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「３つの心を大切に…」

6/5 小中連携キバナコスモス植栽活動

令和元年東成瀬村議会定例会行政報告（要旨）
第５回６月定例会議に当たり、第３回３月定例会議以降
の村政の報告と今後の運営方針について申し上げます。

５ 秋田栗駒リゾート関連について
秋田栗駒リゾート株式会社の平成30年度決算がまと

まり、６月18日に株主総会を開催いたします。
決算概要では、単年度収支で２年連続の「赤字決算」

１ デンバー交流関連について
去る５月27日から31日までアメリカ・コロラド州
サライダ市から副市長をはじめとする８名の訪問団が
来村いたしました。
サライダ市は、ダム建設後にカヌー等、河川を活用
した観光振興施策に取り組んでおり、村とは人口規模
や気候等も似たような地域であります。
また、サライダ市長からプレートが寄贈され、そこ
には、姉妹都市として交流を進めたいとのメッセージ
が刻まれておりました。
今後、村としましては、成瀬ダム完成後の活用施策
のアドバイスや河川を通じた交流等を検討してまいり
たいと考えております。

２ 情報通信関連について
民放ラジオ難聴解消事業については、６月６日に地
鎮祭を行い、鉄塔の建設を10月末まで完成させる予
定としております。
順調に手続が進みますと、年内には「ＦＭ秋田」を
聴くことができる予定であり、今後は同社との災害協
定なども協議してまいります。

３ ふるさと納税について

また、栗駒山の主要な登山コースである「須川コース」

において昭和湖付近の火山ガス濃度が高く、立入禁止
区間となっており、迂回コースはあるものの、秣岳への
縦走登山は距離がかなり長くなることから、栗駒山荘な
ど今後の営業に与える影響を懸念しております。

６ 椿川字間木地内火災について
去る５月11日、間木地内で火災が発生しました。自宅
付近で枯れ枝等を焼却していたところ、折からの乾燥と
強風によって、近くのスギ立木に燃え広がったものであ
り、広域消防及び消防団が出動して消火活動に当たりま
した。
毎年、４月下旬から５月にかけては、乾燥した気候が続
くため、防災無線により注意喚起をしておるところです
が、引き続き様々な媒体を活用し、火災予防を呼びかけ
てまいります。

７ 栗駒山系遭難対策協議会について
６月中下旬のタケノコ採りシーズンを迎えるに当た
り、今年の総会が６月４日に開催されました。

後も返礼品等の充実に努めてまいります。

関係自治体の広報へ差し込むとともに、６月８日には
国道 342 号線沿いで関係機関と合同で、直接チラシ
を配布することとしております。

４ イベント関連について
６月から観光物産イベントが本格的に実施されます
が、８月の仙人修行については、４月の受付開始から
２週間で申込みが定員となり、キャンセル待ちとなって

おります。
今後とも、村の観光ＰＲや特産品の消費拡大に努め、
村応援団などの交流人口拡大やふるさと納税に結びつ
けてまいりたいと考えております。
広報

ておらず、派遣会社に頼らなければならない状況にあ
ります。今後とも、効率的な経営を図りながら、課題解
消に努めてまいります。

今年度のふるさと納税は、５月末現在で253件、171
万5,000円となっており、前年同時期に対し、件数で27
件、金額で45万5,000円の増加となっております。
また、５月31日から受付窓口を１社増設しており、今

２

となる見込みで、昨年と同様に「人手不足による人件
費」や「燃料費」の高騰など、様々な要因が考えられま
す。中でも「人手不足の深刻さ」は依然として解消され
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遭難防止対策として、５月下旬に入山規制のロープ
や看板の設置を行い、更に注意喚起のチラシを作成し、

「野鳥の森」を含む須川高原一帯は、背丈を超える
笹に覆われ、地形そのものが非常に迷いやすい場所で
す。そのため、遭難救助活動は現地を熟知している隊
員でなければ、対応が困難な状況です。
今後とも、遭難防止に対する様々な取組を行ってま
いります。

第５回６月定例会議
８

国民健康保険の運営状況について

国民健康保険の運営主体が秋田県に移行して１年が
経過しました。新制度での運用は、概ね順調な出だし
と考えております。
なお、去る５月28日に国民健康保険運営協議会を
開催し、運営状況等を報告し、御承認を頂きました。
また、今年度の試算では、給付と税のバランスが均
衡化していることから、税率改正は行わないこととし
ております。

９

簡易水道事業について

簡易水道事業の財源となる国庫補助金の満額交付の
内示を受け、ほぼ計画どおり事業が進捗しております。
中部地区の工事関係では、入道地区内の配水管布設
工事の早期完成に向け、準備作業及び現場作業を速や
かに進めております。
また、今後は、主に浄水場造成工事及び浄水棟築造
工事、さらには浄水場建設予定地からの送水管及び導
水管布設工事に着手する予定としております。

10 今春の稲作状況について
現時点における村内の稲作状況は、５月が好天に恵
まれ、育苗作業も順調に経過し、ほぼ村内全域で田植
作業が終了しております。
今後は、梅雨時期を迎えることから天候不順等によ
る生育管理に注視するとともに、農業総合指導センタ
ーの巡回事業において情報収集に努め、適宜農家へ情
報を提供してまいります。

11 水と緑の森づくり税事業について
今年度はナラ枯れ被害の激甚地である田子内字木滝
沢地内一帯の被害木を特定し、伐倒処理を実施すると
ともに、ツキノワグマ等の野生動物が潜む可能性のあ
る空間を排除し、人的被害の未然防止と景観向上等の
ため、蛭川地区・ジュネス道路周辺・カントリーパー
クの全周囲の森林に対して、除伐・枝打ち等の施業を
実施する予定としております。

12 更新伐事業（ナラ枯れ被害対策）について
ナラ枯れ被害の拡大防止については、樹幹注入によ
る予防措置を講じているほか、平成 30 年度からは被
害到達前の森林で大径木を中心に伐採を進め、林地の
若返りを促進させる対策も行っております。

