生）
３歳児（H30.9〜11月生）

◎乳児健診

【会場】保健センター

【日時】５月９日(月) 13:00〜
【対象】４ヵ月児（R3.12.15〜R4.1.9生）、

◎専門医による「心の健康相談日」

７ヵ月児（R3.9.15〜10.9生）、

10ヵ月児（R3.6.15〜7.9生）
13ヵ月児（R3.4生）
【会場】保健センター

５月13日(金)、27日(金) 13:30〜15:00
会場：秋田中央保健所
５月17日(火) 13:30〜15:00
会場：男鹿市役所
※相談の予約は、相談日の前日12時までにお願

◎乳児相談

いします。

【日時】５月27日(金) 10:30〜
【対象】R4.3月生の乳児

【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

【会場】保健センター

◎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。来所の際はマスクを着用し
てきてください。また、入り口にて検温・アル

◎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

コール手指消毒にご協力ください。

ことがありましたらご相談ください。

【日時】５月11日(水)、６月１日(水)13:00〜

【日時】５月９日(月) 14:00〜
【相談医】湖東厚生病院小児科医師

栄養相談もできます
５月17日(火) 9:30〜11:00
【会場】保健センター
保健センター
栄養相談
離乳食やお子さんの好き嫌い、減塩、
普段の食事のこと…栄養士が相談に応じ
ます。お気軽にお越しください。

【その他】事前にお申し込みください。
※当日でも、空いていれば相談できます。
【会場･申込】
保健センター ☎45-2613

◎『ちょこっと』での血圧測定
【日時】５月９日(月)、18日(水)

10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

【申込・問合せ】保健センター
☎45-2613／FAX 27-8420

○
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ころの体温計」ためしてみませんか？ 〜こころのストレスチェック〜

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

検索

※大潟村公式ホームページ トップ画面からもア
クセスできます。
URL：http://www.vill.ogata.akita.jp/utility/

thermometer̲of̲heart.html
【内容】「こころの体温計」はパソコン・携帯電
話・スマートフォンを利用して、健康状態や人間
関係、住環境などの質問に回答すると、水槽の中
で泳ぐ赤や黒の金魚、猫などのキャラクターが登
場し、回答者のストレス度や落ち込み度を表示し
ます。
「こころの体温計」には次の５種類があります。状況にあわせてご利用ください。
【本人モード】あなたご本人のストレス度・落ち込み度がわかります。
【家族モード】大切な方のこころの健康状態をチェックします。
【ストレス対処タイプテスト】ストレスにどう対処するかが、こころの健康を保つのに大切です。
【アルコールモード】飲酒がこころに与える影響がわかります。
【これって認知症？】認知機能のチェックをすることができます。

成 人の風しん予防接種のお知らせ
妊娠初期の妊婦が風しんにかかると、心疾患、白内障、難聴などの障害を持つ「先天性風しん症候群」
の子どもが生まれてくることがあります。これを予防するため、下記対象者に風しん予防接種の費用を全
額助成します。
【対象者】
大潟村に住所を有する次の①〜③いずれかに該当する方で、抗体検査の結果、抗体価が低い場合に、予
防接種の対象となります。
①妊娠を希望する女性 ②妊娠を希望する女性の夫 ③妊婦の夫
※昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日生まれの男性は、緊急風しん抗体検査等事業の対象となりますの
で、本事業では助成対象外です。
【助成内容】
（１）対象者が受ける抗体検査の費用を全額助成します。
（２）抗体検査の結果、抗体価が低い場合に受ける予防接種の費用を全額助成します。
接種回数は１人１回です。
ワクチンはMR（麻しん・風しん混合）ワクチンになります。風しんの抗体価が低い人は、麻しんの抗
体価も比較的低い傾向がみられることから、麻しん対策の観点も考慮して、麻しんと風しんの両方に予防
効果があるMRワクチンとします。
【実施医療機関】
大潟村診療所 ※希望する方は事前に診療所に連絡をしてください。☎45-2333
【注意】
・妊娠中または妊娠している可能性のある女性は風しん予防接種を受けられません。
・風しん予防接種後２ヶ月は、妊娠を避けてください。
・風しんにかかったことのある方、風しん予防接種（MRワクチンを含む）を２回受けたことがある方は
助成対象にはなりません。
【問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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gataネウボラ 〜妊娠から子育て期を応援する相談窓口〜
保健センター内に設置されている「子育て世代包括支援センター（ネウボラ）」の愛称が
『おおがたネウボラ』に決まりました。妊娠から子育て期における不安や悩み、サービスなど
子育て全般に関する相談窓口です。保健センター内に個別の相談スペースを設けています。ひ
とりで悩まず、ちょっとしたことでも気軽にご相談ください。
※母子健康手帳を交付する際は、保健師が全ての妊婦さんと面談を行います。お越しいただく
前に電話で予約をお願いいたします。

