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「収穫の秋」

10.1 小学校稲刈り

平成30年度決算
平成30年度の各会計の決算が、9月定例議会で認定されました。
一般会計の決算額が、歳入総額35億5,720万円、歳出総額35億1,928万円
となり、歳入歳出差引額は3,792万円となりました。
繰越金
5,544万円
村税
（1.6％）
1億9,684万円
（5.5％）

使用料・負担金等
3,529万円（1.0％）
財産収入
2,166万円（0.6％）

諸収入
1億4,714万円
（4.1％）

繰入金
自主財源 依存財源
4億8,800万円 9億
4,437
（13.7％）
万円
（26.6％）

地方譲与税
ほか
8,413万円
（2.4％）

歳入

35億5,720万円
〔▲5.8％〕

総務費
6億3,498万円
（18.0％）

商工費
2億4,466万円
（6.9％）

地方交付税
18億9,031万円
（53.1％）

26億1,283万円
（73.5％）

国庫支出金
1億4,058万円
（4.0％）

消防費
1億4,013万円
（4.0％）

衛生費
2億2,221万円
（6.3％）
議会・労働・災害復旧費
7,130万円
（2.1％）

村債
3億3,803万円
（9.5％）

県支出金
1億5,978万円
（4.5％）

教育費
2億5,935万円
（7.4％）
農林水産業費
2億1,258万円
（6.0％）

歳出

35億1,928万円
〔▲5.4％〕

土木費
3億2,294万円
（9.2％）
諸支出金
3億8,971万円
（11.1％）

公債費
5億7,590万円
（16.4％）

民生費
4億4,552万円
（12.6％）

■〔
（

〕は前年度増減率
）は構成比率

歳入・歳出の状況
歳入では地方交付税が、18億9,031万円で前年度
に対し2,746万円の増 額となっており歳 入額の
53.1％を占めています。うち普通交付税は、16億
388万円で235万円の減額となりました。普通交付
税と普通交付税の振替分となっている臨時財政対
策債とを合わせると前年度に対し、360万円の減額
となっています。
歳出では、総務費については、地方創生事業とし
て滝ノ沢地区において定住促進住宅を４棟建設して
います。電算関連経費が547万円増額しましたが、
全体としては前年度に比べ、7,748万円の減額と
なっています。
２
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民生費については、国民健康保険特別会計（事
業勘定）への繰出金における5,000万円の減によ
り、全体として7,741万円の減額となっています。
農林水産業費については、大規模肉用牛団地整
備事業補助金や県単夢プラン事業補助金の減によ
り、全体として5,911万円の減額となっています。
基金積立金については、財政調整基金について4
億8,500万円を取崩し、3億7,700万円の積み立て
を行い、減債基金へ100万円、その他特定目的基金
へ1,071万円を積立てました。それらを合わせると、
平成30年度末で基金残高は総額16億8,022万円と
なり、前年度比9,829万円の減額となっています。

■主な事業と決算（1000万円以上）■
主な事業名

事業費

内

容

1億297万円

村道路線の除雪作業や、県からの委託に基づく国道除雪、春山除雪作
業を実施しました。

若者定住促進住宅整備事業

8,878万円

Ｕターン者の受け入れや若者の定住化対策を推進するために滝ノ沢に定
住促進住宅４棟（木造二階建、２ＤＫ、延床96.66㎡）を整備しました。

保育所運営事業

7,415万円 公設民営化による、なるせ保育園の運営の委託を実施しました。

村道新設改良事業

6,760万円

村道真戸椿台線道路改良、村道田子内旧国道線道路改良の２工事を実施
しました。

林道改良事業

3,989万円

林道肴沢線の舗装改良工事を実施しました。
（アスファルト舗装Ｌ＝1,080ｍ）

3,350万円

農業生産性が不利になる中山間地域の各集落と村が協定を結ぶことに
より交付され、耕作放棄地等農地の荒廃の防止を図ることのできるよ
う実施しました。令和元年度まで実施予定です。

奨学金貸与事業

2,580万円

奨学金の貸付事業を行いました。
対象者は以下の通りです。
①高校生
15名 360万円
②大学生・大学院生 25名 1500万円
③専門学校生
12名 720万円

