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9.８ 田子内地区敬老会

令和元年東成瀬村議会定例会行政報告（要旨）
第６回９月定例会議に当たり、第５回６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。

４

１

財政状況について

平成30年度の決算状況は形式収支、実質収支ともに
黒字となったが、単年度収支は420万円、基金収支を含
めた実質単年度収支は１億1220万円のいずれも、２年
連続の赤字となり、厳しい決算となった。
財政健全化法に基づく健全化判断比率の状況だが、実
質公債費比率は、12.0％で前年度に対し1.3ポイント、
将来負担比率は27.5％で財政健全化法施行以来初めて
数値が現れた前年度に対し23.5ポイント、それぞれ上
昇している。また、経常収支比率も99.8％と前年度に
対し2.5ポイント悪化し、財政の硬直化が急激に進行し
ている。
これらの主な要因は、簡易水道事業の地方債元利償還
金が増加していることだが、普通交付税の減額などによ
る標準財政規模の縮小も比率を押し上げる一因となって
いる。
非常に厳しい財政状況であり、一般財源を確保するた
め、村単独事業を中心に事業全般にわたり更なる見直
し・検討を加え、財政健全化に向け努めていく。

２

イベント関連について

今年も８月２日から４日までの３日間、好天の中で開
催された仙人修行には、村内外から２５名の方が参加し、
無事終了している。
また、８月12日に開催されたトマト祭りでは、恒例と
なった「野菜の詰め放題」が行われ、多くの方々が訪れて
おり、ほかにも、ダム見学のイベントで成瀬ダムカレーの
提供を図るなど、地元食材のＰＲに努めている。
10月には、湯沢駅において「駅まつり」などのイベント
も予定されており、こうした機会を活用し、村をＰＲして
いきたいと考えている。
また、今年度は、村制施行130周年となっており、この
秋に「記念のイベント」として「観光ＰＲ大使の任命」や
「ラジオ局との災害協定の締結」等を計画している。

３

ふるさと納税について

今年のふるさと納税は、８月末現在で493件、397万円と
前年同時期よりも、件数で54件、金額で82万円の増加とな
っている。
引き続き、返礼品の充実を図りながら、村内の農産物等
の消費拡大と村のＰＲに努めていく。
２
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第三セクター関連について

秋田栗駒リゾート株式会社では、６月26日に株主総会
を開催し、２年連続で赤字決算の報告をしている。様々な
要因があるかと思うが、人手不足が会社全体の体制に影響
を与えているものと考えている。これまでも、会社との協議
を重ねているが、有効な打開策がいまだ見えてこない状況
は、一向に変わっていない。こうした中で、今年の栗駒山荘
は、宿泊者の制限を設けるなど、ギリギリの体制で運営し
ていたところ、栗駒山の主要な登山コースである「須川コー
ス」が立入禁止となり、その影響か日帰り客も大幅に減少
し、大変苦慮している。
これから、紅葉シーズンを迎えるため、社員一丸となって
創意工夫を凝らし、経営改善に努めていく。

５

消防訓練大会について

７月14日、村消防訓練大会を開催し、規律訓練礼式の部
では第１分団が、小型ポンプ操法の部では、第３分団第３
部が優勝した。
続く８月４日には、消防協会湯沢市雄勝郡支部訓練大会
が開催され、第１分団が規律訓練礼式の部で第３位、第３
分団第３部が小型ポンプ操法の部で、大会三連覇を果た
し、全県大会への出場権を得ている。
この大会では、小型ポンプ操法の部において、第３分団
から３名が優秀選手賞を受けた。
そして８月24日、第３分団第３部が第56回秋田県消防
操法大会に出場したが、残念ながら、前回大会を上回る成
績には及ばなかった。

６

女性消防団員による防災教室について

去る７月２２日に東成瀬小学校全校児童を対象とした防
災教室を開催した。この教室では女性消防団員４名の指導
により、全校児童が住んでいる地域ごとにグループを編成
し、地震発生による被害予測、避難場所の確認等、具体的
な内容を学習した。

７ 福祉医療制度（マル福）の拡充について
いわゆる「マル福」制度は、乳幼児、小中学生、一人親家
庭の児童、高齢身体障害者及び重度心身障害者に係る医
療費負担をゼロとする県事業だが、今年８月から対象を
村単独で高校生まで拡充している。

８

風しん対策について

昨年７月以降、関東地方を中心に風しん患者が増加
している。患者の中心は30歳から50歳代の男性とな
っており、村内における昭和37年４月２日から昭和
54年４月１日生まれまでの抗体保有率の低い男性に
対し、今年５月に抗体検査及び予防接種の無料クーポ

第６回９月定例会議
ン券を送付している。
抗体検査は、全国の協力医療機関、総合健診会場等
で受けることができる体制となっているが、クーポン
券の利用率が低迷している。
対象の方々に対しては、引き続き制度の周知に努め
ていく。

９

簡易水道事業について

今年度予定した工事は、すべて発注済みとなってお
り、事業は順調に進ちょくしている。
入道地区内での水道管布設工事は現場作業をほぼ終
了し、今後は中部地区浄水場の整備を重点的に進める
予定となっている。
去る８月９日には、浄水棟築造工事の安全祈願祭が
挙行され、無事故で安全に工事が完了することを願い、
中部地区水道施設の早期完成に努めていく。

10「生産の目安」に係る米の状況について
県の報告によると、令和元年の全国の米需要実績は、
前年の740万トンから5.2万トン減少し、734万トンと
なっている一方で、県産米の需要実績は、前年より3.7
万トン増加し、43.7万トンとなり、供給量に対して需
要量が上回ったとのことである。
今後、米の消費動向については、主食米が毎年10万
トン程度減少すると見込まれており、村としては、
「生
産の目安」による民間ベースの需給調整が円滑に実施
され、需要に応じた生産がしっかり行われるよう望ん
でいる。