おおがたネウボラ ☎45-2613（保健センター）

〜利用できる事業の紹介〜
昨年度より産前〜産後に利用できる下記の事業が追加となっています。希望される方は、お
おがたネウボラまでお問合せください。

＊産前・産後の家事支援＊（養育支援訪問事業）
妊娠や子育てに不安や孤立感を持つ方、産後ストレスを抱える方などを対象に、家事支援
（ヘルパー派遣）にかかる費用を助成します。
対 象

大潟村に住民票があり、次に該当する妊婦さんと概ね生後３ヵ月までの乳児を
育児中の方
①家事と育児の両方に不安のある方
②近くに家事を頼める人がいない方

内 容

利用料

食事の準備・後片付け、洗濯、掃除など

赤ちゃんへの直接の
お世話はできません。

１回あたり１時間以内、１人最大８回まで 無料
※時間を延長する場合は、30分ごとに1,200円（税抜）の自己負担がかかります。

＊産後ケア事業（訪問型）＊
産後、周りに頼れる人がいなくて不安、赤ちゃんのお世話の仕方が分からない、育児疲れ
から体調が良くない･･･など、育児等の支援が必要な方を対象に、助産師が訪問してケアを受
ける費用を助成します。
対 象

大潟村に住民票がある、産後１年未満のお母さんと赤ちゃんで、保健師との面
談後、利用が必要と考えられる方
（医療的ケアが必要な場合は除く）

内 容

産後の体調管理、乳房ケア、お子さんの体重・栄養・育児等の相談

利用料

無料（原則１人につき１回まで）

【問合せ】おおがたネウボラ ☎45-2613（保健センター）

○
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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」

◎「認知症になっても大潟村で暮らすためのカフェ」

転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし

もの忘れで困っている方や家族、認知症の方

い生活が送れるように、運動を通して筋力の維

を支えたい方が集まってお茶を飲みながら交流

持、向上をはかります。

し、語り合う場です。どなたでもご参加いただ

【開催日】５月11日・18日・25日、６月１日

けます。

(全て水曜)
【時間】13:30〜15:00

【開店日】５月26日(木)

【会場】ふれあい健康館

【時間】9:30〜11:30

【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、

◎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

体を動かしながら、脳をきたえます。

す。

【開催日】５月12日・26日、６月９日(全て木曜)

【開催日】５月12日(木)

【時間】13:30〜15:00

【時間】10:00〜

【会場】ふれあい健康館

【場所】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

【費用】500円（昼食代）

味のある方

※申込み不要

☆75歳以上の方が運転免許更新時に行う認知機
能検査を体験出来ます。
◎健康相談

【申込】３日前までに電話でお申し込みください。
新型コロナ感染拡大防止により、昼食が無い
場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策により、事業

【開催日】５月11日(水)、６月１日(水)

