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森林環境税と
森林環境譲与税の創設

特集

森林を守り、次世代を守る
今年３月26日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」
が成立し、森林環境譲与税は今年９月より自治体への譲与が始まり
ます。恩恵を受ける国民一人一人が森林を支え、次世代に豊かな森
林を引き継いでいくためのこの制度について説明します。

森林環境税創設の趣旨
適切な森林整備は、地球温暖化対策・災害防止・国土の保全など
住民の皆さんに広く恩恵を与えるものです。しかし、森林所有者の
経営意欲の低下、所有者不明森林の増加や担い手不足といった課題
が多くあります。そこで、森林整備に係る安定的な地方財源の確保
と、市町村が主体となって森林の集積を行い自然条件が悪い森林に
ついては、市町村自らが管理する「新たな森林管理制度」の導入な
どを踏まえ、住民一人一人が等しく負担をして森林を支えていく仕
組みとして森林環境税が創設されました。

森林環境譲与税の配分割合
令和６年度より住民の皆さんに納めていただく森林環境税は、各
自治体へ森林環境譲与税（森林整備へ充てる財源）として配分され
ます。配分割合は次のとおりです。
50％：私有林人工林面積（林野率による補正あり）
20％：林業就業者数
30％：人口

これからの取り組み
村では当譲与税を財源とし、当面10年〜15年は森林所有者の森
林経営意向調査を中心に人工林（スギ）に焦点を当てた事業を実施
する予定としております。
現段階では、村にあるブナやナラなどの天然林面積は譲与税の配
分対象に入らないため、今後は天然林対策にも着手していけるよ
う、配分割合の見直しを国等へ要望していく予定です。
この税は住民の皆様から新たにご負担いただくものですので、制
度の理解促進に努めるとともに、村の実情に応じた森林整備等が着
実に進むよう取り組んで参ります。
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森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ
森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を分任して森林を支える仕組み
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森林環境譲与税の各年度の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び基準
・市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与額が徐々に増加するように借入額及び償還額を設定。
・市町村が行う森林整備等を都道府県が支援・補完する役割に鑑み、都道府県に対して総額の１割を譲与。
( 制度創設当初は、市町村を支援する都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を２割とし、
段階的に１割に移行。）
・使途の対象となる費用と相関の高い客観的な指標を譲与基準として設定。
森林環境税

税収の一部を
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※税収は粗い見込み値であり、計数全般について借入金利子を勘案し
ていない。
※課税開始初年度である令和6年度は、市町村への納付・納入が行わ
れるのが６月以降であり、都道府県を経由して国の譲与税特別会計に
払い込まれるまで時間を要すること等から、平年度化後の税収（約600
億円程度）の概ね半分の約300億円の譲与額となることが見込まれる。
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安心安全

―災害から命を守るために―

「警戒レベルを用いた避難情報」の発令が始まりました
大雨・洪水等（土砂災害）

平成30年７月の西日本豪雨災害、そして一昨
年には秋田県内でも雄物川の大規模氾濫が起きる

東成瀬村は山間部にあるため、洪水や浸水より

など、毎年大きな災害が発生しています。近年の

も、土砂災害への注意が必要です。土砂災害は突

災害は、地球温暖化が要因といわれ、大規模かつ

発性が高く、正確な事前予測が難しいため、確実

激甚化しています。このため国では、今年３月

な避難勧告が発令できるとは限りません。このた

「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、

め、テレビ等で流れる気象情報を把握し、災害へ

次のような対策を求めています。

❶住民に「自らの命は自らが守る」意識の浸透を

の心構え、もしもの場合の避難先や避難経路を想

❷自主防災組織等の「地域防災力」を強化する

は自らが守る」意識を持つことが必要です。

定しておくことが重要です。日頃から「自らの命

図る

❸高齢者等の要配慮者の避難を確実なものにする

今までの防災情報は多様で難解だったため、今年
の出水期から災害発生の危険度を直感的に理解できる
よう、次のような ５段階の警戒レベル を用いて 住
民等の避難行動を支援することになりました。

❹防災気象情報と地方公共団体が発令する避難情
報の連携を図る

５段階の警戒レベルと防災気象情報
気象庁等発表の防災気象情報
早期注意情報
（警報級の可能性）

大雨注意報
洪水注意報

（警戒レベル相当情報）

大雨警報
洪水警報

土砂災害警戒情報
氾濫危険情報

大雨特別警報
氾濫発生情報

気象庁等が発表する防災気象情報、独自に収集した情報をもとに発令を判断
市町村が
警戒レベル３～５発令

気象庁が
警戒レベル１・２発表

警戒レベル
５
警戒レベル
３

災害への心構えを高め
る
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避難行動の確認
避難先や避難経路を確
認

避難勧告
安全な場所へ避難

全員避難

警戒レベル
１

避難準備
避難に時間を要する人
は避難開始

高齢者等は
避難

警戒レベル
２

警戒レベル
４

災害発生
命を守る最善の行動

避難勧告等の伝達イメージ
「自らの命は自らが守る」ため、避難所等の開設は自
主防災組織等、地域の対応に委ねることが重要

関係機関から防災気象情報等
を受信

自治会・自主防災組織等が避難者を支援し、避難所
等の安全な場所へ誘導

逃げなきゃコール 【国土交通省推進プロジェクト】

にげなきゃこーる
「逃げなきゃコール」は、離れた場所で暮らす高齢者等の家族に危険
が差し迫った場合、直接電話をかけて避難を促すためのアプリです。
あなたから大切な人へ避難の呼びかけをしましょう。
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秋田県親子よい歯のコンクール優秀賞受賞！

毎年、３歳児健診を受診したお子さんの中
で、お子さんにむし歯がなく、心身ともに健康
な親子を対象に「親子よい歯のコンクール」に
出場していただいています。今年度は、５月
14日に行われた湯沢雄勝地区審査会に、田子
内の髙橋花暖ちゃん、千春さん親子に出場して
いただきました。その結果、湯沢雄勝地区代表
に選ばれ、６月９日に秋田市で行われた全県の
審査会において、優秀賞を受賞されました。
これからも、むし歯のない、きれいなお口を
大切にしていってください。

人

権

かのん

花暖ちゃん親子（田子内）

人権擁護委員がかわりました

東成瀬村人権擁護委員の佐々木慶子氏が７月１日
で退任され、同日に髙橋豊太郎氏が新たな人権擁護
委員として法務大臣より委嘱されました。
人権擁護委員の仕事は、国民の基本的人権が侵さ
れることのないよう監視し、もし人権が侵された人
がいた場合、相談相手になり適切な措置をとること