11 農作物の生育状況について
水稲は、７月下旬からの高温気象により、平年並みか
ら遅れ気味だった生育を一気にばん回し、分けつも順
調で、一定の茎数も確保され、順調な生育状況にあると
思われる。また、高温が続いている影響もあって、登熟
が早めに推移する可能性が高く、稲刈り作業も例年と
比べて、早い時期から始まるものと予想している。
ほかの主要作物である夏秋トマト・りんどう等の生
育についても順調に進んでいると思われる。

12 獣被害対策について
県では８月21日に「ツキノワグマ出没警報」を発令
し、クマ被害への警戒を呼びかけている。
村内でも目撃情報19件、先月には「箱わな」による捕
獲事案３件（重里台・五里台・大柳）あった。今年は、ブナ
の結実予測で大凶作との報道もあり、今後も住民への
注意喚起と情報提供等を行っていく。
また、昨年から湯沢市を中心にイノシシの出没被害
が増加しており、県ではその対策を進めている。村内に
おけるイノシシの目撃情報はないが、今後の対策を県
及び近隣市町と協調して進めることが必要である。

13 畜産施設等の指定管理について
村畜産施設及び村公共牧場の指定管理については、
10月末で期間満了となることから、引き続き５年間、株
式会社赤べこ仙人ファームを指定管理者とする議案を、
本定例会議に提出した。
なお、７月末において、赤べこ仙人ファームが保有する
牛は358頭で、毎月の出荷頭数は10頭前後となっている。

14

建設事業関連について

村事業につきましては、今年度予定の工事を計画的に
進めており、秋の安全施設維持工事を残し降雪前の完成
を目指している。
県関係の事業については、国道342号道路改良工事
の川通工区において、橋りょう工事に伴う国道の切り回
しの準備工事等を進める予定と伺っている。交通量も増
えていることから安全には十分配慮し早期に完成するよ
う関係機関へ要望していく。また、河川事業に関しては、
成瀬川の岩井川川通り地区の「素ざらい」を実施するこ
ととなっている。

15

カントリーパークについて

ジュネス栗駒パークゴルフ場は、８月末現在の利用者
数が5659人となっており、前年同時期に対し、909人の
減となっている。５月は伸びているもののそれ以降の利
用が伸び悩み、猛暑の影響もあったのではと考えている。

16

成瀬ダム事業関連について

ダム本体工事については、現在、基礎掘削やバッチャー
プラント等の仮設備の設置、原石山の材料採取等を行っ
ており、10月には堤体の初打設式を実施する予定と伺っ
ている。また、国道342号の付替工事である２号橋の下
部工が８月に完成し、９月から上部工の施工に着手する
予定とのこと。
今年度の成瀬ダム工事事務所と本村の共同開催であ
る特別見学会については、３回の開催を予定しており、
第二弾はダムの夜間施工の見学と星空日本一となった本
村の星空観察を融合した企画「成瀬ダム特別見学と星
空観察」を８月30日に実施している。今後は、10月上旬
に「村民対象現場見学会」や10月26日に開催予定の村
産業祭と合同で実施する「成瀬ダム特別見学会」を開催
する予定である。
ダム事業に係る従事者数は７月末現在で742人と伺っ
ている。また、成瀬ダム工事事務所及び成瀬ダム工事・
調査安全協議会では、工事関係車両通行に伴う沿線住
民への配慮の取組として、現在、国道397号交差点より
ダムサイトまでの区間において、制限速度40キロメート
ルとする自主規制、
速度規制看板の設置、パトロール車による巡視、注意
喚起の実施、道路清掃の実施、沿線住民の御協力によ
る騒音モニタリングなどを実施しており、これまでと同
様に国道の交通安全マップの作成による安全速度の徹
底、通勤時間帯の工夫など通行には十分注意し、今後も
継続し取り組んでいくと伺っている。
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環境省自然公園指導員局長賞受賞！
９月４日（水）、役場応接室において「令

全国優績店舗表彰
こまち農業協同組合東成瀬支店が「2018年

和元年度自然公園指導員局長表彰」が行われ、

度ＪＡバンク優績店舗表彰メイン化部門」にお

４年から通算27年間にわたり植生等の自然

しました。職員に村出身者または村在住者が多

半田克二郎氏が受賞しました。半田氏は平成
環境の保護や利用者の安全に配慮した指導に
努めてくださりました。おめでとうございま
す。

令和元年８月

いて、全県ＪＡ110店舗の中で最優秀賞を受賞

く、住民の身近な金融機関として信頼度が高い
などの点が評価され全国表彰を受けました。お
めでとうございます。

村長の動き

２日（金） 北海道東北六県町村会協議会特別要請（東京都）
３日（土） 仙人修行交流会（ホテルブラン）

４日（日） 秋田県消防協会湯沢市雄勝郡支部消防訓練大会（湯沢市）

５日（月）〜６日（火） 北海道・東北六県山村振興ブロック会議（北海道）

７日（水） 主要地方道横手東成瀬線整備促進期成同盟会総会・研修会（横手市）
８日（木） 秋田県町村会総合事務組合議会定例会（秋田市）
第42回雄勝大花火大会安全祈願祭（湯沢市）
９日（金） 中部簡易水道浄水棟築造工事安全祈願祭（岩井川）
秋田県町村会監査委員会（秋田市）

３日㈯

仙人修行交流会

15日（木） 村成人式（ゆるるん）

21日（水）〜22日（木） 熊本県町村会行政視察受入

22日（木） 雄勝中央病院運営委員会（湯沢市）

23日（金） 秋田県市町村会館管理組合議会定例会（秋田市）
秋田ノーザンハピネッツサマーキャンプ2019交流会（ホテルブラン）
24日（土） 第56回秋田県消防操法大会（由利本荘市）

25日（日） 壮実スポーツ大会（ジュネス栗駒パークゴルフ場）
30日（金） 自由民主党政務調査会過疎特別委員会（東京都）

15日㈭

４
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村成人式

税

金
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情報公開

第三セクターの運営状況

村では、平成30年度の第三セクターの経営状況等について、その概要として
「貸借対照表」
等を
公表します。
なお、地方自治法では
「自治体が50％以上出資している第三セクターについては、議会等に報告
する義務」
がありますが、村ではその対象とならない第三セクターについても会社の了承を得て、
村内の出資している全３社を公表しています。
会社名等