が中止になる場合があります。

【時間】9:40〜11:30
【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

議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎45-2587／FAX 45-2266

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

後に文書でお知らせいたします。

請願書や陳情書を議会に提出することができます。

書き方等、詳細についてはホームページをご覧い

請願や陳情、要望書の６月村議会定例会での審議

ただくか、議会事務局までお問い合わせください。

を希望される方は、５月25日(水)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

【問合せ】
議会事務局 ☎45-2587 FAX 45-2266

https://www.vill.ogata.akita.jp/gikai/seigan̲
採決されます。また、審議結果については議会終了 chinjo.html
関係する常任委員会に付託され、最終的に本会議で

○
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令和４年５月号

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661
博物館 ☎22-4113／FAX 22-4115

教育委員会からのお知らせ

新 しい本、入りました
№

タイトル

著者

1 マスカレード・ゲーム

東野 圭吾

№

タイトル

著者

7 私たちのサスティナビリティ

工藤 尚悟

2 これからの時代を生きるあなたへ 上野 千鶴子

8 女のいない男たち

村上 春樹

3 ムスコ物語

ヤマザキマリ

9 恐竜バス

いとうみちろう

4 日本のふしぎな夫婦同姓

中井 治郎

10 きつねとぶどう

しもかわらゆみ

5 父がひとりで死んでいた

如月 サラ

11 勝平得之 創作版画の世界

加藤 隆子

言語が違えば、世界も違って見え

6 るわけ

ガイ・ドイッチャー

【本の返却について】
公民館図書室の本の返却し忘れはありませんか？今一度ご自宅の本棚等をチェックしてみましょう。
図書室の本の貸出期間は2週間です。本を借りる際は必ず貸出ノートにご記入ください。
【本の寄贈について】
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

｢二

十歳のつどい」実行委員を募集します！

令和４年度の「二十歳のつどい」実行委員を募集
します。式典や記念行事の内容などを企画し、「思
い出に残る二十歳のつどい」を一緒に企画しましょ
う。お友達を誘ってぜひご参加ください。
※成 人 年 齢 引 き 下 げ に 伴 い 「 成 人 式 」 の 名 称 が
「二十歳のつどい」に変更になりました。
【対象者】
平成13年４月２日〜平成14年４月１日生まれ

【応募締切り】５月20日(金)
【式典日時】８月12日(金)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため日程・内
容は変更となる場合があります。
【会場】ホテルサンルーラル大潟
【申込・問合せ】公民館 ☎45-2611

写 真展『八郎潟干拓の記憶』開催します。
４月23日〜５月31日まで、大潟村干拓博物館で写真展『八郎潟干拓の記憶』を開催します。干拓前の八
郎潟の写真や干拓工事中の写真を多数そろえた春の企画展です。
是非、ご覧ください。
【問合せ】干拓博物館 ☎22-4113

大 潟村案内ボランティアの会会員を募集します
大潟村案内ボランティアの会は、博物館ガイドを
中心に村内外の方々に大潟村の成り立ちや素晴らし
さを伝えていく活動をしています。干拓の歴史・農
業・生態系・文化・ジオパークなど、それぞれの得

意な分野を活かすことができます。大潟村の良さを
伝えていく活動に興味のある方の参加をお待ちして
います。
【申込・問合せ】干拓博物館 ☎22-4113

○
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令和４年５月号

博物館 ☎22-4113／FAX 22-4115
体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685

教育委員会からのお知らせ

ジ オパークガイド養成講座の受講生を募集します
男鹿半島・大潟ジオパークガイド
を目指しませんか。専門家による座
学や現地研修を通して、当ジオパー
クの地形・地質や文化、歴史、自然
のほかリスク管理など、ジオパーク
ガイドに必要な知識を学ぶ講座を開催します。ジオパ
ークガイドとして、男鹿半島と大潟村の魅力を発信し
たいという方からのお申込みをお待ちしています。
【講座日程】
６月１日 ( 水 ) 〜 12 月７日 ( 水 ) の期間中で計 10 回
（平日開催）
【応募要件】
・ジオパークガイドとして活動を希望する方