新人権擁護員

ちはる

髙橋千春さん

髙橋

豊太郎氏

令和元年６月

などです。日常生活の中で、人権に関する困りごと
がある方は、お気軽にご相談ください。
また、退任された佐々木慶子氏には、多年にわた
り人権の擁護と思想の普及に貢献されたその功績に
対し、法務大臣より感謝状が贈られました。

退任された佐々木慶子氏

村長の動き

３日（月）秋田県町村会正副会長会議・理事会（秋田市）
全国町村職員生活協同組合理事会・総代会（〃）
秋田県市町村総合事務組合議会臨時会（〃）
総務大臣市区町村長向け講演会（〃）
４日（火）栗駒山系遭難対策協議会総会（防災情報センター）
16日（日）内閣官房長官菅義偉先生を囲む会（湯沢市）
秋田県水と森の協会通常総会（秋田市）
自民党県連大会（秋田市）
５日（水）全国森林レクリエーション協会理事会・通常総会（東京都）
菅官房長官との懇談会（秋田市）
６日（木）村議会定例会６月定例会議（開会日）
17日（月）村議会定例会６月定例会議（議案審議・閉会日）
ＦＭ中継局施設整備工事地鎮祭（ジョリフェーム）
秋田県町村会正副会長会議（秋田市）
村観光物産協会定時社員総会（ホテルブラン）
18日（火）村社会福祉協議会評議員会（保健センター）
７日（金）村老人クラブ連合会総会（〃）
栗駒開発（株）株主総会（栗駒山荘）
８日（土）なるせっ子運動会（村民体育館）
21日（金）県南６期成同盟会等合同要望会（東京都）
東成瀬源流コンサート2019（ゆるるん）
24日（月）大塚国土交通省副大臣に対する要望会（大仙市）
10日（月）自衛隊募集相談員委嘱状交付（役場応接室）
雄物川流域林業活性化センター決算監査（役場応接室）
湯沢雄勝林業協会決算監査（〃）
25日（火）秋田さきがけ県南政経懇話会（大仙市）
湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者会（湯沢市）
秋田県町村電算システム共同事業組合管理者会（秋田市）
11日（火）秋田県社会福祉協議会評議員会（秋田市）
秋田県町村会理事会（〃）
秋田県林業労働対策基金定時評議員会（〃）
秋田県体育協会関係受賞者祝賀会（〃）
12日（水）村議会定例会６月定例会議（一般質問）
26日（水）秋田栗駒リゾート（株）株主総会（ホテルブラン）
13日（木）全国過疎地域自立促進連盟理事会（東京都）
秋田県庁湯沢雄勝会（秋田市）
「町村の振興を考える会」意見交換懇談会（〃）
27日（木）〜28日（金） 北海道東北六県町村会会長会議（福島県）
14日（金）全国町村会正副会長会・理事会・政務調査会（〃）
30日（日）たごない「歩け歩け大会」
全国自治協会理事会（〃）
なるせ赤べご祭2019（多目的グラウンド駐車場）
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大盛況！

たごない歩け歩け大会＆なるせ赤べご祭開催！
６月30日（日）、田子内地区において
「たごない歩け歩け大会」が開催されまし
た。当日はあいにくの天気でしたが、大人
から子どもまでの125名が参加し、家族や
友人とゴールを目指して歩いていました。
また、同日多目的グラウンド駐車場にお
いて「なるせ赤べご祭2019」が行われ、
前売券購入者の他、ウォーキングでお腹を

be e

f!

beef!

空かせた方々なども参加し、約500名が赤
べこの味を楽しみました。今年は秋田ノー
ザンハピネッツの白濱僚祐選手と長谷川暢
選手の２名をお招きし、小学生を対象とし
たフリースロー大会や大抽選会に参加して
いただき、プロ選手の技術や楽しいトーク
で会場を盛り上げてくださいました。

beef!

lking
a
w
y
o
j
en
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高い技術を競い合う

７月14日(日)多目的グラウンド駐車場で東
成瀬村消防訓練大会が開催されました。消防団
の皆さんは、来賓及び多数の応援団が見守る中
で練習の成果を発揮し技術を競いました。
小型ポンプ操法の部では第３分団第３部、規

律訓練礼式の部では第１分団が優勝しました。
なお、優勝した第３分団第３部は、８月４日
(日)に松ノ木グラウンドで開催される湯沢市雄
勝郡支部消防訓練大会に東成瀬村の代表として
出場します。

【 大会成績 】

◆小型ポンプ操法の部
◆規律訓練礼式の部
部門別優秀選手
優 勝 第１分団
指揮者 髙 橋
峰
第２位 第３分団
（第３分団第３部）
第３位 第２分団
１番員 和 泉 智 也
◆小型ポンプ操法の部
（第２分団第２部）
優 勝 第３分団第３部
２番員 谷 藤 重 士
第２位 第２分団第２部
（第２分団第１部）
第３位 第２分団第３部
◆総合成績
３番員 佐々木 禎 尚
優 勝 第１分団
（第１分団第３部）
たかし

と も な り

し げ と

よ し ひ さ
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行

政

村職員（大学卒・高校卒）採用試験のご案内

■試験区分及び採用予定人員
・大学卒業程度一般行政 若干名
・高校卒業程度一般行政 若干名
■職務内容
一般的な行政事務に従事
■受験資格
・大学卒業程度
ア 平成２年４月２日から平成10年４月１日
までに生まれた者
イ 平成10年４月２日以降に生まれた者で大
学卒または令和２年３月卒業見込の者
・高校卒業程度
平成６年４月２日から平成14年４月１日ま
でに生まれた者。ただし、学校教育法による大
学を卒業した者もしくは令和２年３月卒業見込
の者またはこれらに相当する学歴を有すると認
められる者は受験できません。
■欠格事項
次のいずれかに該当する者は受験できません。
ア 日本の国籍を有しない者
イ 地方公務員法第16条の規定により地方公務
員となることができない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
で破壊することを主張する政党その他の団
体を結成し、またはこれに加入した者