資

本

金

事業内容

財務状況

繰越利益剰余金

58,931

43,370

10,236

10,115

10,067

3,032

3,220

81,365

79,337

92

95

95

0

1

1

△20,844

△22,434

△35,967

10,144

10,020

9,972

3,000

3,219

3,353

△65,844

△67,434

△80,967

0

19,653

△ 28

0

219

353

373,076

356,770

347,461

6,121

6,120

6,120

3,154

2,941

3,012

15,769

△1,386

△13,329

95

△ 52

24

209

187

134

10,982

△1,590

△13,533

3

△ 124

△ 48

209

187

134

第三セクターへの関与状況
⑴公的支援

28,746 28,726 29,016

⑵その他
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3,354

61,546
82,390

2,527

2,527

2,533

募

若者定住促進住宅入居者募集

集

田子内住宅
募集住宅
所在地

東成瀬村田子内字天神林９番地１

募集戸数

１戸（１棟）

住宅概要

木造 2 階建 ２ＤＫ（1 階車庫）
延床面積 96.66 ㎡

申込期限

10月３日（木）

家賃 30,000 円
敷金 60,000 円

入居時期

11月上旬

家賃・敷金

1 東成瀬村に定住を希望し、かつ、居住するための住宅を必要として
いる者
申込資格

2 入居を許可されたときの年齢が満 45歳未満の者（世帯主及び生計中
心者）であること。
3 入居後、定住住宅の所在地を住所地として住民登録ができること。
4 地方税等を滞納していない者であること。
5 入居希望者又は同居しようとする者が、暴力団員でないこと。

※申込み用紙は役場企画課で配布しますが、村ホームページからもダウンロードできます。
※申込みについては、郵送可としますが、関係書類を添えて募集期限まで必着とします。
・申込み 企画課 ☎47-3402

国

保

国民健康保険被保険者証の更新について

現在お使いの健康保険証は令和元年（平成31年）９月30日までの有効期間となっております。
国保加入者の方には、今月中に新しい保険証を郵送でお届けします。
10月１日以降、医療機関を受診する際は忘れずに「新しい保険証」を受付窓口に提示してくだ
さい。また、70歳以上75歳未満の方は、すでに７月広報と一緒に交付している「国民健康保険高
齢受給者証」を保険証と一緒に窓口へ提示してください。

就職して社会保険に加入したときの手続き

職場の健康保険に加入した時は、加入日から14日以内に民生課窓口へ
届け出をお願いします。

必要なもの

ご注意！

「※健康保険資格取得証明書」又は「保険証」・「印鑑」
※職場に発行を依頼してください。

職場で加入する健康保険は、資格を取得してから保険証が交付されるまで２〜３週
間かかります。この間に国民健康保険証を使って医療機関にかかると、後日自己負担
以外の保険給付（年齢により医療費の７割〜９割）を村に返還し、その分を社会保険
へ請求していただくこととなりますのでご注意ください。

民生課国保担当

☎47- 3403
201９.９ 広報 ひがしなるせ
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長寿を祝福 令和元年度敬老会

敬老会

村内３地区の敬老会がジュネスワンで

開催されました。

参加した皆さんは、健康を喜び合いな

がら元気で長生きするようにと、お互い
の長寿を祝っていました。終始和やかな
雰囲気の中、歌や踊りを楽しみ、カラオ
ケでは自慢ののどを披露する方など、楽
しそうな笑顔と笑い声が会場にあふれて
いました。

９／８ 田子内地区

９／16 椿川・大柳地区

椿

川

38 34 32 15 13 132

大

柳

幸寿苑
合

８
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8 10

8 13

0

8 14 21 49

6

4 43

計 202 169 172 135 97 775

世帯主
氏 名

氏

名

1 谷

藤

ウ

メ

岩井川（中）101 紘一 12

備

前

松

江

3 後

藤

トメノ

幸寿苑 100 トメノ 14

鈴

木

イ

チ

2 後
4 鈴
5 吉
6 髙

藤
木
田
橋

7 佐々木
8 佐々木
9 佐

藤

（令和元年９月2日現在） 10 佐々木
11 佐々木

2019.９

地区名

〔敬称略〕

キ

ヱ

幸寿苑 100 キヱ 13

勇

田子内（北） 99

ク

ヱ

幸寿苑 99

キ

ヨ

ハチエ
チ

エ

トシヱ
サ
重

キ
男

田子内（南） 99
田子内（南） 98
幸寿苑 98

勇

15 藤

正雄 16

土

チエ 18

髙

クヱ 17
キヨ 19

幸寿苑 97 冨美雄 20
肴沢

佐

吉
谷
佐

97 悦志 21 菊

幸寿苑 97

重男 22

髙

藤
原
井
田
橋
藤
藤
地
橋

チ
タ
三

地区名

年齢

48 41 38 43 18 188

名

順位

岩井川

氏

年齢

田子内 108 78 86 50 41 363

令和元年度長寿番付表（95歳以上）

順位

〜

〜

〜

〜

〜

年齢 70 75 80 85 90歳
地区
74歳 79歳 84歳 89歳

合計

令和元年度敬老会年齢別
対象者数
（人）

９／17 岩井川地区

平良（上） 97

世帯主
氏 名

松江

ヨ

滝ノ沢（上） 96

ケ

田子内（南） 96

タケ

田子内（南） 95

三郎

郎

キヨヱ
ツギノ

椿台

96

正雄
充

田子内（南） 95 千恵子
入道

95 ツギノ

一

枝

幸寿苑 95

節

子

手倉（西） 95

節子

幸寿苑 95

長作

キヨミ
長

作

一枝

幸寿苑 95 キヨミ

令和元年
10月1日

年

金

年金生活者支援給付金制度がはじまります

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準

額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日

本年金機構
（年金事務所）
が実施します。

対象となる方

■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります

65歳以上である
世帯員全員が市町村民税が非課税となっている

前年の所得額が約462万円以下である

年金収入額とその他所得額の合計が約88万円
以下である

請求手続き
❶平成31年4月1日以前から年金

❷平成31年4月2日以降に年金を

対象となる方には、
日本年金機構

年金の請求手続きと併せて年金

を受給している方

から請求手続きのご案内が9月上
旬から順次届きます。

同封のはがき
（年金生活者支援

受給しはじめた方

請求手続きは
お早めに！

事務所または市区町村で請求手続

きをしてください。

給付金請求書）
に必要事項を記入

し提出してください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
■ 年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