チ ャレンジデー2022

・メール（PC、タブレット、スマー
トフォン等）操作が可能な方
【募集定員】若干名
【申込方法】男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会
へメールでお申込みください。
E-mail：geopark@city.oga.akita.jp
【募集締切】５月13日(金)
※ジオパークガイドの詳細については、男鹿半
島・大潟ジオパークのホームページをご覧くだ
さい（二次元コードからアクセス
できます）。
【問合せ】干拓博物館 ☎22-4113

5月25日(水)開催！

大潟村では今年もチャレンジデーに参加します。
参加率100％を目指して皆様のご協力をお願いいたします。
【日時】５月25日(水) 午前０時〜午後９時
とままえ

【対戦自治体】北海道苫前町（人口2,888人、20回目）
【報告・問合せ】村民体育館 ☎45-2269／FAX45-2685
Ｅmail：ac-gym@vill.ogata.akita.jp
※村内各世帯には報告用紙を兼ねたチラシを全戸配布します。各世帯のご住所及び参加者名を記載いただ
き、イベント当日（５月25日）午後８時までに体育館へご提出くださるようお願いします。体育館にも
用紙はおいてあります。（今年度はLINEによる報告はありません）
５月25日(水)のチャレンジデー当日には下記のスポーツを実施します。
事前予約は不要ですので、興味のある方は是非ご参加ください。
●ラジオ体操
【時間】6:30〜7:00
【場所】大潟村商店街広場
●インターバル速歩
【時間】9:00〜10:00
【場所】大潟村村民体育館
●ローイングマシン体験
【時間】10:00〜11:00
【場所】大潟村村民体育館
●ボッチャ
【時間】10:30〜11:30
【場所】大潟村村民体育館
●大人のランニング教室
【時間】19:00〜20:00
【場所】大潟村村民体育館
●グランドゴルフ場無料開放
【時間】9:00〜17:00
この他の時間も体育館を開放しています。
○
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「チャレンジデー」とは？
毎年５月の最終水曜日に世界各地で開催される
住民参加型のスポーツイベントで、人口規模がほ
ぼ同じ自治体が午前０時から午後９時までの間に
15分以上継続して運動やスポーツをした住民の
「参加率（％）」を競います。
対戦に敗れた自治体は、相手の健闘をたたえ翌
日から１週間庁舎のメインポールに対戦自治体旗
を掲揚するというものです。

令和４年５月号

体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685
子育て支援センター（こども園内）☎ 45-2345／FAX 45-3615

教育委員会からのお知らせ

☆大潟村B&G海洋センタースタッフ募集のお知らせ☆
Ｂ&Ｇ海洋センタープールのオープンにあわせ、スタッフを募集しております。
一般・学生・高校生みなさん大歓迎です!!お気軽にお問い合わせください。
【期間】６月下旬〜９月上旬予定
【時間】①9:00〜11:30
②14:00〜17:00
③17:30〜19:00（６・９月）
④17:30〜20:00（７・８月）
【業務】受付、プール遊泳者の監視、施設衛生管理など
【時給】850円
【条件】大潟村で開催する赤十字水上安全法講習会（水難救助講習会）に参加できる方
【申込期限】６月10日(金)
【申込・問合せ】スポーレおおがた（村民体育館内）☎090-4042-0799（大澤）

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター♪

遊びにきてね！

子育て支援センターでは、子どもはもちろん、大
【５月のさくらんぼクラブ】
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、 ●『たのしくつくろう！』
楽しい経験を積み重ねながら、子どもの成長を共に
《日時》5月27日(金) 10:00〜11:00
喜び、子育てのサポートをしていけるように育児相
《場所》子育て支援センター
談やイベント情報の提供もおこなっています。
手形＆足形を使って、ファミリーデーの制作
子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな
をします。世界に一つだけの家族へのプレゼ
がりを広げてみませんか？
ント、作ってみませんか？
【申込・問合せ】
子育て支援センター（大潟こども園内）☎45-2345