■試験の方法
⑴

第１次試験

⑵

第２次試験

⑶

資格調査

試験区分に応じた一般的知識・
知能についての教養試験及び性
格特性検査

口述試験、作文等

■第１次試験日及び場所
日

時

受付開始
教養試験
検

査

場

所

■受付期間

令和元年９月22日（日）
午前９時〜

午前10時〜正午

午後０時10分〜午後０時30分
秋田県市町村会館

秋田市山王４丁目２−３

８月７日（水）〜８月28日（水）

※第１次試験の合格発表は10月中旬です。第２

次試験のご案内は合格者に通知します。受験手
続きなど詳細については総務課までお問い合わ
せください。

問問 総務課 電話４７−３４０１

福祉医療（マル福） 高校生まで拡充されます！
更新をお忘れなく！

〜手続きについて〜

マル福カードの対象者が、8月１日より高校生まで拡
充されます。申請の手続きをお願いします。
また、７月31日でマル福カードの有効期限が切れる
方は、更新が必要になります。
大切な手続きですので、忘れずに行ってください。
なお、手続きには古いマル福カードのほか、次のもの
が必要となります。

■日時：７月25日（木）・26日（金）
■場所：民生課窓口
更
対

象

者

受

給

資

新

・

申

格

乳幼児（未就学児） 小学校入学前の児童
小・中学生・高校生 小・中学生・高校生の児童及び生徒

請

対

象

者
手続きに必要なもの

健康保険証（対象児） 印鑑
マイナンバーの分かるもの（対象児と両親分）

ひとり親家庭の児童

18歳に達する日以後の
最初の３月31日まで

健康保険証（対象児） 印鑑 公的年金証書（児童扶養手当証書等）
マイナンバーの分かるもの（対象児と保護者分）

高齢身体障がい者

身体障がい者手帳４級〜６級の 健康保険証 印鑑 身体障がい者手帳
所持者で65歳以上の方
マイナンバーの分かるもの

※所得制限により該当しない場合もあります。
※「重度心身障がい者（児）」については、今回の手続きはありません。

問 民生課 福祉医療担当
☎４７−３４０３
201９.７ 広報

９

後期高齢者医療
後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります
令和元年８月１日から後期高齢者医療制度の被保険者証が「薄赤色の被保険者証」に変わります。
７月広報と一緒にお届けしますので、８月１日以降は新しい被保険者証を病院や薬局などの窓口に提
示してください。

今までの被保険者証
〈 有効期限 〉
平成31年７月31日まで
（令和元年）

新しい被保険者証
〈 有効期限 〉
令和元年８月１日〜（１年間）
７月の広報と一緒に届きます。

○現在、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ
現在交付を受けている方で、平成31（令和元）年度も住民税非課税世帯の方については、８月１日
からの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と一緒にお届けします。
入院したときに、この認定証を提示すると、入院時一部負担金と食事の負担額が減額されます。
過去に交付を受けていない方については送付されませんので、世帯員全員が住民税非課税で認定証
が必要な方は「役場民生課」で申請をしてください。

後期高齢者医療の保険料額
決定通知書が７月広報と一緒に届きます
平成31（令和元）年度の保険料額をお知らせする
通知書をお届けします。保険料のお支払い方法は、
・特別徴収（年金からの納付）
・普通徴収（口座振替または納付書での納付）
となります。特別徴収の対象とならない方の保険
料は、口座振替または納付書で納めていただくこ
とになっておりますが、納め忘れがなく、納付の
手間も省けるため、便利で安心な口座振替をおす
すめします。

特別徴収（年金からの納付）と
なっている方は口座振替に変更できます
後期高齢者医療の保険料は、原則として年金か
ら納めていただくことになっておりますが、役場
民生課の窓口で申請することで、特別徴収（年金
からの納付）から口座振替に変更することができ
ます。詳しくは、役場民生課までご相談ください。
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ジェネリック医薬品（後発医薬品）に
関する差額通知について
ジェネリック医薬品に切り替えることにより、
自己負担額を300円以上削減できると見込まれる
方に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を
お送りします。（７月・１月送付予定）
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発
医薬品と効き目や安全性が同等であると証明さ
れ、厚生労働省が承認した安価な薬です。
ジェネリック医薬品への切り替えにあたって
は、主治医や薬剤師に十分にご相談ください。

医療費通知について
保険証を使って治療や施術を受けられた方に「医
療費通知書」をお送りします。
（９月・１月・２月の３
回送付予定）日数や医療費などが記載されたもの
ですので、その内容について確認してください。なお、
医療費の領収書等は、確定申告で使用する場合も
ありますので、大切に保管してください。

問 民生課 後期高齢者医療担当 ☎４７−３４０３

後期高齢者医療
平成31（令和元）年度の保険料軽減措置についてお知らせします
後期高齢者医療制度は、所得の低い世帯の方の保険料を軽減する次のような措置が設けられています。

○均等割の軽減
世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額

軽減割合

33万円以下の世帯

8.5割

33万円以下の世帯で被保険者全員が所得0の世帯（ただし、公的年金等控除額は80万円として計算）

８割

33万円＋28万円×世帯の被保険者の数

５割

33万円＋51万円×世帯の被保険者の数

２割

○会社の健康保険等の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者で、制度加入後２年を経過して
いない方は、均等割が５割軽減され、所得割の負担はありません。
（低所得軽減にも該当する方は、軽減
※
額の大きい方が適用されます。
）
国民健康保険（国保）に加入されていた方は、軽減措置の対象になりません。
※平成31年４月１日時点で、すでに制度加入後２年を経過している方の均等割学は、世帯の所得によって軽減判定されます。

問 民生課 後期高齢者医療担当 ☎４７−３４０３

健康づくり

７月・８月は熱中症予防月間です

暑さが増し、これからの季節は真夏日（１日の最
高気温が30度以上）や熱帯夜となる日が増えてく
るため、「熱中症」に注意が必要です。「熱中症」
は、暑い環境の中で発生する「からだの不調」のこ
とをいいます。

【熱中症の症状】
・めまい ・立ちくらみ
・汗が止まらない ・頭痛
・吐き気 ・体がだるい 等
※重症化すると、けいれんや意識が
なくなる等の症状もみられます。

【こんな方は要注意】

子ども：体温調節の機能が未熟なため、大人が注意
してみる必要があります。
◎顔が赤くないか、ひどく汗をかいていないか、唇
が乾いていないかなど、よく観察しましょう。
高齢者：暑さを感じにくく、体温調節や発汗機能が
低下しています。
◎のどが渇かなくても水分を補給すること、部屋の
温度の上がりすぎに注意しましょう。