『給付金専用ダイヤル』：０５７０−０５−４０９２（ナビダイヤル）
年金給付金

検索

201９.９ 広報
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消

防

秋田県消防操法大会 −第56回大会−

８月24日（土）由利本荘市で行われた秋田
県消防操法大会に、先の消防協会湯沢市雄勝郡
支部大会にて、小型動力ポンプ操法の部で三連
覇を果たした第3分団第3部（大柳）が代表と
して出場しました。
大会当日は、正面から強風が吹き荒れるなど
悪条件が重なり、残念ながら前回大会を上回る
成績には及びませんでした。第３分団第３部に
は、来年度に向けて、さらなる技術向上に期待
するところです。

健康づくり インフルエンザ予防接種の助成について
村のインフルエンザ予防接種にともなう助成内容は次のとおりです。

65才以上の高齢者について

65才以上の方及び、60才以上で心臓・肺・腎臓に慢性的な疾患をもつ方を対象に、

接種料金の一部を助成します。但し、医療機関によって接種料金が異なりますので、
詳しくは受診医療機関にご確認ください。
●助成内容→１人１回 １,０００円の助成

※今年度から、村国保診療所で接種した場合の助成額も1,000円としました。
※今年度中に65才以上になられる方が助成を受けられるのは誕生日以降となります。

生後6か月〜高校生の方々

今年度から、村国保診療所で接種した場合には一部助成となり、自己負担があります。

（他医療機関では、これまで通り全額自己負担）
●自己負担額→１人１回１，０００円

※詳細については、後日案内をお届けします。

予防接種＋手洗い・うがいをしましょう!!

インフルエンザ予防のためには、手洗いとうがいが大切です。帰宅したら、石鹸と流水で手

洗い、ガラガラうがいを習慣づけましょう。家族みんなで予防に心がけてください。
10
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イベント

たくさんのご来場をお待ちしております！！
−第52回

産業祭−

第52回東成瀬村産業祭「なるせ物産まつり」を次の日程で開催します。
野菜や果物といった農産物の展示や写真展などの他、食堂や展示品の物産販売等も行いますので皆さ
まお誘い合わせのうえご来場ください。

開催日時

10月25日（金）午後4時〜午後8時
10月26日（土）午前9時〜午後4時

開催場所
開催内容

村民体育館（東成瀬小学校となり）
25日
（金） ○農林産物の展示
26日
（土） ○農林産物の展示
○物産販売
○食堂
○各種イベント
○展示ブース

※詳細は後日配布しますチラシをご覧ください。

イノシシを目撃したらご連絡をお願いします。
近年、全国的にイノシシの増加や生息地の拡大により、生活環境への深刻
な被害が多発しています。
秋田県では、H28年まで被害はありませんでしたが、H29年に初めて22
千円の農業被害額が発生し、H30年には2,177千円と、100倍近く増加しま
した。湯沢市では、今年に入り14件の目撃情報等がよせられていますが、
村内では、目撃情報や被害があったという報告は受けていません。
イノシシは繁殖力が強く、短期間で爆発的に増加する恐れがあり、村内に
も生息地を広げてくる可能性が非常に高いです。村の農作物への被害を未然
に防ぐためには、皆さんからの目撃情報が非常に重要となりますので、見か
けた際には農林課へご連絡をよろしくお願いします。
農林課

☎４７−３４０６

201９.９ 広報 ひがしなるせ
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注意喚起！ “野生きのこ類”の取扱注意！

−隣県産は出荷制限となっています−

東成瀬村に隣接している岩手県と宮城県では、福島原発事故による放

射能汚染により、平成24年から“野生きのこ類”全てで、出荷および採

取の自粛要請が出ています。

奥州市・一関市・栗原市・大崎市に出かけ、“野生きのこ類”を採取し

たり、採取したものを販売（流通）することは控えるよう国からの指示
が出ていますので、十分な注意が必要です。

詳しい内容は、岩手県および宮城県のホームページを確認して下さい。

岩手県

教

野生きのこ

育

放射能

検索

幼児教育・保育無償化について
令和元年10月１日から、幼稚園・保育所等を利用する３歳
児〜５歳児クラスまでの全ての児童の利用料が無料になりま
す。また、０〜２歳児クラスでは住民税非課税世帯が無料と
なります。
なお、今回無償化の対象とならなかった０〜２歳児クラス
の児童については、これまでどおり村・県の助成を受けられ
ます。
無償化に関して、詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
○https://www.youhomushouka.go.jp/

給食費の取り扱いについて
❶ 副食費の実費徴収について

今回の無償化に伴い、今まで保育料の中に含ま

れていた副食費（おかずやおやつなど）が、保育
料とは別に実費徴収することになります。
主食に関しては村が提供しており、10月１日
以降も変更はありません。
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❷ 副食費に関する助成について

秋田県では所得制限を設け、保護者負担分の

１／２又は１／４を助成するとしています
が、村では県の助成に上乗せをし、所得制限
を設けず全額助成します。
なお、助成を受けるには、申請が必要にな
りますので該当者には直接連絡します。
教育委員会