13 森林環境譲与税について
森林環境及び森林環境譲与税に関する法律が今年３
月に成立し、４月から施行されました。

村では、森林環境譲与税基金を新たに設置して、造
林事業等で開設した補助作業道の刈り払いや修繕、新
たな森林管理制度に基づく経営意向調査等の経費、地
域森林作業適正管理助成金等の財源に充てていく予定
としております。

14 建設事業関連について
村事業につきましては、道路整備として主に部落要
望を優先した整備を進めており、計画どおり発注してま
いります。
県関係の事業につきましては、国道 342 号道路改良
工事の川通工区が来年度の完成に向け継続すると伺っ
ております。県道仁郷大湯線については今年度の事業
費が１億 2,000 万円で落石対策工事が継続して行われ、
横手東成瀬線は側溝改良、路肩補修の整備が予定され
ております。その他防災対策として橋りょうやスノーシ
ェッドの補強工事が実施される予定となっております。

15 カントリーパークについて
カントリーパークは、５月22日の国道397号の開通と
同時にパークゴルフ場をオープンしており、チャレンジデ
ーに合わせ４コースを開放しております。

16 成瀬ダム事業関連について
成瀬ダム建設事業は、令和元年度の予算が 160 億
1,000 万円で前年度比 2.3 倍と大幅に伸び、本格的な
工事が始まっております。
ダム本体工事については、４月から堤体の基礎掘削
やバッチャープラント等の仮設施設の設置、原石山の材
料採取を実施するとともに、秋ごろには堤体の一部を
打設する予定であると伺っております。また、第２四半
期には取水設備工事や国道 342 号の付替工事である２
号橋の上部工に着手する予定であるとのことです。
工事が進むにつれて建設に係る従事者数及び交通量
も増えますが、国、県、警察など各関係機関・部落長・
共同企業体による「成瀬ダム事業防犯及び環境対策連
絡会議」を開催し諸問題を協議し、村民の安全・安心
に努めます。
更に、ダム建設に関係するコンサルタント及び工事業
者で組織されている「成瀬ダム工事・調査安全協議会」
では、国道の交通安全マップによる安全速度の徹底、通
勤時間帯などをルール化し通行には十分注意している
ようですの
で、村民皆
様の御理解
をお願いい
たします。
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チャレンジデー2019
5月29日、全国一斉に行われたスポーツイベント
「チャレンジデー2019」は、参加率107.5％で初
参加から12年連続の金メダルを獲得しました。
今回の結果は、過去最高の参加率であり、秋田県
で1位、全国でも2位という結果でした。
今回の対戦相手の岡山県新庄村は、参加率
100.3％で、自治体の対戦結果としては、見事勝利
することができました。
当日は早朝の地域活動をはじめ、各団体、個人に
積極的に取り組んでいただき、特別賞受賞団体は5
地区となりました。
また、今年度も記念事業として、対戦相手の特産
品であるヒメノモチの餅米粉を使用して作られた
「ママカフェクッキー」を保育園や小・中学校の給
食等でいただきました。
チャレンジデー記念イベントにおいては、チャレ
ンジデー大使として、北秋田市出身のノルディック
複合種目選手の湊祐介氏が来村し、激励の挨拶と軽
体操の指導、スキージャンプ種目の体験をしていた
だきました。
村内外より多くの皆様にご参加いただき、誠にあ
りがとうございました。

東成瀬村チャレンジデー賞
●地域づくり団体ごとの参加率
地

区

名

参加率

メダル

田子内地区

72.8％

金

岩井川地区

74.8％

金

椿川地区

65.2％

金

大柳地区

71.9％

金

●チャレンジデー特別賞【80%以上が受賞】

４

広報

2019.６

地 区 名
下田地区

参加率
85.3％

受 賞
特別賞

入道地区

91.0％

特別賞

谷地地区

89.2％

特別賞

天江地区

92.3％

特別賞

草ノ台地区

92.9％

特別賞

表
表

彰
彰

秋田県スポーツ推進委員功労者表彰

６月８日由利本荘市文化交流
館カダーレで開催された「第
６２回秋田県スポーツ推進委
員研究大会」において、村ス
ポーツ推進委員の佐々木裕一
さん（田子内）と菊地直也さ
ん（手倉）が功労者表彰を受
賞しました。
お二人とも、長年にわたり
スポーツ推進委員としてスポ
ーツ振興等に献身的に取り組
んでいることが認められ、今
回の受賞となりました。

善

意

佐々木 裕 一

氏

菊 地 直 也

氏

キバナコスモス播種場所整備

−多くの方々によるボランティア−
５月24日（金）、村建設業協会を始めとし

た有志の皆様が、「キバナコスモス植栽活動」
のための除草や下地整備を行ってくださいまし
た。種まき当日はとても順調に作業を進めるこ
とができました。また、中学校の校舎の周りの
除草や花壇の整備も行っていただきました。

ボランティアに参加してくださった皆様、学

校の教育活動にご協力いただき、ありがとうご
ざいました。

村建設業協会

大橋建設㈱

㈱鈴木建設工業

備前建設

㈲高橋土木

㈱佐々木機械土木

㈲佐々木工業

㈲成瀬産業

鹿島・前田・竹中土木JV

大成・佐藤・岩田地崎 JV
日本工営㈱

伊藤建設工業㈱

㈱自然科学調査事務所

大曲測量設計事務所

201９.６ 広報
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キバナコスモスの種まき

−小中連携教育事業−

６月５日（水）、東成瀬小・中学校児童生徒

が、田子内バイパス沿いや小学校周辺にキバナ
コスモスの種をまきました。これは、「優しい
心」「協力する心」「奉仕する心」の３つの心
を児童生徒たちが育むことを目的として行って
おります。