道路新設改良事業

2,825万円

村道滝ノ沢平良線流雪溝整備、村道三又岩井川線ほか散水施設整備な
どを行いました。

福祉医療給付事業

2,174万円 心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために、福祉医

冬期交通対策事業

（社会資本整備総合交付金）

中山間地域等直接支払交付
金事業

（防災・安全社会資本整備）

乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者及び重度
療費の支給を実施しました。

各家庭から出される一般ごみの分別収集を実施しました。
内訳は以下の通りです。
①可燃プラスチック
712万円
②不燃、粗大、缶、瓶
566万円
③ペットボトルその他
163万円

ごみ収集事業

1,441万円

簡易水道事業特別会計
繰出金

8,957万円 出しました。

村の簡易水道事業を進めるため、簡易水道事業特別会計に資金を繰り

■平成30年度の総決算額■
歳

一般会計

入

歳

出

35 億 5,720 万円 35 億 1,928 万円

差

引

3,792 万円

2 億 5,796 万円

2 億 5,726 万円

70 万円

国民健康保険
（施設勘定）

8,925 万円

8,528 万円

397 万円

後期高齢者医療

2,734 万円

2,565 万円

169 万円

3 億 6,718 万円

3 億 6,714 万円

4 万円

特

国民健康保険
（事業勘定）
別
会

介護保険
（保険事業勘定）
介護保険
（介護サービス事業勘定）

計

簡易水道事業
下水道事業
計
合

計

4,548 万円

4,548 万円

0 万円

3 億 4,635 万円

3 億 4,522 万円

113 万円

9,470 万円

9,349 万円

121 万円

12 億 2,826 万円 12 億 1,952 万円

874 万円

47 億 8,546 万円 47 億 3,880 万円

4,666 万円

※金額は表示未満を四捨五入していますので、合計等が一致しない場合があります。

健全化判断比率
・実質赤字比率

該当なし
・連結実質赤字比率
該当なし
・実質公債費比率
12.0％（25.0％）
・将来負担比率
27.5％（350.0％）
※
（ ）
は国が示す早期健全化基準

資金不足比率 該当なし
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村職員の給与等の状況を公表します

「東成瀬村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成30年度における村職員の給
与や人数等に関する状況をお知らせします。
1.職員数に関する状況

一般行政部門

普通会計

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
職 員 数
区 分
30年度
29年度
議
会
1
1
総
務
13
13
民
生
7
7
農
林
5
5
商
工
2
2
土
木
4
3
税
務
2
2
衛
生
4
4
小
計
38
37
特別行政部門 教
育
7
7
診 療 所
4
3
水
道
1
1
下 水 道
1
1
そ の 他
9
13
小
計
15
18
総合計
60
62

増

企業会計

減
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
△4
△3
△2

2.職員の人事評価の状況

職員の職務上の行動を、能力・規律の評価尺度により評価する「能力
評価」と、目標管理制度を活用して難易度・達成度により評価する「業務
評価」の２つの指標を用いた人事評価制度を実施しています。

3.職員の給与の状況

（1）人件費の状況（一般会計決算）
住民基本台帳人口
歳出総額
人件費
人件費比率 29年度の
区 分
A
B
B/A
人件費比率
（H31.1.1現在）
30年度 2,558人 3,519,281千円 418,039千円
11.9％
10.7％
※人件費には、
一般職、
特別職の職員に対する給与、報酬のほか、健康保険、退職
手当、
退職年金の負担金を含みます。

(2) 職員給与費の状況（一般会計決算）
給 与 費
職員数
１人当たり
区 分
計 B
A
給与費 B/A
給 料
その他手当
30年度
48
171,788千円 87,074千円 258,862千円 5,393千円
※その他の手当は、
扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、
管理職手当、
宿日直手当、特殊勤務手当の各種手当で、退職手当は含みません。

(3) 職員手当の状況（平成30年４月１日現在）
手当の名称
支給金額等
支給月
期末手当 勤勉手当
合計
1.225
0.775
2.00
期末・勤勉手当 ６月期
1.375
0.875
2.25
（30年度支給割合） 12月期
計
2.60
1.65
4.25
扶養手当 子 10,000円 配偶者・その他扶養親族 6,500円
住居手当 借家等 最高27,000円（但し、12,000円を超える家賃が対象）
自家用車 最高31,600円
交通機関 最高55,000円
通勤手当
（通勤距離2㎞以上）
そ の 他 管理職手当、時間外手当、特殊勤務手当、寒冷地手当など