☎４７−３４１５

教

育

世界各国を学ぶ

− グローバル"夢"ミーティング −
８月19日〜20日、ホテルブランを主会場として
「グローバル"夢"ミーティング」が開催され、東成瀬
小学校６年生と東成瀬中学校３年生が秋田大学の留学
生８人と交流しました。
この事業は、小中学生が留学生と一緒に英語を使っ
て交流し、聞く・話す能力を養い、国際理解を深める
事や留学生が日本で学ぶ動機や夢、生き方などに触れ
ることで自分の将来について考えるきっかけとするこ
とを目的に実施されています。
参加者たちは名刺交換や村民体育館でのスポーツレ
クリエーション、東成瀬村や留学生の母国についての
プレゼンテーションなどのプログラムをとおし、お互
い積極的にコミュニケーションをとっていました。
小中学生からは、「もっとコミュニケーションをと
れるように英語を理解したい」という感想が出されま
した。また、留学生から小中学生に向けて、「心を開
いて積極的に相手を知ろうとすることをしてほしい」
という言葉が贈られました。

「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」
出場者決定
10月５日、６日に鹿角市、道の駅おお
ゆをメイン会場に行われる「秋田25市町
村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」への東
成瀬村代表選手が決定しました。ご当地自
慢フェスティバル等のイベントも開催され
ますので、皆様ぜひ応援にご来場ください。

区
分
監 督
コーチ
コーチ
小学生男子
小学生男子
小学生女子
小学生女子
中学生男子
中学生男子
中学生女子
中学生女子
中学生女子
高校女子
一般女子
一般女子
一般女子
一般男子
一般男子
一般男子
一般男子

氏
佐々木
髙 橋
最 上
鈴 木
沼 倉
佐々木
髙 橋
谷 藤
髙 橋
吉 田
髙 橋
藤 原
小野寺
福 地
阿 部
岩 野
小 嶋
高 橋
土 谷
谷 藤

名
悦 男
大 輔
朝 香
皐 世
辰 樹
杏 実
ほのか
優 人
陽 登
歩乃可
羅 愛
亜唯羅
紅 美
恵 美
真由子
征 子
和 磨
空 大
昂 平
功 士

地
区
岩井川
東成瀬小学校教諭
東成瀬中学校教諭
椿台
平良
平良
小五里台
岩井川
椿台
肴沢
平良
椿台
椿台
田子内
田子内
平良
滝ノ沢
五里台
肴沢
秋田市（岩井川出身）
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駐在所から

秋の全国交通安全運動

〜子供と高齢者を交通事故から守ろう〜

例年、秋口から年末にかけて夕暮れ時・夜間

の交通事故や飲酒運転による交通事故が増加す
る傾向にあります。

「交通事故を起こさない」「交通事故に遭わ

ない」ためにも、交通ルールをきちんと守りま
しょう。

運動期間

全国重点

９月 21 日（土）〜 30 日（月）までの 10 日間
※

１

子供と高齢者の安全な通行の確保

３

夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

２
４
５

地域重点

９月 30 日は「交通事故死ゼロを目指す日」

高齢運転者の交通事故防止

全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
飲酒運転の根絶

横断歩行者の交通事故防止（特に、横断歩道における歩行者優先の徹底）
〜歩行者ファースト意識の醸成〜

ドライバーの方は、
ライトを早めに点灯し、前
車や対向車がいない場合はライトを上向きに
して、歩行者や自転車を早めに発見できるよう
にしましょう。

【秋から年末にかけての日の入り時刻】
9月１日 午後６時12分
10月１日 午後５時23分
11月１日 午後４時39分
12時１日 午後４時16分

14
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なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

●成瀬ダムのダムカードをリニューアルしました●
成瀬ダム工事事務所では、成瀬ダムを広く知っていただくために、
ダムカードを作成し平成29年9月11日より配布しておりましたが、昨
年９月に本体工事に着手して、工事も本格化してきましたのでダム
カードの写真や内容を見直してリニューアルしました。
これまで配布には工事現場写真の提示をお願いしておりましたが、
今後は不要となります。
新しいダムカードは 令和元年９月７日より配布 しております。
一般配布用の重機カードも作成しましたので、ダムカードと一緒に
お渡しします。(従来の重機カードは特別見学会等で配布しています。)
▼変更箇所を紹介します
新カードver.1.1(2019.8）

旧カードver.1.0(2017.6）

・おもて面の写真をダムが大きく
見えるように変更しています。
（約２倍）
・うら面のランダム情報を最近の状況
へ更新しています。
▼重機カード（一般配布用）
◆ダムカード配布場所◆

▼お得情報（ホテルブラン）
ダムカード提示でダムカ
レー１００円引き継続中！

①成瀬ダム工事事務所
平日のみ９時～１７時
②郷土文化保存伝習施設 ふる里館
休館日を除く９時～16時30分
（休館日は毎週月曜日、年末年始）
③夢・なるせ直売所
４月下旬～１０月下旬の土日・祝祭日
８時～１６時30分
201９.９ 広報
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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

共栄大学 教育実習
８月２６日〜９月２０日

８月26日小中連携
パークゴルフ交流会

阿久津駿さん

小中連携教育の事業の一つであ
るパークゴルフ交流会が行われま
した。晴天のもと，参加した４〜６
年生はゴルフ体験と中学生との交
流を楽しみました。また，パーク
ゴルフ協会の方々にプレー中のマ
ナーや技術について指導いただ
き，充実した時間を過ごすことが
出 来ました。「家 の 人とやりたい
な」と子どもたちは次の機会を楽
しみにしているようでした。

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

ＰＴＡリサイクル活動
8月18日(日)，校外指導部主催
によるリサイクル活動に，村民の
皆様から多くのご協力をいただき
ました。保護者と生徒，職員が協力
して運搬，仕分けをしました。収益
金は38,236円。東中祭などの活
動に活用させていただきます。あ
りがとうございました。
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池上雅人さん