中学生がリーダーシップをとりながら、仲良

く、協力し合い、丁寧に種をまきました。また、
地域のボランティアの方々も協力してください
ました。

今年は本事業が始まってから13回目となり

ます。秋には、児童生徒が思いを込めたキバナ
コスモスの鮮やかなオレンジ色が、村民や村を
訪れる方々を歓迎してくれることでしょう。

５月村長の動き

７日(火) 村議会招集会議
（初議会）
８日(水) 福祉チャリティ実行委員会
（保健センター）
国道397号整備促進期成同盟会監査
（応接室）
（防災情報センター）
９日(木) 村戦傷病没者追悼式
第１回チャレンジデー実行委員会
（防災情報センター）
（ホテルブラン）
10日(金) 部落長・行政協力員会議
13日(月) 東北ダム事業促進連絡協議会幹事研修会・幹事会（宮城県）
15日(水)〜24日
（金）
全国自治協会海外地方行政調査
（欧州）
25日(土) 政府与党幹事長・農林水産大臣要望会（秋田市）
（東京都）
27日(月) 全国過疎自立促進連盟監査
28日(火) 東京2020大会聖火リレー秋田県実行委員会総会（秋田市）
秋田県・市町村協働政策会議総会
（〃）
チャレンジデー2019あきた決起集会
（〃）

５／28

広報

2019.６

チャレンジデーエール交換

29日(水) チャレンジデー2019
米国コロラド州サライダ市との面談（役場）
成瀬ダム建設事業研修会（横手市）
雄物川水系・成瀬ダム建設促進期成同盟会研修
会・総会（〃）
成瀬ダム水道利水対策協議会総会（〃）
30日(木) 横手警察署開所記念式（横手市）
米国コロラド州サライダ市との懇談会
（ホテルブラン）
村社会福祉協議会理事会（保健センター）
31日(金) 雄勝地域振興局との行政懇談会
（ホテルブラン）

５／９
戦傷病没者追悼式

６

５／８

サライダ市視察団面会

選

第25回参議院議員通常選挙

挙

−「この一票で輝く未来

●投 票 日
●投票時間
●開

票

令和の時代」−

元 年 ７ 月 21 日（日） ※予定
午前 ７ 時から午後 ７ 時まで
当日午後 ８ 時から 防災情報センター３階会議室
令和

期日前投票できます！
投票日に仕事や旅行、レジャーなど用事のある方は期日前投票をすることができます。
次のとおり期日前投票所を設置しますので、ご利用ください。
●投票できる期間
●期 日 前 投 票 所

７月５日（金）〜７月20日（土）午前８時30分から午後８時まで
防災情報センター１階

※国会の会期（閉会日）により投票日が変更になる場合があります。

●投票立会人を募集します！

選挙時における各投票所及び期日前投票
所の投票立会人を募集します。

●投票立会人とは？

投票及び投票事務が公正かつ確実に行な
われているかを確認するために投票所で
立ち会いをする人のことです。

投票日当日

午前７時から午後７時まで

9,100円

期日前投票

午前８時30分から午後８時まで

9,500円

投票箱

●立会時間及び報酬

201９.６ 広報 ひがしなるせ
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生涯学習

〜生涯学習教室開講しています〜
岩井川歌謡踊

今年度の生涯学習教室は、民謡踊、つる細工、
三味線など10教室が開講しています。このほ
か、生涯学習体験コースの芸術・趣味では、郷
土料理、ギター、華道など開講しており、この
ほか申し込みのあった11コースを開講します。
また、運動・健康づくりでは、ヨガ、リンパケ
ア、バドミントンなど７コースを開講します。
広報と一緒に配布の体験コース一覧をご覧にな
り、毎回参加できなくても、都合のつく日時が
ありましたら是非参加してみてください。
問 教育委員会

☎４７−３４１５

〔体験〕郷土料理教室
ささもち作り

〔体験〕家庭菜園教室

「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」出場選手募集！！
村では、10月5日、6日に開催される「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」の出場選手

を募集しております。大会及び募集の概要については以下のとおりです。
１

期

日

２

会

場

３

開会式
競 技
鹿角市

10月5日
（土）
6日
（日）

募集選手及び条件
募集する選手には次の条件があります。
（１）高校生（男女とも２名）
①平成13年４月２日〜平成16年４月１日生ま
れであること。
②東成瀬中学校卒業生又は保護者の居住地が村
内であること。
（２）一般男子・女子（男女とも２名）
①社会人、大学生・専門学校生等（以下「大学
生等」という。
）であること。
②居住地、出身地又は勤務地が村内であること。
③大学生等は出身地又は保護者の居住地が村内
であること。
（３）一般壮年（男女不問で２名）
①10月6日現在で満40歳以上であること。
②
（２）
の①、②の条件を満たすこと。
４ 募集期間 ７月12日まで
問 教育委員会
８
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☎４７−３４１５

令和２年度「海外ホームステイ体験」参加者募集
体験期間

研修内容

令和２年７月下旬〜８月下旬（期間内の10

⑴ 事前研修
（令和元年12月〜令和２年７月）

日程度）夏季休業期間

※内容はＡＬＴとの英会話など
⑵ ホームステイ

海外体験先

⑶ 現地でのボランティア活動

米国コロラド州デンバー市

⑷ 自然体験学習又は現地の名所等見学
⑸ 研修成果に関するレポートの提出

対 象 者
村内在住の中学生から20歳以下及び保護者

が村内に住所を有するものであって、次のいず

参加費用

は除く。

10万円〜15万円
（パスポート・海外旅行傷害保険料は
自己負担となります。）

れかにも該当すること。ただし、過去の参加者
⑴

心身ともに健康で、計画に従い規律ある行

動をとることができる者

⑵

募集人員

研修の参加に意欲をもち、応募の理由が明

確かつ適正である者

⑶

申込期限

英語によるコミュニケーションをとること

令和元年10月31日（木）

ができる者

⑷

保護者の承諾を得ている者

税

金

３名〜５名

東成瀬村企画課

☎４７−３４０２

総合県税事務所からのお知らせ

●自動車税の納期限は７月１日（月）です。

●自動車税も口座振替で

自動車税は、４月１日現在の車検証の登録名義

公共料金の支払いと同じように、自動車税も口

人に課税されます。４月１日以降に移転登録（転

座振替にしませんか。金融機関へお出かけになる手

売等）したときでも４月１日現在の車検証の登録

間が省けて、安全、確実です。

名義人が全額納付することになります。
忘れずに最寄りの金融機関又はコンビニエンス
ストアで期限内に納めましょう。

県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、
農協などに口座があれば、どなたでも利用できま
す。（ゆうちょ銀行は利用できません。）
秋田銀行、北都銀行及びみずほ銀行は、県外の