◎熱中症患者のおよそ半数は高齢者（65歳以上）
です。１人暮らし高齢者の方では、発見が遅くな
る場合があるため、日頃から体調管理をすること
が大切です。
屋外での作業する方：高温、多湿な環境での長時間
作業で体温が上昇しやすくなります。
◎適宜休憩をとること、濡らしたタオルや冷却剤で
体温を下げる工夫する必要があります。

【熱中症予防のポイント】
①こまめに水分をとろう
のどが渇いたと感じているとき
は、体の中の水分はかなり減って
います。のどの渇きを感じる前
に、こまめに水分をとることが大
切です。汗をかいた時は、塩分補
給も一緒にしましょう。
②部屋の空気を入れ換えよう
熱中症は、室内や夜間でも発生しま
す。扇風機を利用する、窓を開けて空
気の入れ換えをするなど、部屋に熱が
こもらないようにしましょう。

201９.７ 広報 ひがしなるせ
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産業振興

平成30年度
中山間地域等直接支払交付金の取組状況

第４期対策の４年目となる平成30年度は、協定数が
17協定、で合計約3,350万円が交付されました。
それぞれの協定において、耕作放棄地の防止や農道・
水路の補修、農地の周辺林地の草刈り等農村の持つ多
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

協

定

名

交付額
（円）

389,064
滝 ノ 沢 集 落 協 定 3,168,555
887,128
110,891
下 田 集 落 協 定
318,860
宮 田 集 落 協 定 2,550,880
187,246
平 良 集 落 協 定 1,497,968
794,705
96,613
蛭 川 集 落 協 定
574,696
50,387
肴 沢 集 落 協 定
565,185
岩 井 川 集 落 協 定 5,859,505
56,705
日 影 集 落 協 定 1,148,815
281,640
入 道 集 落 協 定 4,384,639
663,786
79,018
真戸・悪戸集落協定
372,970
手 倉 集 落 協 定 5,159,739
132,067
椿 台 集 落 協 定 1,371,318
73,082
間 木 集 落 協 定 1,271,277
114,124
五 里 台 集 落 協 定 1,456,821
628,900
62,616
谷 地 集 落 協 定
140,451
大柳・草ノ台集落協定 1,425,559
653,901
352,967
株式会社 赤べこ仙人ファーム
33,498,192 3,383,886
合
計

林

業

令和元年度から、新たな森林
経営管理制度が始まりました。
これまでは、森林の所有者が
直接、もしくは業者に委託すると
いった管理方法でした。
しかし、全国的に所有者の経
営意欲の低下や所有者不明の森
林が増加し、それに伴って適正に
管理されていない森林が増加し
ています。
適正に管理されていない森林
は、熊の生息地の拡大や自然災
害 が 起 き やすくなるといった
様々な問題を誘発します。
そこで、適正に管理されてい
ない森林は、｢所有者が経営管理
権を市町村に委ね、市町村が管
理できる｣という制度に変わりま
した。
（詳細は右図のとおり）
森林所有者の方々、林業関係
の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
12
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面的機能の確保のための活動に取り組んでおります。
今年度も継続して交付される予定ですので、有効に
活用し、「農用地の保全」及び「集落の活性化」に努
めましょう。

田（急）
4,311

1,677
13,200
102,925
53,475
163,963
2,434
167,383
24,214
52,817
41,833
9,844
23,227

田（緩）
384,753
110,891
318,860
187,246
94,936
37,187
462,260
3,230
117,677
76,584
205,587
107,853
20,265
72,291
52,772
117,224

661,303 2,369,616

面積（㎡）
草地（緩） 採草放牧地（急） 採草放牧地（緩）

183,173
183,173

76,349
76,349

93,445
93,445

問 農林課 ☎４７−３４０６

新たな森林経営管理制度が始動！その１
【経営管理実施権】

林業経営に
適した森林
新たな制度を追加
①

意向を
確認
②

経営管理
市町村
を
委託
※所有者不明森林へも 【経営管理権】
対応

森林所有者

③

経営管理
を
再委託
林業経営に
適さない森林
④

意欲と能力のある
林業経営者

市町村が管理

【まとめ】
１. 適切に経営管理されていない森林を市町村が集約し管理できる。
（１）適正に経営管理されていない森林は、その所有者に市町村が意向調査を行う。
（２）所有者が経営管理権を市町村に委ねる場合は、市町村が受託します。
①その山林が適した場合、｢意欲と能力のある林業経営者｣に再委託します。
②その山林が適さない場合、｢市町村｣が管理します。
２. 適正に管理されている森林は、これまで通り。

問 農林課 ☎４７−３４０６

生涯教育

次々開講、一緒に学びませんか？

−生涯学習教室体験コース−

昨年度より、きっかけづくりをテーマに開講している生涯学習教室【体験コース】は、芸術・趣味コースでは折り紙、
絵手紙、家庭菜園など、運動・健康づくりコースではヨガ、リンパケア、エアロビクスなど次々と開講しています。申し
込みしていない方でも、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お気軽に参加してみてください。

★ 次回開講日 ★

体験コース

芸術・趣味コース
運動・健康づくりコース

俳句
絵手紙
折り紙
華道
ギター
家庭菜園
郷土料理
筆ペン
エアロビクス（夜の部）
エアロビクス（昼の部）
太極拳
体幹トレーニング（昼の部）
体幹トレーニング（夜の部）
ヨガ（夜の部）
ヨガ（昼の部）
リンパケア（昼の部）
リンパケア（夜の部）
バドミントン

月

日

７月２４日
（水）
７月２５日
（木）
７月３１日
（水）
８月 ６日
（火）
８月 ６日
（火）
８月 ８日
（木）
８月２１日
（水）
８月２２日
（木）
７月２３日
（火）
８月２６日
（月）
７月２４日
（水）
７月２９日
（月）
８月２８日
（水）
８月 １日
（木）
８月１９日
（月）
８月 ７日
（水）
８月２１日
（水）
８月２０日
（火）

時

間

場

午前９時〜
午後７時〜
午後２時〜
午前９時〜
午後１時30分〜
午前９時30分〜
午前９時〜
午後７時〜
午後７時30分〜
午後１時30分〜
午後２時〜
午後１時30分〜
午後７時〜
午後７時〜
午後１時30分〜
午後３時〜
午後７時〜
午後７時〜