共栄大学の学生の阿久津駿さん
と池上雅人さんの二人は，教育実
習を本校で行いました。前半は，授
業参観をしながら，探究型の授業，
子どもたちへの関わり方などを学
び，後半は，教 材研究 ，指 導 案作
成，授業，反省など一連の授業実
習や一日担任など本当に意欲的に
取り組んでいました。慣れない仕
事で「大変だ」と思うこともあった
のでしょうが，
「毎日楽しいです」，
「勉強になります」と笑顔と爽や
かな受け応えが印象的でした。二
人のこれからの活躍と将来の夢を
叶えてくれることを願っています。

夏休みのプールの様子から
夏休みは天気
に恵まれたくさ
んの子どもたち
がプール開放日
に 来 て い まし
た 。休 憩 中 は座
って休むという
約束もしっかり
と守られていま
した 。ま た ，自
分の立てた目標
に向かって水遊
びや水泳の練習
に励む子どもた
ちもたくさんい
ました。
プール入門期
の１，２年生には地域コーディネータ
ーのかおる先生から，特製の「かばプ
レート」のプレゼントが贈られ，目標
達成の感激もひとしおだったようで
す。今年度の水遊び，水泳の学習は９
月１３日をもって終了となり，元気な
声が響いていたプールの周囲もかな
りさみしくなりました。

グローバル夢ミーテイング

部活動・文化活動

8月19日(月)・20日(火)，村教育
委員会主催のもと，秋田大学の留
学生8名を迎えて，盛大に開催さ
れました。
この会には中学3年生15名と小
学6年生12名が参加し，
英語を通し
て留学生たちと交流を図りました。

☆東北中学校卓球大会 8月3日(土)
【山形県総合運動公園体育館】
女子シングルス
鈴木 望叶
1回戦3−2榎本(山形鶴岡東）
2回戦0−3鈴木（青森県浦町）
☆第61回全県席書大会 8月6日(火)
【秋田県立武道館】
半紙の部 銅賞 佐々木 里緒
☆湯沢市雄勝郡中学校駅伝競走大会
8月24日(土)
【羽後町多目的運動広場周回コース】
男子 Ａチーム 15位
谷藤優人，髙橋杏翼，鈴木新大
佐々木琉翔，髙橋星来
佐々木陽向，髙谷響
Ｂチーム 14位
釼持 輝，土谷橙真，髙橋駿介
髙橋陽登，佐々木零慈
佐々木真樹斗，菅野翼

なるせ児童館

移動児童館(ダム見学)

移動書道教室
夏休みの行事の一つ

として移動書道教室が

ありました。秋 田 県 立
美術館では藤城清治の

影絵を見学、秋田市民
俗芸能伝承館では竿燈

の実演を見たり、実際

にやらせてもらえたり

この行事は、月１回活動してましたが、参加
者が少ないことから今年は長期休み企画として
やることにしました。今の東成瀬を知るという
ことでダム見学を実施しました。ダムの完成ま
で経年比較することへの展望が広がり､来年度
も実施し
たいと考
えており
ます。

しました。どちらも日常

では経験できないこと
なので、とても良い体
験となりました。

ご案内

【生きる

読みかたりグループ「つくしんぼ」
と「昔っこの会」と横手市のコーラ
スグループによるイベントを開催
します！

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

〜残したい歌・語り・絵本〜】

◉日時
◉場所
◉内容

10 月 27 日（日）
午後 1：00 開場 1：30 開演〜 3：00
地域交流センターゆるるん
①懐かしい歌②昔っこの語り③絵本の読みかたり

入場
無料

「もっと右！ そこだー！」 “Two arms”“Three eyes”
英語でモンスターづくり
スイカ割り大会

自分が育てた野菜は
「最高においしいな！」

子ども達が育てている野菜が大
きくなっています。収獲したトマトや
ズッキーニなどを使った給食メニュー
に大喜び。特別な味のする野菜をお
いしそうに食べています。収獲する
とき野菜の臭いを感じたり、味わっ
たり、五感で自然を感じています。

夏を思いっきり楽しんだ子ども達。
プール、どろんこ遊び、虫取りなど
たくさんの体験ができました。そし
て、今年はもう一つの楽しい思い出
ができました。
下田の佐々木廣さんからスイカを
たくさんいただき、スイカ割り大会
を行いました。みんなの声援をうけ
て、スイカをめがけて「エ〜イ！」。楽
しんだ後は、みんなでスイカをガブ
リ。ごちそうさまでした。

５歳児は、毎週木曜日にイタン先
生とスージー先生に来ていただき、
一緒にゲームをしたり、活動したり
する中で英語に親しみ、外国の文化
に触れる活動をしています。
９月５日は、腕や脚、目などの呼
び方を覚えて、先生の指示に従って
紙を貼ってモンスターを作りました。
できあがった個性的なモンスターに
大満足でした。子ども達の飲み込み
の速さにビックリです。

201９.９ 広報
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み んなの 広場

Topics

石綿優月さん、大会新記録達成！
8/23~8/25

女子ハンマー投 第１位
女子１００ｍH

第２位

石綿

優月

女子円盤投

第４位

石綿

優月 21.15m
（横手清陵学院高２年）

女子走幅跳

第５位

備前

未玲

9/5~9/8

「健康第一」

県南支部高等学校新人陸上競技大会
備前

未玲

38.10m（横手清陵学院高２年）※大会新
16.89秒
（横手高１年）
4.72m
（横手高１年）

秋田県高等学校新人陸上競技大会

女子ハンマー投 第２位

石綿

優月 39.45m
（横手清陵学院高２年）

女子100mH

備前

未玲

第５位

16.25秒
（横手高１年）

（９／８ 田子内地区敬老会）

郡大会入賞！
９月14日（土）・15日（日）の２日間、東成瀬中学校体育館で行
われた「湯沢市雄勝郡秋季卓球大会」の女子シングルスで髙橋弥
紅さん、髙橋彩佳さんが入賞し、全県大会出場権を獲得しました。
また、湯沢市総合体育館において行われた「湯沢市雄勝郡秋季
バスケットボール大会」においては、男子バスケットボール部が３
位入賞を果たしました。
おめでとうございます。
【成績】
・卓球女子シングルス 第２位 髙橋 弥紅（２年）※県大会出場
第３位 髙橋 彩佳（２年）※県大会出場
・バスケットボール
第３位 東成瀬中学校男子バスケットボール部