●秋田県総合県税事務所納税部収納管理課
電話

０１８−８６０−３３３１

●秋田県総合県税事務所雄勝支所
電話

０１８３−７３−３１８１

支店でも可能です。
令和２年３月31日までにお申し込みされます
と、令和２年度分の自動車税から口座振替ができ
ます。
詳しくは、秋田県総合県税事務所納税部収納管
理課又は雄勝支所まで。

201９.６ 広報
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後期高齢者医療
75歳以上（※）で医療保険料の均等割９割軽減の皆様へ
※65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。

高齢者医療保険料の均等割について、これまで９割軽
減となっていた方は、今年度、８割軽減に変わります。
介護保険料については、今年度、所得の低い高齢者へ
の保険料の負担軽減が強化されます。所得の低い年金受
給者の方へは、今年度10月から、年金生活者支援給付
金（基準額月5,000円）の制度が始まります。

（例）年金収入80万円以下の方

■老齢年金生活者支援給付金(補足的な給付を含む)

金額は保険料を納めた期間等により異なり、基

の場合、支給要件（65歳以上で老齢基礎年金を

本的に10、11月分を12月(年金の支払日と同日)

受給中、世帯全員の市町村民税が非課税、前年の

に振込みます。

年金収入額と所得額の合計が879,300円以下）
を全て満たす必要があります。

■医療保険料を年金からの引き落としで納めている
場合、引き落とし額への影響は10月からです。

問い合わせ先
●後期高齢者医療制度について……民生課（47-3403）
●介護保険について…………………民生課（47-3404）
●年金生活者支援給付金について…ねんきんダイヤル

(0570-05-1165）
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健康づくり

なるせ健康づくり学校
in まるごと自然館

開校

村民の方々が自分の健康に関心を持ち、自分で健康づくりをす
るヒントとなるように、様々な内容の講座を企画しました。全４
回の講座を通して自分の健康について見直してみませんか？
【日程と内容】
第１回
第２回
第３回
第４回

がん予防健康講話会（終了）

８月27日（火）13:30〜15:30

検診結果の見方説明会とウォーキング教室
10月30日（水）９:30〜11:30

認知症サポーター養成講座とコグニサイズ体験教室
12月11日（水）９:30〜11:30
感染症予防について

◎３回以上ご参加いただいた方には、うれしいプレゼント付きです！
◎申し込みは必要ありませんので、興味のある講座にご参加ください！
◎会場はすべて「まるごと自然館」です

問い合わせ：民生課

年

金

保健師

４７−３４０５

国民年金保険料の免除等の申請について

保険料を納め忘れた状態で、万一、
障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の
納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50 歳未満）」があり
ますので、役場民生課の窓口で手続きをしてください。申請書は民生課窓口にご用
意しています。
令和元年度分（令和元年７月分から令和２年６月分まで）の免除等の受付は令和
元年７月１日から開始されます。
また、申請時点の２年１か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘
れていた期間がある方は、民生課窓口または大曲年金事務所へご相談ください。
民
生
課
☎４７−３４０４
大曲年金事務所（お客様相談室） ☎０１８７−６３−２２９６

201９.６ 広報 ひがしなるせ
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診療所

診療所からのお知らせ

■住民検診期間中の午前の診察時間の変更について
医師が村の住民総合検診に出務するため、こ

変更する日

診察開始時間

更になりますのでお知らせします。

６月 24 日（月）

午前 ９時 30 分

■診療所の通常の受付時間

６月 25 日（火）

午前 10 時 30 分

６月 26 日（水）

午前 ９時 30 分

６月 27 日（木）

午前 10 時 30 分

７月

1 日（月）

午前 10 時 30 分

７月

2 日（火）

午前 10 時 30 分

の期間中は午前の診察開始時間が次のとおり変

【 午前 】８時30分〜11時30分
【 午後 】１時30分〜 ４時30分

■午後の受診は事前に電話確認を
午後は、往診（随時）、幸寿苑回診（火曜日
及び金曜日）、乳幼児健診（水曜日）、大柳出
張診療（隔週木曜日）などにより医師が不在の

【追加検診日】

９月 20 日（金）

午前 ９時 30 分

場合がありますので、来院の際は事前に電話で
ご確認ください。

住基カード
有効期限が近い方へは個別にご案内をお送り
しておりますので、期限到来後も各種サービス
を利用したい方は、ご確認をお願いします。
※マイナンバーカード（個人番号カード）への
切り替え等、手続が必要な方
○本人確認書類として使いたい
○防災センター１階にある証明書自動交付機を
使いたい
○インターネットで確定申告等をしたい
○村に印鑑登録をしている
※今すぐに必ず切り替える義務はありません
○上記に当てはまらない方
○近いうちに住所・氏名等が変わる予定のある
方
○カードの管理に不安のある方（紛失・盗難に
よる悪用にご注意ください。紛失し再発行を
希望する場合、警察署に遺失の届出が必要で
す。また、再発行は有料となります。）
12
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東成瀬村国民健康保険診療所

☎４７−２３０８

住民基本台帳カード
（住基カード）をお持ちの方へ
〜有効期限にご注意ください！〜
現在お持ちの住基カードには、有効期限が設定
されています。

村で発行した顔写真付きのカード
●マイナンバーカードの申請方法については、役
場民生課へお問い合わせください。

民生課

☎４７−３４０４

駐在所から
「新元号」
「退位」に便乗した犯罪・トラブルに注意！
主な手口
●全国銀行協会など公的機関を名乗り、
「改元による銀行法の改正」等
を内容とした虚偽の書類を送りつけ、返信用封筒などにより口座情
報を記載させた用紙やキャッシュカードをだまし取る手口
●天皇陛下の退位を記念した写真集を購入するよう電話勧誘し、高額
を請求する悪質商法
●注文していない皇室の写真を送りつけ、後からお金を請求する送り
付け商法

被害に遭わないポイント
■キャッシュカードを渡さない・預けない
■暗証番号などの口座情報を教えない
■不要な商品の勧誘は、はっきり断る
■送りつけられても代金を支払わない