(7) 級別職員数の状況（平成30年４月１日現在、一般行政職）
区 分
１級
２級
３級
４級
５級
６級
計
課長補佐
課長・次長
標準的な
主事
主任
主査
参事
次長補佐
会計管理者
職
務
2
7
9
8
構成員（人） 7
1
34
5.9
20.6
26.5
23.5 100.0
2.9
構成比（％） 20.6
(8) 特別職の給料・報酬（平成30年４月１日現在の条例）
区 分
給料・報酬月額
期末手当（30年度支給割合）
村 長
給料 730,000円
副村長
給料 560,000円
教育長
給料 513,000円
3.15 月分
議 長
報酬 255,000円
副議長
報酬 221,000円
議 員
報酬 211,000円

4.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

区 分
内
容
職員の勤務時間 休日を除き、午前８時30分から午後５時15分まで
年次有給休暇 １年に20日
1年で消化できなかった場合は翌年に繰り越せます。
休 暇 制 度 病気休暇 ケガや病気のためどうしても出勤できない
とき（医師の診断書必要）
特別休暇 結婚、出産、ボランティア、忌引、産前産後等
育 児 休 業 育児休業法に基づく3歳に満たない子を養育する制度です。

5.職員の分限及び懲戒処分の状況
区分

内
容
平成30年度の状況
分限処分とは、勤務実績が良くない場合、心身の
故障のため職務の遂行に支障がある場合や長期の
分限 休養を要する場合など、公務能率を維持するため
１人
に問題が生じた際、任命権者の権限で降任、免職、
休職、
降給させることができるものです。
懲戒処分とは、法律又は条例、規則等に違反した
場合、
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、
なし
懲戒
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった
場合、
免職、
停職、
減給、
戒告となるものです。

6.職員の服務の状況

地方公務員法第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共
の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げて
これに専念しなければならないとされています。
また職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その
勤務時間を職務遂行のために用い、当該地方公共団体（東成瀬村）がな
すべき責を有する職務にのみ従事しなければならないとされており、
営利企業への従事も制限されています。

7.職員の研修の状況

職員の研修は、職員個々の人格及び教養を高め、村民全体の奉仕者に
(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額（平成30年４月１日現在） ふさわしい職見及び実践力を育成して、村行政の民主的且つ能率的運
営に貢献するよう計画し、実施しています。
区 分
平均年齢
平均給料月額
平均給与月額
一般行政職
42.5歳
347,299円
310,135円
※一般行政職とは、
医師、保健師、看護師などの特殊な職種を除いた一般事務職
をいいます。

(5) 職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）
区 分
東成瀬村
大学卒
179,643円
一般行政職
高校卒
147,283円

国家公務員
179,200円
147,100円

区分

(6) 職員の経験年数別平均給料月額（平成30年４月１日現在）
（一般行政職）
10年以上 15年以上 20年以上 25年以上 30年以上
35年以上
15年未満 20年未満 25年未満 30年未満 35年未満
金額 284,586円 285,468円 313,149円 344,694円 379,225円 404,038円
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8.職員の福利の状況

内
容
区 分
事 業
短期給付及び長期給付等に関する事業を行って
職 員 の 市町村職員
います。
民間の事業者において例えると、
社会保険、
福利厚生 共 済 組 合
厚生年金等に該当します。
公務災害 地方公務員 公務員が公務上受けた労働災害を、公務災害と
補
償 災害補償基金 いい、公務員災害補償法に基づく療養を受けます。