子育て支援センターでの遊びや行事への参加の際に、
検温と、簡単な健康チェックなどを行っています。
また、行事の内容変更および中止をさせていただく
場合がありますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。

情報・募集・ご案内
秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練（ハロートレーニング）
７月期生を募集します
【訓練期間】令和４年７月５日(火)
〜令和４年12月27日(火)（６ヶ月間）
【訓練時間】9:30〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）
【訓練科】電気設備技術科（15名）
ビル管理技術科（15名）
【募集期間】令和４年４月27日(水)〜５月27日(金)
【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
受講者支援室 ☎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。）
○
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令和４年５月号

情報・募集・ご案内
五城目警察署から

警察官Ａ（第１回）・女性警察官Ａ（第１回）
警察行政職員（大学卒業程度）採用試験申込受付開始!!
試験の種類
警察官Ａ（第１回）
女性警察官Ａ（第１回）
（大学卒業・卒業見込み）
警察行政職員（大学卒業程度）

受付期間

第1次試験日

５月９日(月)〜６月３日(金)

７月10日(日)

５月９日(月)〜５月24日(火)

６月19日(日)

※受験の申込みは原則、「秋田県電子申請・届出サービス」からとなります。
【問合せ】五城目警察署 ☎018-852-4100
五城目警察署から

自転車の安全利用の促進
〜自転車も 乗れば車の 仲間入り〜
★自転車安全利用五則の遵守を
１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止
・夜間はライト点灯を
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
５．子どもはヘルメットを着用
（※13歳未満）
★自転車の典型整備を
自転車販売店等で定期的に点検整備を受けま
しょう。
★損害賠償責任保険等への加入を
自転車事故によって、他人を死傷させた場合、
高額な損害賠償を負うことがあります。令和4
年４月１日から、秋田県自転車の安全で適正
な利用の促進に関する条例
により、自転車損害賠償責
任保険等への加入が義務づ
けられました。万が一に備
えて、 TS マーク付帯保険
などの損害賠償責任保険に
加入しましょう。

秋田県健康福祉部福祉政策課から

令和４年度海外慰霊巡拝について
厚生労働省では、旧主要戦域等において戦没
者を慰霊するため、御遺族を対象とした海外慰
霊巡拝を実施しています。令和４年度は次の地
域で実施予定ですので、参加を希望される場合
は下記までお問い合わせください。なお、新型
コロナウイルス感染症の感染状況により、実施
を見合わせる場合があります。
【実施地域】カザフスタン、中国、インドネシ
ア、東部ニューギニア、旧ソ連、ビスマーク
諸島、インド、トラック諸島、ミャンマー、
フィリピン、硫黄島
【問合せ】秋田県健康福祉部福祉政策課
監査・援護班 ☎018-860-1318
秋田県から

水田からの濁水流出防止に努めましょう
代かきから田植え期に排出される「濁水」は、
八郎湖や河川下流の水質が悪化する一因となっ
ていることから、水田からの排水の削減をお願
いしています。畦畔の補修などにより漏水を防
ぐとともに、浅水での代かきを行い、代かきか
ら田植えまではできるだけ浅水で管理して、落
水の水量を極力少なくしましょう。
【問合せ】秋田県生活環境部環境管理課
八郎湖環境対策室 ☎018-860-1631
秋田北税務署から

消費税のインボイス制度に関する説明会
税務署では、事業者の方を対象に、令和５年10月に実施される消費税インボイス制度に関する説明会
を開催します。
日時
定員
会場
５月20日(金) 14時〜15時
名
12
秋田北税務署 ２階会議室
秋田市土崎港中央六丁目9-13
６月17日(金) 14時〜15時
12名
〇説明内容は、各回とも同じです。 〇説明会は事前予約制です。各回とも定員になり次第、受付を終了します。
〇来場の際は、マスクの着用及び検温の実施にご協力をお願いします。
【申込先】法人課税部門 ☎018-845-1798（部門直通）
○
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令和４年５月号