一人で判断せず、まずは警察や家族に相談を！
隊

地域おこし協力

日記
全力こじまの体験

ネギってこうやっ
て植えるんだ…

区の畑で
）、滝ノ沢地
６月11日（火
と一緒
ム」のみなさん
「滝ノ沢ファー
めての
験しました！初
にネギ植えを体
ら上手
えてもらいなが
教
が
た
し
で
験
経
ます！
できたと思って
に植えることが
いいなあ……
おいしく育つと

難しいなぁ…

201９.６ 広報 ひがしなるせ
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東成瀬源流コンサートを開催
「なるせの源」初披露
みなもと

6月8日（土）午後1時30分より地域交流セ
ンターゆるるんを会場に、東成瀬源流シンポジ
ウム実行委員会主催による「東成瀬源流コンサ
ート」が行われました。
1部では、成瀬ダム工事事務所村山所長より
成瀬ダム建設事業についての報告があり、成瀬
ダムの概要や現在の進捗状況など令和6年度の
完成に向けて順調に進んでいるとの説明があり
ました。
第 2 部では、子ども仙人太鼓の演奏に続き、
元オフコースのドラマーで小坂町出身の大間ジ
ローさんによるコンサートが開かれ、180 人の
観衆は皆、素晴らしい歌声と演奏に魅了されま

村山成瀬ダム工事事務所長

14
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大間美井子さん
（左端）

大間ジローさん

した。 特に、大間さんの奥様である大間美井子
さんが作詞し、大間ジローさんが作曲した「なる
せの源」という未発表の曲が披露された時には、
会場には一際大きな拍手が響き渡りました。
作詞した大間美井子さんによると、
「赤滝神社
と能恵姫伝説を基に、自然豊かな成瀬川源流か
ら生まれたひとしずくの水が、雄物川へ合流し
日本海に注ぐまでの情景を浮かべて作詞した。」
とのことでした。大変素晴らしい曲ですので、機
会がありましたら皆さんにも披露したいと考え
ています。

なるせダムニュース
◆成瀬ダム情報◆

成瀬ダム工事事務所

～個人を対象とした成瀬ダム見学会開催～

●初めて「個人を対象とした成瀬ダム見学会」を行いました●
これまで成瀬ダムの現場見学は団体での申し込みに限り対応しており、個人で参
加を希望される方は特別見学会に参加する必要がありましたが、2019年度からは
「個人を対象とした見学会」を開催することとし、第１回目を５月31日（金）に行
い、37名が参加しました。
見学会は展望台で概要説明を行ってから、ダム工事現場内をバスで移動してダム
右岸天端にある見学スペースから現在行っている基礎掘削工（ダムの土台となる硬
い岩の上にある土などを取り除く作業）や法面保護工（掘削した斜面を保護する作
業）の様子を見ていただきました。
今後もダムの役割や魅力をアピールする場としてダム見学会を開催しますので、
村民の皆様もぜひ参加してみてください。

■参加者のお住まい
秋田県外では、遠くは東京、神奈川から参加された
熱心な方もおられました。
秋田県内では、ダム下流域で受益地である湯沢市、
横手市の方の参加が多かったです。

◆参加者からの質問、感想◆
・「ダムの型式はどうやって決まるのか？」
・「掘削した土はどこへ持っていくのか？」
・「昨年も見学したが工事が進んでいて驚いた」
・「紅葉時期にも見学してみたい」
・「説明がわかりやすかった」

展望台での概要説明

東京都 1人
神奈川県 1人
福島県 1人

参加者３７名

宮城県 3人
美郷町 1人
大仙市 1人

秋田県外
6人

横手市
14人

秋田市 2人

由利本荘市 3人

にかほ市 3人

秋田県内
31人
湯沢市
7人

工事の状況を見学

▼今後の「特別見学会」、「個人を対象とした見学会」情報▼
今後も個人で参加できる見学会を開催予定です。
「個人を対象とした見学会】：第２回目（７月下旬を予定）
「特別見学会」：ダムナイトツアーと星空観察（８月を予定）
「個人を対象とした見学会】：第３回目（９月を予定）
「特別見学会」：東成瀬村産業祭に合わせて開催（１０月を予定）
詳細は成瀬ダム工事事務所から、改めてお知らせします。
201９.６ 広報 ひがしなるせ
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学校 の と び ら
東成瀬小学校
夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

５年生が田植え体験！

５月27日

どきどきわくわく体験

を教えながら活動する姿が見られ
ました。今後、水やりなどのお世話
をしながら、花だけでなく自分や友
だちの命を大切にする思いやりの
心を育てていきたいと思います。

５月２４日

１，２年生26人は、横手市ふるさ
と村へ体験活動に出かけました。
近代美術館で特別展を見た後、ね
この絵の制作をしてきました。さら
に、ワンダーキャッス ルで は 、ト
リックアートの世界を満喫し、楽し
い一日となりました。このあと、真
人公園でのザリガニつりを予定し
ています。
子どもたちは校外での学習を楽
しみにしているようです。

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

太陽より熱い体育祭！
５月21日，
「 叫べ！〜太陽より熱
く！〜」
のテーマのもと、
体育祭が行
われました。今年は前日から降り続
く雨のため、
体育館で開催しました。
数日前から全校縦割り「青、白、
橙(だいだい)」の色別軍団に分かれ
て、練習に取り組んできました。残
念ながら「100m走」や「全員リレー」
などを行えませんでしたが、大いに
遊走を楽しむことができました。
また、生徒たちの仲間を応援し
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ＪＡさんに協力していただき，
５年生28人は、田植え体験をし
ました。田んぼに入り、手植えを
するのは初めてという子どもたち
でしたが、「今年の５年生は上手
ですね」と誉められながら植える
ことができました。田んぼに子ど
もたちの歓声が響きわたりまし
た。自分たちが地域の皆様方に支
えられていることを実感できた貴
重な体験となりました。

人権の花植え ５月30日
人権擁護委員の方々を迎えて、
人権の花植えをしました。上学年の
子どもが、下学年に花植えの仕方
たり賞賛したりする姿や、一生懸命
準備・運営に取り組む姿を見るこ
とができました。