9.勤務条件に関する措置の要求の状況
10.不利益処分に関する不服申立ての状況

平成30年度該当無し
平成30年度該当無し

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

11月８日（金）

家賃 30,000 円
敷金 60,000 円

入居時期

12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

令和元年９月

村長の動き

２日（月） 全国町村会行政部視察（防災情報センター）
３日（火） 村議会定例会９月定例会議（開会）

４日（水） 林野庁幹部職員との勉強会（東京都）

５日（木） 全国町村会政務調査会行政委員会ほか（〃）
６日（金） 出生・長寿祝い金支給

７日（土） 天皇陛下特別奉迎（秋田空港）
８日（木）

第39回全国豊かな海づくり大会・秋田大会歓迎レセプション（秋田市）
〃

式典（〃）

11日（水） 村議会定例会９月定例会議（一般質問・予算特別委員会）

第52回村産業祭実行委員・幹事合同会議（防災情報センター）

12日（木） 村議会定例会９月定例会議（決算特別委員会）

全県商工会女性部長サミット交流懇親会（ホテルブラン）

３日㈫

行政報告

13日（金） 村議会定例会９月定例会議（決算特別委員会）
湯沢雄勝北都会講演会（湯沢市）

15日（日） 椿川大柳地区敬老会（ホテルブラン）
16日（月） 岩井川地区敬老会（〃）

17日（火） 農林水産省農村振興局幹部職員との勉強会（東京都）
18日（水） 村議会定例会９月定例会議（議案審議・閉会日）
地域医療の将来像に関する懇談会（横手市）

19日（木）〜20日（金）「日本で最も美しい村」連合東北ブロック総会（山形県）
26日（木） 秋田県町村会正副会長会議（秋田市）

27日（金） 成瀬ダム建設促進期成同盟会成瀬ダム建設現場視察研修（ダムサイト）
28日（土） 佐藤重芳氏旭日中綬章受賞記念祝賀会（湯沢市）

30日（月）〜10月２日（水） 秋田県町村会行政視察研修（高知県）

16日㈪

岩井川地区敬老会
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体験

！
い
し
難
て
仕事っ

わが村体験活動

９月25日（水）、村内16事業所において中学

校生徒を対象とした、わが村体験活動（職場体
験活動）が行われました。

それぞれの仕事を体験した生徒のみなさん

にとって、今後の進路選択の参考となる貴重な
体験になったことと思います。

役場企画課で広報作成業務として取材・写

真撮影・記事の作成を体験した３名の生徒は、
「実際に現地に行くことで新しい発見ができ
た」
「写真をうまく撮れなかった」など、広報作

成のやりがいや大変さを実感した様子でした。

デイリーヤマザキの体験生徒２名は、商

一日広報担当の
突撃
インタビュー！

品の陳列や清掃などをしていました。普段
はお客さん側で利用する立場のため、実際
に従業員側になってみて新鮮な気持ちで
取り組んでいるようでした。細かいところま
での気配りを普段の生活に活かし
ていきたいとのことでした。
これからに期待ですね！

菅原

スガワラ

央（２年）

チカ

タゴナイ自動車での仕事を体験した生徒２名
は、車両の点検や清掃をしていました。体験して
みて感じたことを聞いてみると、「楽しくてやりが
いがある」「力仕事や手際の良さ、スピードも求
められる」といった仕事は楽しいばかりではない
ことを痛感した様子でした。２名とも１年生で初
の参加でしたが、だれかのために仕事をする
大切さと苦労を考えることのできた一日に
なったのではないでしょうか。

杉山

スギヤマ

咲（１年）

サキ

なるせ保育園で体験していた生徒６名は、園児と一緒に鬼ごっこを
したり砂場で遊んだりして面倒を見ていました。土谷橙真さん（２年）
は、「園児と関わっていく上で、安全に気をつけること、周囲を注視す
ることが大変」、同じく谷藤優人さん（２年）は「人との触れ合いや連
携の大切さを学べた」と体験を通じて感じたとのことでした。

福地
フクチ

嶺菜（２年）
レイナ
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健康づくり みんなで防ごう子ども虐待
児童虐待は、社会全体で解決すべき問題です。
いきすぎた「しつけ」は虐待にあたり、子どもの
成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼし
てしまう可能性があります。

〜11月は児童虐待防止推進月間です〜
こどもや保護者のこんなサインを見落としていませんか？
家での怪我や擦り傷などが多い
いつも表情が暗く元気がない

虐待の４つのタイプ
●身体的虐待 子どもに暴力をふるったり、危険
な状況においたりすること
例）殴る、蹴る、踏みつける、家の外にしめだす

●性的虐待 子どもに対してわいせつな行為をし
たり、子どもに命令してわいせつな行為をさせ
ること
●保護の怠慢と拒否 子どもの世話を怠ったり、
放っておいたりすること
例）食事や清潔な着替えを与えない、子どもだけを
残して出かける