第８回「ジュネスカップ」パークゴルフ東北選手権大会
８月31日、９月１日の２日間、ジュネス栗駒

パークゴルフ場を会場に、第８回「ジュネスカッ
プ」パークゴルフ東北選手権大会が開催され、東
北各地から141名の選手が出場しました。

村からは20名の選手が出場し、男子の部で

佐々木正利さん（蛭川）が見事優勝しました。

18
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・男子の部

１位 佐々木 正利
３位 髙 谷 信一
６位 備 前 源一
９位 佐々木
元

・女子の部

６位

2019.９

佐々木

順子

Topics
第５１回湯沢市雄勝郡
８人制バレーボール大会
９月１日、雄勝中学校体育館を会場に、
「 第５１回湯沢市

雄勝郡８人制バレーボール大会」
が開催されました。

村からは２チームが出場し、
Ｐｅａｃｅチームが３位に入賞

しました。

ふるさと
への
便り

人生を変えた一本のビデオ
（中）

だが、彼の健気な思いと
は裏腹に、彼が16歳になっ
たとき、よき理解者であっ
た母が急死したのであった。我が子が一人
前になることを唯一の楽しみに生きていた
母だった。山田少年の両親は学歴もなく良
い仕事にも就けず、ようやく食べていける
だけの収入だった。母は、昼も夜も悪い労
働条件の下で働いていた。疲労や睡眠不足
から肉体が蝕まれ、病魔に襲われ死期を早
めたのだった。あまりにも早く、別世界に
旅立った母を思い、泣き崩れる日々が続い
た。これでは、亡くなった母が浮かばれる
はずがないと、気持ちを切り替えようとし
た矢先、事もあろうに、今度は父が亡く
なったのである。
山田少年の父は、配偶者を失った失意の
ために、心がささくれ立ち、持病で止めら
れていたはずの酒を浴びるほど飲んだ。毎
日の生活が荒みに荒んだ。こんな生活が体
に良いはずがなく、母の後を追うようにし
て亡くなった。山田少年が17歳のときで
ある。仕事の帰り、道を行き交う人々が、
楽しげに爽やかに笑っている姿が、自分に
は異次元な光景に思えてならなかった。山
田少年は、心の支えと働くことの意義を失
い、この年に大工の仕事を辞めてしまっ
た。
がらんとした空き家同然の破屋に住み、
青白い顔で出入りする山田少年を近所の
人々は、同情する気持ちは持っていたもの
の、無職でブラブラしている姿を見るにつ
け「何か、大それたことをしでかすのでは
ないか」と不気味に思い、警戒の色を強め
ていった。

彼が20歳になったとき、食うために地
元の建設会社の作業員の仕事をすることに
なった。もともと、温和で真面目な性格の
ためか、他の作業員の仕事ぶりとは格段に
違っていた。指示された仕事は、周囲の人
が感心するほどキチンと処理し仕上げて
いった。
山田青年が23歳になったとき、転機が
訪れた。彼の真面目な仕事ぶりを見ていた
建設会社の女性事務員が、何かを感じてい
たのか「見たら、きっとためになるよ」と
いって、一本のビデオを貸してくれた。
何か、面白い映画かなと思った山田青年
は、自宅に帰ってそのビデオを見た。とこ
ろが内容は、「光は波か、粒か」というテ
レビから収録した「アインシュタイン」の
理論に関するものだった。最初は、女性事
務員にからかわれたと思ったが、まるで吸
い込まれるように90分の画像を見た。ユ
ダヤ人のためにナチスの迫害を受け、命か
らがらアメリカに逃れて研究を続けるアイ
ンシュタインの研究姿勢に、何かしら、言
葉では言い表すことができない大きな感動
を受けた。もう一度ビデオを見た。すると
山田青年は、素朴に、このような内容の勉
強をしたくてたまらない程の気持ちになっ
た。
本屋で調べたら「物理学」という学問で
あることが分かった。物理学を勉強するた
めには大学に行かなければならない。だ
が、自分の学歴は、義務教育の中卒のみで
ある。一般的に考えたら、山田青年の思い
と行動は、実に「滑稽」だったに違いな
い。
佐藤 清助
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Information

仙人 郷版
行政相談所を開設します
10 月７日から 10 月 13 日
は行政相談週間です。
行政相談は、行政全般につい
ての苦情や意見・要望を受け付
け、その解決や実現の促進を図
るものです。
期間中は、次のとおり行政相
談所を開設しますので、お気軽
にご相談ください。
■日時及び会場
10 月９日（水）
・10：00 〜 12：00
まるごと自然館
・13：30 〜 15：30
山村開発センター
■行政相談委員
髙橋 豊太郎 氏
■問合せ先
役場総務課
☎４７−３４０１

県住宅入居者募集
■名称 県営倉内住宅
■所在地 湯沢市倉内字三ツ田
■募集戸数 １戸 (H5 建築 )
■規格 木造 2 階建て
3LDK
■募集期間
10月1日(火)〜10月11日(金)
■入居可能日
11月1日（金）
■申込・問合せ先
仙北地域振興局建設部建設課
☎０１８７−６３−３１１３

自然観察会
■日時

10 月 26 日
（土）
9:00~12:00
■場所 東山森林公園
■集合 道の駅雄勝駐車場
■参加費 200 円（保険代）
20
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■その他 小雨決行 当日受付
■問合せ先
事務局 大井
☎０８０-９２５６-９９２３

特設人権相談所を開設します
いじめや体罰、配偶者からの
暴力などの相談を人権擁護委員
がお受けします。相談は無料
で、申し込みは不要です。
■日時 10月11日（金）
10月25日（金）
10：00〜15：00
■場所 湯沢生涯学習センター
■申込・問合せ先
秋田地方法務局大曲支局
☎０１８７−６３−２１００