２年生 大槌町へ

５月23・24日、２年生は宿泊
体験学習で岩手県大槌町に行きま
した。２日間、晴天にも恵まれ、
予定していた活動をすべて行うこ
とができました。
宿泊体験学習には、大槌町の吉
里吉里中２年生との交流もありま
したが、短い時間でお互いに打ち
解け合い、楽しい思い出をつくる
こともできました。

小中連携キバナ植栽活動
６月５日

事前に，東成瀬村建設業協会の
方々が道路沿いを耕して種をまき
やすいようにしてくさいました。
ありがとうございました。当日
は，地域のボランティアのみなさ
んに協力していただいて，小学生
と中学生が協力して学校周辺や国
道沿いに種をまきました。「やさ
しい心」「協力する心」「奉仕の
心」の３つの心が大きく育ってく
れることを期待しています。

陸上部 全県総体へ！
５月30日、郡市総体陸上競技
大会が稲川陸上競技場で行われ、
２年男子２名が出場しました。
男子共通110ｍＨ 第１位 土谷橙
真さん 男子共通400ｍ 第4位 髙
橋駿介さん
２名の選手は、７月13日から
15日まで県営陸上競技場（雄
和）で開催される全県総体陸上競
技大会に出場します。ご声援よろ
しくお願いします。

なるせ児童館

親子でいちご狩り体験
移動なるせっ子広場

なるせっ子広場では、親子で

羽後町の「こまち野」にいちご
狩りにでかけました。

ハウスの中に鈴なりに実ってい
るいちごを摘んで食べ、親子で
初夏の味覚を味わったりして楽
しいひとときを過ごしました。
帰りに参加者全員で記念写真

を撮りました。

児童館（虎の穴・健全育成）保育園共同事業(花植え)
５月29日に、保育園の先生方に協力して

いただき、子どもたちと花植えをしまし
た。植え方の手順をしっかり聞いて、植え

ることができ、花壇が色鮮やかに生まれ
変わりました。児童館の玄関で出迎え
てくれるようにきれいな花壇を維持し

ていきたいと思います。

なるせ保育園

なるせっ子運動会 とっても楽しかったよ！
たくさん応援してくれてありがとう！

自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！
一緒に楽しく保育をしませんか！

保育士採用試験

募集人員

法人正職員 ２名

採用予定

令和２年４月１日

（令和元年度途中採用も可）
採用試験

令和元年８月４日(日)

申込み及び締め切り
令和元年７月12日㈮までに採
用申込書をなるせ保育会に提出
詳しくは、なるせ保育会募集係
に問い合わせください。
０１８２−３８−８６１１

「夢に向かって

8日(土)、なるせっ子運動会を
開催しました。体育館での開催に
なりましたが、たくさんの方に応
援に来ていただき、大歓声の中で
楽しい一日を過ごすことができま
した。
普段活動していることを披露した
り、お家の人との遊走を楽しんだ
りできました。リレーでバトンを
つなぎ、友達を一生懸命応援する
なかで、人と人とのつながりを感
じる一日となりました。

よ〜いドン！」

４歳児も体育館１周のかけっこに挑戦！大
歓声の中で激走しました。

５歳児遊走「令和にようこそ！」
平成トンネルをぬけ、令和の輪投げ。どの
親子遊走でも微笑ましい光景が一杯でした。
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17

み んなの 広場

Topics

大健闘！

●第31回湯沢市雄勝郡小学生陸上競技大会−６／２−

５年男子８０ＭＨ
第２位
５年男子１０００Ｍ 第３位
６年男子１０００Ｍ 第４位
５年混合リレー（Ａ）第４位
５年混合リレー（Ｂ）第６位
４年女子走幅跳
第１位
６年男子走幅跳
第４位
第５位
６年女子走幅跳
第４位
ジャベリックボール投げ
５年男子 第２位
５年女子 第４位
６年男子 第３位
６年女子 第１位
第２位
６年女子走高跳
第３位
第４位

「元 気にダンス 」
（６／８「保育園運動会」）

快

挙！

伊勢谷
沼 倉
鈴 木
佐々木
吉 田
平 良
髙 橋
石 綿
菊 地
髙 橋
髙 橋
佐々木
冨 田
佐々木
佐々木
平 良
谷 藤

[敬称略]

かける
た

辰
皐

つ

翔
樹
成
城
瀬
和
依
響
汰
依
き

こうせい

じょう

お

う

や

ま

桜
大
芽
め

け

慶
優

せ
と

い

柳
髙
髙

た

橋
橋

か

や

賢 弥
ほのか
颯 太
そ

う

た

ひびき
い

ゆ

た

い

れん

廉
のどか
獅 温
杏 実
真 緒
優 姫
日 菜
し

お

ん

あ

み

ま

お

ゆ

ひ

う

ひ

な

〜親子で３冠達成（史上初）〜

６/15㈯〜16日㈰、東成瀬中学校体育館において郡市総体が行われ、卓球部が女子団体と個人４名が見事

に県総体出場を決めました。おめでとうございます！

また、女子個人で優勝した鈴木望叶さんは、３冠

（秋季・春季・総体）達成となり、母子での３冠達成は、史上初の快挙となりました。

●女子団体
決勝リーグ

３−１
３−２

２位

男子個人

２−３

湯沢北中

皆瀬中

（2勝１敗）

全県総体出場（３年連続出場）

●個人 [敬称略]
女子個人

羽後中

優

勝

第３位

鈴
冨

木
田

み

望

と

叶

ゆ う が

結

楓

第５位
第７位

佐々木
最上谷

あ

や

ひ

な

綾
日

の

乃
た

暖

ホストファミリー募集のお知らせ
県内の大学等に通う留学生とご家族で交流していただけるホストファミリーボランティアを募集してい

ます。国際交流に興味のある方はぜひお申込み、お問い合わせください。
【問い合わせ先】

（公財）秋田県国際交流協会

TEL：018-893-5499
H P：http://www.aiahome.or.jp
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神田で「故郷自慢プレゼン会」
東成瀬村・佐藤時子さんが『仙人の郷』プレゼンを

首都圏には故郷を想う人たち
がたくさんおります。この人たちの
熱い力を結集すれば、もう少し地
方の力になれるのでは…。私たちは故郷のために
どんな役に立てるのでしょうか。まずは故郷の良さ
『全
を自慢し、知ってもらうことから始めましょう。
国うまいもの交流サロン「なみへい」HPから抜粋』