●心理的虐待 言葉の暴力や、無視、脅迫などで
子どもの心を傷つけること

家に帰りたがらない

子どもについて
衣類や体がいつも汚れている

地域などと交流が少なく孤立している

子育てに関して拒否的・無関心

保護者について

例）他のきょうだいと差別する、「お前なんか生ま
れてこなければよかった」と言う、両親が子ど
もの前で喧嘩をする

子どもを家においたまま外出している

◎児童虐待かもと思ったら→児童相談所全国共通３桁ダイヤル「１８９」へ

◎子育てについてのお悩み→民生課保健師（４７−３４０５）にご相談ください。

診療所

インフルエンザ予防接種について

診療所では、今年度のインフルエンザ予防接種を次のとおり実施しますのでお知らせします。
対象者

６５歳以上
一

般

未就学児
小 学 生

実施日

受付時間

負担金

摘要

要予約

11月7日（木）〜12月19日（木） 午後2時00分〜2時30分

2,500円

午前8時30分〜
午後4時30分

3,500円

※ 11月1日（金）から
予約受付を開始

午後2時00分〜3時30分

1,000円

予約不要

【2回目】 12月23日（月）

午後3時30分〜4時30分

1,000円

予約不要

12月26日（木）

午後3時00分〜3時30分

1,000円

予約不要

※申込者に実施日を個人通知

11月7日（月）〜12月26日（木）
大字岩井川・椿川
【1回目】 11月11日（月）
大字田子内
【1回目】 11月14日（木）
大字岩井川・椿川
【2回目】 12月 9日（月）

※予約受付終了

要予約

大字田子内
【2回目】 12月12日（木）

中 学 生
高 校 生

【1回目】 11月25日（月）

※１回目接種時点で13歳未満者のみ

ご不明な点は診療所までお問い合わせください。【電話】 ４７−２３０８

８

広報

2019.10

年

金

■出産前後の国民年金保険料が免除になります
平成３１年４月から出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
平成３１年２月１日以降に出産をした方が対象となり、出産予定日または出産日が属す
る月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になります。
届出は、出産予定日の６か月前からできますので、お早めの届出をお願いします。
届出の用紙は、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）から印刷をするか、役場
民生課の窓口または年金事務所に備え付けてあります。

■国民年金保険料は口座振替がお得です！
国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々５０円割引される「早割制度」
や、現金納付よりも割引額が多い「６か月前納」、
「１年前納」、
「２年前納」もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳と通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金
融機関または年金事務所にお申し出ください。

■納付書での支払ならPay-easy（ペイジー）が便利です！
Ｐａｙ−ｅａｓｙ（ペイジー）なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ便利です。
納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、
「納付番号」、
「確認番号」をＰａｙ−ｅａｓｙ（ペイ
ジー）対応のＡＴＭ、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力するだけで納付
できます。
ただし、コンビニエンスストア内に設置されている複数の銀行に対応しているＡＴＭでは利用できま
せんのでご注意ください。
民生課 ☎４７−３４０４
大曲年金事務所 ☎０１８７−６３−２２９６

住民票、マイナンバーカード等へ
旧姓（旧氏）が併記できます！
令和元年11月5日から、
下記のとおり請求手続きを行っていただくことで、

住民票やマイナンバーカード等（住基カードは含まない）に旧姓を併記する
ことが可能になります。

マイナンバーカード等に旧姓が併記されることで、銀行口座等の名義に旧姓が使用されている場合の

証明や、就職・転職時などの本人確認の際に旧姓を使用することが可能となります。
詳しくは役場民生課までお問い合わせください。

○旧姓併記のための請求手続きは２段階！
１．旧姓が記載された戸籍謄本等をお手元に用意しましょう。

２．用意した戸籍謄本と一緒にマイナンバーカード（通知カード）を持って、役場民生課窓口に提出。
（提出時には旧氏記載請求書にも記入をしていただきます。）

民生課

４７−３４０４
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産業祭の日程をお知らせします

第52回東成瀬村産業祭「なるせ物産まつり」を10月
25日（金）と26日（土）の２日間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。
なお、当日は岩井川以南の方々には送迎車を運行しま
すので、ご利用ください。
※詳細は別途配布しておりますチラシをご覧ください。