手話教室を開催します！
県では障がい者への理解や手
話の普及啓発を図る目的とし
て、県民向けの手話教室を開催
します。（参加費無料）
■日時 10月25日（金）
14：00〜16：00
■会場 雄勝地域振興局福祉環
境部
■申込・問合せ先
雄勝地域振興局
福祉環境部企画福祉課
☎０１８３−７３−６１５５

司法書士無料相談会
10月１日「法の記念日」を
記念して、秋田県司法書士会で
は無料相談会を開催します。
■日時 10月５日（土）
10：00〜15：00
■会場 湯沢雄勝広域交流センター
■問合せ先
秋田県司法書士会
☎０１８−８２４−０１８７

自衛官募集
■防衛医科大学看護学科学生
・受付期間
9月5日（木）〜9月30日（月）
・試験期日
10月19日（土）
・受験資格
高卒（見込含）21歳未満の者、
又は高専3年次修了者（見込含）
■防衛医科大学医学科学生
・受付期間
9月5日（木）〜9月30日（月）
・試験期日
10月26日（土）
・27日（日）
・受験資格
高卒（見込含）21歳未満の者、
又は高専3年次修了者（見込含）
■防衛大学校一般
・受付期間
9月5日
（木）
〜9月30日
（月）
・試験期日
11月9日
（土）
・10日
（日）
・受験資格
高卒（見込含）21歳未満の者、
又は高専3年次修了者（見込含）
■問合せ先
自衛隊秋田地方協力本部
横手地域事務所
☎０１８２−３２−３９２０

法務局休日相談所の
開設と講演会
相談・講演参加は無料です。
また、予約優先です。相談は秘
密を厳守しますので、安心して
ご相談ください。
■日時 10月６日（日）
10：00〜15：00
■会場 秋田地方法務局
■相談内容 登記・遺言・人権
相談・隣地との境界など
■講演会 「相続について」
講師 公証人 大和谷敦
13：00〜14：00

■問合せ先
秋田地方法務局総務課
☎０１８−８６２−６５３１

労働関係のトラブルで
お困りではありませんか？
解雇・雇止め、いじめ・嫌がら
せ、職場環境の悪化など、働く
人と勤め先との間でおきた労働
関係のトラブルの解決を専門家
があっせんし、お手伝いします。
利用は無料で、秘密を厳守し
ます。
■問合せ先
秋田県労働委員会事務局
☎０１８−８６０−３２８４

「里親」登録者を募集します
様々な理由により親元で生活
できない子ども達が全国で約４
万5千人、県内には約2百人い
ます。そうした子ども達を家庭
的な環境で養育する里親の登録
者を募集します。
里親として登録するためには
研修を受ける必要がありますの
で、児童相談所にお問い合わせ
ください。
■問合せ先
秋田県南児童相談所
☎０１８２−３２−０５００

初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会
■日時
・11 月２日（土）
９：00 〜 16：45
・11 月３日（日）
９：00 〜 16：15
・11 月４日（月）
９：00 〜 17：00
■会場
秋田県心身障害者総合福祉センター
■対象者
・平成31年４月１日現在で18
歳以上の県内在住者

・講習終了後に秋田県内におい
て障がい者スポーツ指導員と
して活動できる者
■定員
30 名
■受講料 無料（ただし、テキ
スト代 3，500 円は別途徴収）
■申込
所定の申込書により９月６日
（金）〜 10 月４日（金）の期
間内に郵送又は FAX にて事務
局へ送付
■問合せ先
（一）秋田県障害者スポーツ協会
TEL０１８−８６４−２７５０
FAX０１８−８７４−９４６７

１０月開催予定の
スキルアップセミナー
・初めての簿記講習
10月７日（月）
・８日（火）
の２日間 定員10名
・パワーポイント講習
10月23日（水）
・24日（木）
の２日間 定員10名
・AUTOCAD 操作術（基本編）
10月30日（水）
・31日（木）
の２日間 定員10名
■時間 ９：00〜16：00
■実施場所 大曲技術専門学校
■受講資格 現在お勤めしている方
■受講料 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

救命講習会を開催します！
成人に対するAEDを含んだ
普通救命講習です。（受講料無
料）
■日時 ９月29日（日）
９：00〜１２：00
■会場 湯沢雄勝広域消防本部
3階
■定員 30名
■申込・問合せ先

湯沢雄勝広域消防署救急班
☎０１８３−７３−３１５１

秋田県最低賃金が
改定されます！
１０月３日から、28円引き上げ

られ、時間額「780円」となりま
す。

秋田県最低賃金は、臨時・パー

ト・アルバイト等、県内の全ての

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

（018-883-4266)または最寄り
の労働基準監督署までご照会く
ださい。

【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

10月の心の健康相談日
開催日 10月28日（月）
時

間

場

所

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

自立相談支援事業

東成瀬村巡回相談

日時

10月８日（火）
10：00〜12：00

場所

東成瀬村国保診療所相談室
秋田県南福祉事務所
企画福祉課

☎０１８２−３２−３２９４
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ル

イド
ア
の
家
が
我

吉田

ゆいと

結都

ちゃん

平成30年３月13日生
田子内／康訓・愛美さんの次男

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

８月の
東成瀬村
安全記録
お兄ちゃんのことが大好きなゆいと
お兄ちゃんと仲良くたくさん遊んでね
（パパ、ママより）

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339日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1215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
112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
佐々木

撮影者
広報

【入賞】
佐々木

「光芒一閃」

美喜子（秋田県東成瀬村）

令和元年９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.650 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp

ひがしなるせ

正

信（70）滝ノ沢

村の人口と世帯
●人

口

男 1,262人 (− 1 )
女 1,301人 (− 4 )
計 2,563人 (− 5 )
●世帯数 925戸 (＋ 5)
●出生 ０人〔３人〕●死亡 １人〔19人〕
●転入 ６人〔62人〕●転出 10人〔29人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