「なみへい故郷自慢プレゼン会」が５月２９日、神
田の「なみへい」で開催され、参加者のみなさんと
故郷への熱い想いを共有するとても有意義な時間
を過ごした。
たまたま目にしたSNSの投稿。
「なみへい故郷
自慢プレゼン会」の投稿アップに我が目を疑う。
単に「故郷自慢」であるならばさして騒ぐことでも
ないが、この自慢に「東成瀬村」が加わるとなる
と、これは少々穏やかではなくなる。プレゼンター
は秋田県東成瀬村出身の佐藤時子さんと他に２
人。「晩ご飯」は「東成瀬村のプレゼンをする佐
藤さんに秋田県のものをお願いしました」と。
「晩
ご飯」とはプレゼンの後に用意される「食事交流
会」のメイン料理。東成瀬のプレゼンに郷土の食
材料理とくれば、もう「なるせじん」として黙っては
いられなくなる。「佐藤さんはどんな人？」「東成
瀬の何所？」「歳は？」等々と勝手な思いをめぐら
す。兎にも角にもイベントが気になり、気づいたら
参加の申込みをしていた。
当日は開会少し前に「なみへい」に入る。店内を
見渡すと若い人たちが多い。故郷自慢の年齢層を
己の世代に重ねていた。そのせいなのだろうか、少
し意外だった。
「故郷自慢」の持ち時間は２０分、東成瀬村、盛
岡市、長野市の順番で３名のプレゼンターが期待
どおりのプレゼンをしてくれた。佐藤さんのタイト
ルは『仙人の郷〜東成瀬村〜』。田子内の実家か
ら撮ったという「虹が架かる村」がスクリーンに映
し出される。平成の大合併では、村民アンケート
の結果をふまえ「合併しない道を選んだ村です」
と紹介。さらに、村のシンボル・仙人に想いを寄せ
る。村に入るとすぐに橋（田子内大橋）がある。そ
の欄干に「４人の仙人」がいるんですと。故郷へ
帰ると、いつも、
「帰ってきたよ」とそこを通る。仙

人たちは、その表情、髭、立ち姿にちょっとずつ個
性の違いを見せてくれる。「とても大好きです」と
声を弾ませた。
栗駒山系の豊かな自然。３つの湧き水（栗駒仙
人水/五郎兵衛清水/蛭川清水）と両極端な２つ
の温泉（強酸性の須川温泉/アルカリ性硫黄のや
まゆり温泉）。とまと、仙人米、赤べごなど豊富な
食材。教育、星空、神社とその神々の彫刻、ダム
等々と次々に映し出される故郷に、プレゼンの主役
（話し手）がみごとな調和を魅せてくれた。
パソコンが苦手という佐藤さん。ある大学ゼミ
の学生さんたちが資料づくりに協力してくれたと。
その学生さんたちが応援に駆けつけた。店内を見
渡した…「意外」に納得する。＜故郷愛を強く感じ
る。東成瀬村はありのままで良い。変わってほしく
ない。直接お話を聞いて興味を持てた。合宿を行っ
てみたい。＞学生たちの東成瀬感であるという。
余韻を抱えての「晩ご飯」は、だまこ鍋をメイン
に、わらび・柿漬大根・蕗の煮付けの三点盛り。鍋
をつつきながら、故郷自慢はセカンドステージで
も盛り上がっていた。
toko
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仙 人 郷版
出張就職相談会のお知らせ

に併せて「骨髄バンク集団登録」

○自衛官候補生及び一般曹候補生
■受付期間

を実施します。善意の登録にご

（自衛官候補生）通年

を開催します。県南部在住で、

※登録は２ミリリットルの採血

７月１日（日）〜９月６日（金）

す。お気軽にご相談ください。

■日時

です。相談は無料です。

■場所 湯沢雄勝広域交流センター

無職の方やそのご家族が対象で
※相談日の前日まで予約が必要
■日時

13：00〜15：00

東成瀬村保健センター

■問合せ先

秋田県南若者サポートステー
ションよこて

☎０１８２−２３−５１０１

県営住宅入居者募集
■名

称

湯沢市倉内字三ッ田地内

■募集戸数
■規

格

■家

賃

１戸(H７築)

木造２階建

21,900円〜

３LDK

■募集期間

７月１日(月)〜７月12日(金)

■入居可能日

８月１日（木）

■問合せ・申込先

仙北地域振興局建設部建築課

☎０１８７−６３−３１２４

特設人権相談所を開設します！
近隣との争いごと、扶養・相続

などの相談を人権擁護委員がお
（申込不要・相談無料）
受けします。
■日時

①７月12日㈮ 10:00〜15:00
②７月26日㈮ 10:00〜15:00
■場所

湯沢市生涯学習センター

■問合せ先

秋田地方法務局大曲支局

☎０１８７−６３−２１００
ひがしなるせ 2019.６

で終わります。

７月14日（日）
9：45〜13：00

雄勝地域振興局福祉環境部

（湯沢保健所）

☎０１８３−７３−６１５５

調停相談会を開催します
■日時

７月６日（土）

10：00〜15：00

■場所 湯沢市生涯学習センター
■相談内容

県営倉内住宅

■所在地

協力ください。

■問合せ先

７月８日（月）

■場所

広報

湯沢保健所では次により献血

自衛官を募集しています

39歳までの方への出張就職

相談会（厚生労働省委託事業）

20

骨髄バンク集団登録事業

金銭の賃借、家庭内問題、売

掛金回収、交通事故、遺産分割、
土地や建物のもめごと
■相談担当者

など

（一般曹候補生）
■試験期日

９月20日（金）〜22日（日）
のいずれか１日

■受験資格

18歳以上33歳未満の者

○航空学生
■受付期間

７月１日（月）〜９月６日（金）

■試験期日
■受験資格

９月16日（月・祝）

海上：18歳以上23歳未満の者
航空：18歳以上21歳未満の者
■問合せ先

自衛隊秋田地方協力本部
横手地域事務局

☎０１８２−３２−３９２０

秋田県生活センターの「出前講座」
をご活用下さい！

☎０１８３−７３−２８２８

秋田県生活センター（南部消
費生活相談室）では、消費者ト
ラブルの未然防止や食品表示に
ついての出前講座を行っていま
すので、ぜひご活用ください。

☎０１８３−７２−２６９３

・消費者トラブルの事例と消費

ひきこもりに関する巡回相談

・くらしに役立つ食品表示 など

湯沢調停協会

民事調停委員・家事調停委員

■問合せ先

湯沢調停協会
事務担当者

■日時

幹事

麻生仁志

７月17日（水）
10：30〜14：30
■場所 横手保健所
■対象 18歳以上のひきこもり
状態にあるご本人やそのご家族
など（要予約・匿名可・先着４名）
■申込・問合せ先
秋田県ひきこもり相談支援センター
☎０１８−８３１−２５２５