所

ふる里館
山村開発センター視聴覚室
地域交流センターゆるるん
ふる里館
まるごと自然館
R342とR397の分岐点集合
まるごと自然館
山村開発センター視聴覚室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
山村開発センター大集会室
村民体育館

問 教育委員会

教

育

仙人の郷流

☎４７−３４１５

俳句・川柳

−方言活用推進事業−

東成瀬村方言活用推進委員会で
募集した第４回仙人の郷流「俳

最優秀賞︵１︶

えふりこぎ 走って転んで あだりみる

勇姿

山野はしばみ

問 教育委員会

ミー子

平成28年３月に発行した「仙
人の郷 方言集」を村民の皆さん
にもご覧いただきたく、広報今月
号と一緒に全戸配布することとな
りました。是非ご覧下さい。

︵かっこつけて 走って転んで 周りを見る︶

「仙人の郷 方言集」の
全戸配布について

優秀賞︵２︶

ましたので、ご紹介します。

ほぎの葉︵は︶で しずみずくんで あばの手さ

１作品、優秀賞２作品が選出され

︵ふきの葉で 清水をくんで 母の手に︶

員会による審査の結果、最優秀賞

かでぱなし してもされても のこるきず

作品の応募がありました。選考委

︵仲間はずれ してもされても きずは残る︶

句・川柳」は、11名の方より24

☎４７−３４１５

201９.７ 広報 ひがしなるせ
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消防署から

湯沢雄勝広域市町村圏組合
消防職員採用試験のお知らせ
みなもと

■試験区分・採用予定人員
（１）試 験 区 分
行政職（消防吏員）上級、中級、初級
（２）採用予定人員
若干名

■受験資格
次の年齢等の要件を満たし、採用後は湯沢市雄勝郡に居住できる方
〇上級 大卒程度の学力を有し、平成２年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方
〇中級 平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方
※大学を卒業又は令和２年３月までに卒業見込みの方を除く。
〇初級 平成５年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方
※大卒、短大卒、高等専門学校を卒業又は令和２年３月までに卒業見込みの方を除く。
■第１次試験
（１）試験日時
（２）試験会場
（３）試験科目
（４）合格発表

令和元年９月８日（日）午前８時45分
湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部３階（湯沢市材木町二丁目１番３号）
一般教養試験及び消防適性検査（筆記試験）
令和元年９月下旬

■申込み、受付
（１）申 込 先
湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 総務課
（２）受付期間
令和元年７月22日
（月）〜８月21日（水）まで
（３）受験案内及び受験申込用紙は、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部、消防署及び各分署に請求
していただくか、湯沢雄勝広域市町村圏組合ホームページからダウンロードしてください。
（http://www.yutopia.or.jp/~yokoiki/）
問 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 総務課

☎０１８３−７３−３１５２

駐在所から

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ・
警察事務（高校卒業程度・障害者採用）
君がこの街を守る主人公になる 採用試験申込受付開始!!
警察官Ｂ・女性警察官Ｂ・警察事務（高卒程度・障害者採用）
採用試験の申込受付が始まります。
人の役に立つ仕事がしたい、秋田県のために働きたい
と考えている方は、ぜひ、お申込みをお願いします。
試験の区分

申込期間

第一次試験日

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ ７月24日（水）〜８月23日（金）

9月21日
（土）
22日
（日）

警察事務（高校卒業程度）

７月24日
（水）
〜８月21日
（水）

9月29日
（日）

警察事務（障害者採用）

８月26日
（月）
〜9月18日
（水）

（大学卒業・卒業見込み以外）

10月27日（日）

※申込受付期間中、警察本部・警察署において受験案内を配布いたします。

問 秋田県警察本部警務課採用係
採用フリーダイヤル０１２０−８６３３１４
14

広報

ひがしなるせ 2019.７

なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

●成瀬ダム建設における交通対策の取り組みについて●
成瀬ダム建設現場では、現在昼夜を通して多くの建設機械や資材を搬入するト
レーラー、ダンプトラック、通勤車両などが国道342号を通り現場に出入りしてい
ます。
施工業者で組織する「成瀬ダム工事・調査安全協議会」と連携して国道342号沿
線の皆様方にホコリや騒音・振動などでご迷惑をおかけしないよう取り組みを行っ
て参ります。
至らない点も多々あるとは存じますが、努力して参りますのでご指導よろしくお
願いいたします。

現場内から出る車両は、
高圧水洗浄設備によって
泥を落とします。

自主規制速度 を遵守して
いるか抜き打ちで監視を
しています。

パトロールカーで巡視し、
注意喚起を図っています。

【成瀬ダム工事・調査安全協議会の交通安全対策】
・国道342号のうち国道397号との合流点から成瀬ダム工事現場までの区間では
制限速度40km/hで走行するルールとしています。
通行許可証の例
・ルール違反を防ぐため、工事関係車両はフロントガラスに
大きく番号を書いた通行許可証を掲示し所属会社の見分け
がつくようにしています。
・国道342号の要注意箇所、危険箇所を記載したハザード
マップを使って、安全に走行するよう運転手に指導しています。

お気づきの点がございましたら、下記までお問い合わせください。
国土交通省 成瀬ダム工事 事務所 工事課
： 0182-23- 8439
成瀬ダム工事・調査安全協 議会 事務局（鹿島・前田・竹中土木ＪＶ）： 0182-23- 5185

■「個人の方を対象とした成瀬ダム見学会」情報■
今回は夏休みに合わせて企画しましたので親子での参加もお待ちしています。
▼開催日時：令和元年７月３０日、７月３１日、８月１日の３日間
１３時３０分成瀬ダム工事事務所集合
１５時５０分解散予定
▼募集人員：各日２０名（事前の申し込みが必要です）
▼問合せ先：成瀬ダム工事事務所 調査設計課 ０１８２－２３－８４３８
参加費無料で参加の記念にダムカードと重機カードをプレゼントします。
201９.７ 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