入札結果について

令和４年３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、
公式ホームページまたは入札結果閲覧簿（総務企画課カウンター）をご覧ください。

（予定価格130万円以上）

事業名

契約方式

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

英 語 活 動 支 援 事 業 委 託 随意契約 ３月28日

3,834,600円

100.0

アルストロム アンド アソシエイツ（有）

温泉保養センター送湯管及び
指名競争 ３月29日
給湯冷暖房設備保守点検業務委託
村 道 （ 砂 利 道 ） 保 守
随意契約 ３月29日
管 理 委 託 （ そ の １ ）
村 道 （ 砂 利 道 ） 保 守
随意契約 ３月29日
管 理 委 託 （ そ の ２ ）

8,360,000円

99.35

山二施設工業（株）

23,100,000円

98.22

鈴成建設（株）

20,240,000円

96.23

鹿島道路（株）

庁 舎 清 掃 業 務 委 託 指名競争 ３月29日

4,719,000円

96.75

（株）東北ビルカンリ・システムズ

電 気 保 安 業 務 委 託 随意契約 ３月29日

2,752,200円

91.18

電気管理技術者 大田口 重則

託 随意契約 ３月29日

3,343,560円

93.64

セコム（株）

防 災 行 政 無 線 保 守 点 検 委 託 随意契約 ３月30日

4,116,860円

100.0

日興通信（株）秋田支店

南の池入植記念公園管理委託 指名競争 ３月30日

5,005,000円

94.79

（同）美留造園土木

ご み 処 分 場 管 理 業 務 委 託 随意契約 ３月30日

4,677,200円

99.35

（有）三浦清掃

ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 随意契約 ３月30日

14,311,000円

99.24

（有）大潟清掃

警

備

業

務

委

村の人口の動き・公共施設の状況
◎人口の動き（４月１日現在）
項目
世帯数
人口
男
女

人数(人） (増減）
1,097 (−31）
2,994 (−56）
1,489 (−33）
1,505 (−23）

項目
転入
転出
出生
死亡

◎公共施設の利用状況（３月中）
人数(人）

22
75
１
４

５月の行事予定
日付

行事名等

◎公共施設の太陽光発電量（３月中）
場所等

２日（月） 農業委員会定例総会

役場

24日（火） 大潟中学校体育祭

中学校

25日（水） チャレンジデー2022

村内

６月上旬の行事予定
日付

行事名等

施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
588人 村民センター
1,935人
村民体育館
1,021人 ふれあい健康館
1,456人
干拓博物館
418人 ごみ処理量
60ｔ
多目的運動広場
1,056人 水道使用量
37,134㎥
多目的グラウンド
89人 下水排水量
41,915㎥
子育て支援センター
112人

場所等

２日（木） 農業委員会定例総会

役場

４日（土） 大潟小学校運動会

小学校

５日（日） 八郎湖クリーンアップ

堤防周辺

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
839
135
792
98
西２分館
3.96
314
45
289
20
西３分館
7.74
769
54
746
31
東２分館
9.99
327
208
261
142
東３分館
9.99 1,246
148 1,181
80
北１コミ会館 7.20
452
72
408
33
北２コミ会館 5.40
695
26
666
6
南コミ会館
4.32
531
117
458
44
多目的会館
4.95
455
80
410
32
合 計
63.54 5,628
885 5,211
486
○売電量の金額換算：218,862円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,179リットル
○消費電量の金額換算：37,170円（単価42円/kWh）

５月の行政相談
行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意
見・要望を受け付け、その解決を促進するよう相
談に応じています。お気軽にご相談ください。
【行政相談委員】北村シゲ（西3-4、☎45-2918）
【相談日】５月17日(火) 10:00〜12:00
【会場】役場第２会議室
○

25

こども園

○

26

入園式

小学校

入学式

中学校

入学式