■講座テーマの例
者を守る仕組み

※内容・時間などはご希望に合
わせますので、まずはお問い
合わせください。

■費用等

費用はすべて生活センターで負担。
主催者は「会場の確保」のみ。

■問合せ・申込先

秋田県生活センター南部消費

生活相談室（平鹿地域振興局内）
☎０１８２−４５−６１０３

７月開催予定の
スキルアップセミナー
・第二種電気工事士技能試験
（上期）
準備講習

７月８日（月）〜 10 日（水）
の３日間

定員20名

※9：00〜17：00

・ワードビジネス活用講習

７月 17 日（水）・18 日（木）
の２日間

定員10名

・JW−CAD操作講習（中級）
７月 24 日（水）・25 日（木）
の２日間

■時間

■受講資格
■受講料

■訓練期間

■定員

■訓練時間

９：20〜15：40

■会場
■募集期間

７月２日（火）〜７月30日（火）

■会場

13：30〜15：30
秋田県JAビル

■願書配布期間

６月17日（月）〜７月12日（金）

■願書受付期間

７月１日（月）〜７月12日（金）

■受験資格

中学校卒業以上で、調理業務

に２年以上従事した者

■申込・問合せ先

雄勝地域振興局福祉環境部

（湯沢保健所）健康・予防班

☎０１８３−７３−６１５５

性別で決まることではな
く、個性や能力に合わせ
て決めることじゃな。

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
につけて再就職を希望される方

訓練課

10月12日（土）

自分に何ができるかは、

自己負担）

☎０１８３−７３−６１５５

■日時

とが大切なんじゃ。

無料（テキスト代等

■問合せ先

令和元年度秋田県調理師試験

躍できる環境をつくるこ

ポリテクセンター秋田（潟上市）

大曲技術専門校民間訓練支援室

☎０１８７−６２−６３２１

合い、あらゆる分野で活

15名

■応募資格

■申込・問合せ先

はなく、みんなが力を出し

テクニカルオペレーション科

大曲技術専門学校

無料（テキスト代は別途）

男だから、女だからで

■訓練科

■受講料

現在お勤めしている方

６月は
男女共同参画推進月間です

９月３日（火）〜２月28日（金）

定員10名

9：00〜16：00

■実施場所

公共職業訓練のご案内

ポリテクセンター秋田
受講者第一係

☎０１８−８７３−３１７８
☎０１８７−６２−６３２１

「あきた国際フェスティバル」
ブース出店してくださる外国

出身の方、および国際交流団体
を募集中。

国際交流、国際協力、国際理

解等の活動をされているという
在住外国人の方でフェスティバ

【村へのボランティア】

・団体＝なるせ防犯ボランティア
の皆様

自立相談支援事業

東成瀬村巡回相談

日時

７月９日（火）
10：00〜12：00

場所

村保健センター１階

ルにブース出店を希望される方

秋田県南福祉事務所

料は無料です。募集締切は７月

☎０１８２−３２−３２９４

はお問い合わせください。出展
26日（金）です。
■開催日時

９月１６日（月・祝）

１０：００〜１６：００

■開催場所

秋田市にぎわい交流館AU

■問合せ先

（公）秋田県国際交流協会
☎０１８−８９３−５４９９

企画福祉課

７月の心の健康相談日
開催日 ７月 ８ 日（月）
時

間

場

所

担

当

７月22日（月）
9：30〜11：30

東成瀬村国保診療所
相談室

東成瀬村のぞみの会

201９.６ 広報 ひがしなるせ

21

ル

イド
ア
の
家
が
我

菊 地

さやと

爽 斗

ちゃん

平成29年11月28日生
手倉／直也・豊子さんの長男

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

5月の
東成瀬村
毎日早起きなさやとくん。
外で遊ぶことが大好き、食べることが大好き、
どんなことにも興味を示しています。
これからも元気に育ってね。（パパ・ママより）

第８回栗駒山麓観光写真コンクール

安全記録
◎交通事故 ・発生件数… 0 件〔0件〕
・死者……… 0 人〔0人〕
・傷者……… 0 人〔0人〕

〜平成30年9月27日より無事故247日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1123日
〜平成28年５月4日より〜
◎飲酒運転検挙件数
0 件〔0人〕
注〔
〕は平成31年 １ 月からの累計
◎無火災記録
20日
〜令和元年5月12日より〜

慶弔（敬称略）
◆ごめいふくをお祈りします
滝 沢
實（84歳）滝ノ沢
髙 橋 吉 之（87歳）下 田
佐々木 直 次（93歳）岩井川
髙 谷 弟 二（86歳）岩井川
備 前 誠 子（80歳）岩井川

【優秀賞】
「朝の飛び立ち」

撮影者
広報

大金

由夫（宮城県大崎市）

令和元年６月20日 編集・発行／東成瀬村役場企画課
〒019-0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL0182-47-3402 FAX0182-47-3260
東成瀬村ホームページ http://www.higashinaruse.com
HIGASHINARUSE
No.647 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp

ひがしなるせ

村の人口と世帯
●人

口

男 1,246人(＋ 11 )
女 1,308人( ０)
計 2,554人(＋ 11 )
●世帯数 903戸(＋17)
●出生 ０人〔１人〕●死亡 ５人〔９人〕
●転入 17人〔27人〕●転出 １人〔11人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