小中連携
グラウンドゴルフ交流会

日曜参観日・教育講演会
６月９日の日曜参観日には，保
護者や子どもたちの弟や妹，地域
の人等たくさんの方々が学校に足を
運んでくださいました。授業参観
では，保護者の方を巻き込んで学
習を進めたり，年中行事体験や伝
えたい相手を意識した発表会だっ
たりと，一工夫された授業展開とな
っていました。また，村Ｐ連と子育
て支援の企画による教育講演会で
は，かつて本校の校長，現在，南
教育 事務所ＳＳＷの小田島容子 先
生のお話ということもあり，ＰＴＡ会
員数を超えるたくさんの方々が会場
に来てくださいました。
「子どもは，
学校でも，地域でも育つが最も大
切なのは家庭。たとえ思春期であ
っても子どもときっちり向き合って
話をする。親業は一生続く」等，
子育てにかかわる大事なことを分か
りやすくお話してくださいました。

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

働くってどういうこと？
キャリア教育の一環として，７月
２日に羽後中学校で開催された中
学生向けしごと博覧会｢湯沢雄勝☆
みらいデザインＵ−15」
（主催：秋
田県雄勝地域振興局）。この会に
本校２年生が参加しました。出展
したのは湯沢雄勝の事業所19社。
参加した中学生は約330人，羽後
中の保護者は約100人（当日は全
校ＰＴＡ）。

６月２０日にグラウンドゴルフ協
会の方々と，中学校１年生にお手伝
いをしていただき，
１〜３年生はグ
ラウンドゴルフ交流会を行いまし
た。グラウンドゴルフ初心者の１年
生は，他の学年よりも早めにグラ
ウンドに行き，協会の方々から打ち
方の指導をしていただきました。
中学生のお兄さん，お姉さんはス
コアを付けてくれたり，応援をして
くれたりしながら，笑顔で活動を見
守ってくれました。開会式と閉会式
の司会は３年生。初めての大役を
しっかりとこなしていました。天気
にも恵まれ最高のグラウンドゴル
フ体験になりました。
この会を通して，進路（進学，就
職）は一人一人異なるが，
「ふるさと
湯沢雄勝」にもさまざまな企業や
働き方があり，さらに誇りややりが
いをもてる仕事がたくさんあること
を生徒たちは知りました。

〜 生徒の感想から 〜
将来，夢をもっていきいきと
働いていくために，今からさま
ざまな力を身に付けていくこと
が大切さだと思った。
◇ 地元には都会に負けないくら
いたくさんの魅力がある。私は
地元に残って，人に喜ばれるよ
うな仕事に就きたい。

小中連携授業研究会
６月２４日に小学校を会場に小
中連 携授 業研究会が 行われまし
た。指導者に秋田大学の阿部昇教
授をお迎えし，県内外からのたくさ
んの視察の方々にも参観していた
だきました。算数「直方体や立方体
の体積」の学習を参観してもらっ
た５年生は，いつもより緊張気味で
したが，どの子どもも課題を解決し
ようと真剣なまなざしで授業に向
かっていました。

ＰＴＡリサイクル活動に
ご協力をお願いします
東成瀬中学校ＰＴＡでは，今年度も夏季
休業中に，リサイクル活動を行います。
当
日朝，ご自宅前に出していただければ回収
いたします。
収益は，東中祭などの生徒会
活動に活用させていただく予定です。
ご協
力よろしくお願いいたします。

１

日時 ８月１８日（日）

２

回収物

３

◇
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４

午前８時から

①ビールびん ②一升びん
③新聞 ④雑誌 ⑤段ボール

回収方法

・生徒とＰＴＡ会員が，担当地域の
ご家庭を回ります。
・回収後，各地区の集積場所に運
搬します。

各地区集積場所

(1) 田子内地区 東成瀬中学校前
(2) 岩井川地区 旧佐々由商店前
(3) 椿川・大柳地区
まるごと自然館前集積所

なるせ児童館
7月13日、学童クラブの有志の子ども達

学童クラブチャリティショーで
ダンスを発表!!

が、チャリティショーに参加し、NHKオリン

ピックソング『パプリカ』のダンスを披露し
ました。

初めて参加した一年生ダンサーの子ども

達も、大勢のお客さんの前で堂々と愛嬌た
っぷり踊ることができました。会場のお客さ
んから「上手だったよ！」と褒められて満足気
な子ども達。自信につながったようです。

児童館（虎の穴・健全育成）田子内地域づくり共催事業(たごない歩け歩け大会)
朝の大雨が開会式の頃には嘘のように

おさまり、カッパ姿の子どもたちも普段
着になり、スタートしました。脱落者が
一人もおらず田子内地域のスタッフさん
たちの協力を得て無事終了することがで
きました。

お昼ご飯がとてもおいしい大会となり

ました。

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

石孫本店・かしま様
見学してきたよ！

プール開き
子どもの気持ちは夏本番

外部評価委員会
新メンバー加え開催！

外部評価委員のみなさんには、園の
運営を評価していただくとともに、自己
評価結果の活用、改善方策などについ
て意見をいただいております。岡 光様、
加藤 久夫様、佐々木 恵理子様、佐々木
宏様、土谷 都子様にお願いすることに
なりました。2年間、よろしくお願いいた
します。

6月27日(土)、湯沢市の味噌醤油製
造の石孫本店を訪れ、仕込みの様子を
見学させてもらいました。作業工程で
使われる麹や大豆なども試食させてい
ただき、五感を使っての楽しい見学とな
りました。その後、千年公園でかしま様
を見学し、その迫力に圧倒された様子
でした。みんなを守ってくれるようにお
願いをしてきました。昼食をかしま館で
とり、とっても楽しい一日でした。

5日(金)、七夕集会とプール開きを行
いました。七夕集会では短冊に書いた
願い事が叶うようお願いをしたり、今年
のプール遊びで頑張りたいことを発表
したりしました。
その後、大好きなプールで久々の水
の感触を楽しみながら、お気に入りの水
ヨーヨーもゲットできて大喜びでした。
明るくキラキラ光る水面に負けないくら
いの笑顔がプールにあふれました。

201９.７ 広報
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Topics

史上初！

全県女子個人ベスト８！

７月13日（土）〜15日（月）、

能代市総合体育館において秋田
県中学校総合体育大会卓球大
みと

会が行われ、見事、鈴木望叶さん
（３年）がベスト８という成績を
残し、東北大会への出場権を獲

「新 時 代の 歌い子」

（７／１３たすけあいチャリティショー）

快挙！

得しました。おめでとうございま
す！

県民体育大会陸上競技で第２位

７月５日から７日に秋田県立中央公園陸上競技場で開

催された「第７０回秋田県民体育大会陸上競技兼第５８

回秋田県陸上競技選手権大会」において、少年Ｂ女子１０
みれい

０ｍＨに出場した備前未玲さん（横手高１年：田子内）は
決勝で２位と健闘し、８月３１日から２日間、福島市で開
催される「令和元年度国民体育大会東北ブロック大会兼

第４６回東北総合体育大会（ミニ国体）陸上競技」への
出場権を獲得しました。

ゆづき

また、女子ハンマー投に出場した石綿優月さん（横手

清陵学院高２年：田子内）も８位入賞を果たしました。

縄文村出現!!

少年Ｂ女子１００ｍＨで力走する備前さん

〜縄文ロマン事業〜

縄文ロマン事業では、これまで

上掵遺跡の発掘調査、遺物の整理

作業を行って来ました。昨年度、ま
るごと自然館前庭に竪穴住居１棟
を建設し、今年度は更に２棟を建

設して、縄文村を再現することとし
ています。６月27日に縄文式で地

鎮祭を行い、７月７日には上棟作

業が行われました。25日の虎の穴

縄文体験教室をはじめとし、今後
はこの住居を活用しての体験交流

等が期待されます。地域の皆さん

には、ご協力いただきありがとう
ございました。

屋根骨組作業
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Topics

ふるさと
への
便り

上野散策と老舗ランチ
･･令和元年初の役員会は上野で･･

令和元年初の役員会を６月
29日に上野で開催。かつて上
野駅は東北の玄関口と言われ
た。当時上京した人々の心に、「上野駅」が
どう刻み込まれているかは別としても、その
頃の上野駅は、まちがいなく故郷とつながっ
ていた。「ああ上野駅」の歌碑が不忍口に
残っているそうであるが私は見たことがな
い。今、足を止める人がどれほどいることだ
ろうか。とは言え、上野駅は、今でも郷愁を
誘う空気を感じさせてくれる。
上野駅公園口10時集合。上野公園ぶらり散
策。正午からは役員会と老舗ランチ懇親会。少
し時間にゆとりを持って集合場所に向かうと、
事務局長が既に改札付近に待機していた。上野
散策は10人位と聞いていたが、みなさんまだ到
着していない様子。雨模様ではあるが、土曜日
とあって改札付近は混雑している。その邪魔に
ならないように散策マップを広げ「どこにしよ
うか」と思案をしていると、
「○○さんが改札の
外に…」と。待ち人を見つけたらしく、事務局長
は改札の外で待つことに。私はもう少しここで
待つことにした。それから10分ほど経っただろ
うか。どうやら、ゆとりを持っての集合は私で
はなかったようである。改札の外でみなさんが
待っていた。
何とか持ち堪えていた梅雨空だったが、我
慢しきれなくなったとみえて弱い雨粒を落と
してきた。上野散策は自由行動。どこにする
か決めていなかった私は、「東京国立博物

館」という声に便乗することにした。
東京国立博物館は1872年（明治５年）に創設さ
れた、日本最古の博物館である。（中略）国宝89
件、重要文化財643件を含む収蔵品の総数は
117,460件。これとは別に、国宝55件、重要文化
財260件を含む総数3,109件の寄託品を収蔵してい
る。

（Wikipedia）

博物館鑑賞グループは４人。公園口改札か
らゆっくりと歩く。近年アジア系の観光客が
多くなったといわれる上野。チケット売り場
に着くと30人ほどの列ができている。なるほ
ど、列の半数近くがアジア系観光客である。
案内も英語、中国語、韓国語と対応に余念が
ない。入館料は一般620円、高校生以下及び
満18歳未満、満70歳以上は無料という。１時
間余りの駆け足鑑賞であったがとても満足で
きた。今度はじっくりと時間をかけての思い
を残し国立博物館を出る。
老舗ランチは銀座アスター上野店。集合時
にもらった案内図を頼りにランチ会場に向か
う。私たちが店に入ると、他のみなさん方は
もう着席している。役員会は時間どおり始め
る。平日総会・会報特別号・ふるさと訪問ツ
アー等について主に意見を交わした。さて懇
親会はというと、老舗の味を楽しみながらの
…。あっという間のできごとでした。
toko

国立博物館

お詫びと訂正

[敬称略]

広報６月号１８ページにおいて、児童生徒の氏名の誤記載、未記載がありました。大変申し訳ございませんでした。
６年男子１０００Ｍ

４位

５年混合リレー（Ｂ）６位
郡市総体卓球女子個人５位

（誤）

鈴木
平良

皐成
大和

佐々木綾乃

（正）

髙橋

颯太

鈴木

皐世

平良

大和

髙橋

颯太

鈴木

菜七子

鈴木

菜月

佐々木彩乃
201９.７ 広報
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Information

仙人 郷版
農業者の皆様へ
本年から全ての農産物を対象

に収入減少を補てんする「収入
保険」が始まりました。

「収入保険」は青色申告を

行っている農業者（個人・法

人）が加入できる保険制度で、
自然災害・ケガや病気・倉庫の
浸水・盗難や運搬中の事故・市
場価格の低下など農業者の経営
努力では避けられない収入減少
を補てんする仕組みです。

※「収入保険」に加入するため
には、青色申告を行っている
必要があります。青色申告は

「正規の簿記」の場合は65
万円、「簡易な簿記」の場合
は１０万円を所得から控除が
可能です。

■問合せ先

8020
いい歯のお年寄り表彰事業
80歳以上（昭和14年３月31

日以前に生まれた方）で、20本
以上自分の歯を持っている方を
募集しています。

治療した歯、していない歯に

かかわらず、20本以上自分の歯
がある方に認定証を交付しま
す。（過去に認定証の交付を受
けた方も対象です。）
■締め切り

８月31日（土）

※口腔内診査を受けていただき

ますので、協力歯科医療機関
に電話等でご予約ください。

東成瀬村の協力歯科医療機関
〇ジュネスデンタルリニック

☎０１８２−４７−３１３１

■問合せ先

雄勝地域振興局福祉環境部

（湯沢保健所）健康・予防課

☎０１８３−７３−６１５５

秋田県農業共済組合雄勝支所
☎０１８３−７３−７１３１

毎月勤労統計調査を実施します
厚生労働省では、７月31日現
在で、常用労働者を１名〜４名雇
用している事業所を対象に、毎
月勤労統計調査を実施します。
この調査は、
１名〜４名の規模
の事業所における賃金、労働時
間及び労働者数の動向を全国及
び都道府県別に明らかにするな
どの目的を持つ大 切な調 査で
す。
調査対象となる事業所には、
８
月〜９月にかけて秋田県の統計
調査員が訪問し、調査の内容を
説明して調査票を作成します。
ご多忙のこととは存じますが、
調査へのご理解とご回答をお願
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難病医療相談会
難病またはその疑いで治療中

の方やご家族を対象に、相談会
を開催します。※参加費無料
■日時
■場所
■内容

９月７日（土）

13：30〜15：30

湯沢雄勝広域交流センター
多目的ホール

①医療相談コーナー

②機能訓練相談コーナー
③お薬相談コーナー
④福祉相談コーナー
⑤ふれあいコーナー

■申込・問合せ先

湯沢保健所健康予防課

☎０１８３−７３−３５２４

湯沢雄勝広域市町村圏組合
環境衛生施設採用試験（職務経験者）
■試験区分及び採用予定人員
行政 初級 １名
■職務内容
環境衛生施設（火葬場、ごみ
処理施設、し尿処理施設）の業務
に従事
※当面は、火葬場での業務に従事
していただくことになります。
■受験資格
次の要件を満たし、採用後は
湯沢市雄勝郡に居住できる方
〇昭和49年４月２日から平成元
年４月１日までに生まれた方
〇高等学校以上を卒業した方
〇職務経験年数が５年以上ある方
■１次試験日時
９月22日（日） ９：００〜
■１次試験会場
湯沢雄勝広域市町村圏組合
清掃センター２階
■１次試験内容
教養試験、適正試験
■１次試験合格発表
１０月上旬
■受付期間
７月22日（月）〜８月21日（水）
■問合せ先・申込
湯沢雄勝広域市町村圏組合
総務財政課総務班
☎０１８３−７３−９６９１

防災タウンページ
日頃からの備えや災害時の行
動ポイントを盛り込んだ「防災
タウンページ」がＮＴＴタウン
ページ(株)から発行されます。
公衆電話や避難所マップも掲載
されますので、いざという時に
備えて確認しておきましょう。
８月上旬から８月末日にかけ
て全住戸・全事業所にお届けさ
れます。
■問合せ先
お客様相談センター
☎０１２０−５０６３０９

８月開催予定の
スキルアップセミナー
・エクセル初級講習
８月６日（火）・７日（水）
の２日間

定員１０名

・原寸図作成講習
８月２２日（木）・２３日（金）
の２日間

■時間

定員１０名

9：00〜16：00

■実施場所
■受講資格

大曲技術専門学校

■受講料

現在お勤めしている方

無料（テキスト代は別途）

■申込・問合せ先
大曲技術専門校

☎０１８７−６２−６３２１

ご存知ですか？「筆界特定制度」
「筆界特定制度」は、土地の
筆界（境界）トラブルを解決す
るため、法務局が現地における
筆界を特定する制度です。
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
お困りの方は、筆界特定制度を
ご活用ください。
■問合せ先
秋田地方法務局
登記部門筆界特定室
☎０１８−８６２−１４４２

公共職業訓練実施

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

求 職 者を 対 象とするアビリ
ティーコース１０月期生の募集を
次のとおり行っております。
■訓練期間
令和元年１０月２日（水）
〜令和２年３月３１日（火）
■訓練時間
９：２０〜１５：４０
■場
所
ポリテクセンター秋田（潟上市）
■訓 練 科（定員）
電気設備技術科（１３名）
ビル管理技術科（１５名）
■募集期間
８月２日（金）〜８月３０日（金）
■受 講 料 無料
（テキスト代等は個人負担）
■応募資格
ハローワークに求職申込され
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。
■問合せ先
秋田職業能力開発促進センター
訓練課 受講者第一係
☎０１８−８７３−３１７８

法務局では、
「子ども人権１１０

放送大学
入学生募集のお知らせ
放送大学では、2019年10月

間

８月13日（火）〜８月16日（金）
緊急の場合は教育委員会まで
ご連絡ください。
☎４７−３４１５

相談は無料で、人権擁護委員及
び法務局職員が担当し、相談内
容についての秘密は厳守します。
■実施期間
８月29日（木）〜９月４日（水）
平日：８：３０〜１９：００
土日：１０：００〜１５：００
■相談電話
子どもの人権１１０番
☎０１２０−００７−１１０

【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

の学生が、大学を卒業したい、学

場所

10代から90代の幅広い世代

･情報・自然科学など、約300の
幅広い授業科目があり、１科目
から学ぶことができます。

出願期間は、第１回が８月３

１日まで、第２回が９月20日ま
でです。

８月13日（火）
10：00〜12：00
東成瀬村国保診療所相談室
秋田県南福祉事務所

びを楽しみたいなど、様々な目
心理学・福祉・経済・歴史・文学

■期

らのご相談をお受けいたします。

入学生を募集しています。

的で学んでいます。

学校閉庁日のお知らせ

番」強化週間を実施し、皆様方か

企画福祉課
☎０１８２−３２−３２９４

８月の心の健康相談日
開催日 ８月2６日（月）

時

間

場

所

■問合せ先
放送大学秋田学習センター

担

当

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

☎０１８−８３１−１９９７
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平成30年１月25日生
平良／昭博・涼子さんの長女

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

6月の
東成瀬村
安全記録

いつも笑顔のけいがみんな大好き♥
元気でかわいい子に成長してね！
（お父さん、お母さんより）

第８回栗駒山麓観光写真コンクール

◎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277日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1153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
50日
〜令和元年5月12日より〜

慶弔（敬称略）
◆おしあわせに
川 本 靖 之
優 衣

（
（

髙

橋

優

海
奈

小坂町
肴沢
大柳
横手市

◆ごめいふくをお祈りします
鈴 木 フ ミ（94）平良
谷 藤 ム ツ（93）平良
佐々木 春 子（91）平良
石 綿 嘉 彦（67）田子内
髙 橋 フヂノ（89）大柳
佐々木 ユワノ（87）菅生田

撮影者
広報

【優秀賞】
「初丑祭り」
後

藤

博（宮城県塩竃市）

令和元年７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 1,253人 (＋ 7 )
女 1,309人 (＋ 1 )
計 2,562人 (＋ 8 )
●世帯数 909戸 (＋ 6)
●出生 ０人〔１人〕●死亡 ６人〔15人〕
●転入 15人〔42人〕●転出 １人〔12人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