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

村民体育館（東成瀬小学校となり）

開催内容
25日
（金） ○農林産物の展示 （午後4時〜午後8時まで）
26日
（土） ○農林産物の展示 （午前9時〜午後2時30分）

・展示品の販売
（午後2時30分頃〜）※予約販売は行いません。
・農林産物の特価販売 （午後3時頃〜）（売れ残り品を半額程度で販売）
○物産販売（午前9時〜午後3時）
・村内の直売所や加工所など、各種団体により販売を行います。
○食堂 （午前10時〜午後3時）おでん、うどん・そば、焼そば など
○イベント
・キッズマート
午前9時15分〜午前11時（東成瀬小学校5年生による出店）
・苗木プレゼント 午前10時00分〜（先着100名にブルーベリーの苗木をプレゼント）
・秋系821試食会 午前11時30分〜午後１時30分
・もちまき
午後１時30分頃
・抽選会
午後2時頃（地元の特産品などが当たります）
○展示ブース 健康・防災展、写真展、成瀬ダムコーナー、縄文ロマン展、生涯学習展
○成瀬ダム現場見学会 ほか

駐在所から

夕暮れ時と夜間の交通事故防止
〜ライトの早め点灯、反射材着用の励行〜
秋田県警察本部

交通企画課

夕暮れ時は交通事故が多発する「魔の時間帯」
《早めのライト点灯と上向きライトの原則》

○夕暮れ時は、ライトを早めに点灯し、対向車や歩行者等に自分の存在を早く
知らせるようにしましょう。
○他の自動車等の妨げになるような場合を除き、上向きライトが原則です。
ライトの上向き、下向きはこまめに切り替えましょう。

※自転車利用者の方へ…

《午後４時からライト》

○夜間の無灯火運転は違反です。ライトは、必ず点灯しましょう。
○自転車の前と後だけでなく、左右からも確認できる反射材を取り付けましょう。

《歩行者に対する反射材等の利用促進》
反射材は、弱い光でも反射して、遠くから見えます。
夜間の外出時は、明るい服装と反射材を着用し、自分の存在
に早く気付いてもらいましょう。
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なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

●東成瀬村の皆様を対象とした見学会を開催しました●
東成瀬村の皆様を対象とした見学会は、日頃からお世話になってい
る村民の皆様へ、成瀬ダムの工事がどこまで進んでいるのかを実際に
見ていただくために平成２９年より開催しています。
今年は10月８日（火）と10月9日(水)の２日間で５８名（８日は
２３名、９日は３５名）の方に参加していただきました。
両日とも雨や強風で肌寒く、残念ながらあいにくの天候となりまし
たが、成瀬ダムの現状をじっくりと見ていただきました。参加された
方からは「天気の良い日にまた見学したい」、「丁寧に説明してもら
えて成瀬ダムのことがよくわかった」などの意見がありました。
村民の皆様には、今後も見学会等を通じて成瀬ダムを知っていただ
く機会を提供して参ります。

見学会の様子（８日）

見学会の様子（９日）

▼東成瀬村産業祭でダムカードを配布します▼
先月号でお知らせしました新しいダムカードが好評です！！
10月26日（土）の東成瀬村産業祭で、東成瀬村民体育館の
成瀬ダムコーナーにて配布します。（午前９時～午後３時）
ダムカードと重機カード
をセットで配布しますの
で、お気軽にお立ち寄り
ください。（おひとり１
セットまで。アンケート
にご協力ください。）

◆成瀬ダム公式Twitter始めました！！（@narusedam_mlit）
今後、Facebook と YouTube も順次導入します!
201９.10 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

祖父母参観・なべっこ会
ありがとうございました
９月２７日，
祖父母の皆さ
んをお迎えし
て祖父母参観
や な べっこ
会，子 育て支
援チームとの
共催による孫
育て講座が開
催 さ れ まし
た。
授業参観で
は，日 頃 から
お世話になっ
ている祖父母
の皆さんに子
どもたちの学校での様子を見てい
ただいたり，一緒に活動していた
だいたりしました。孫育て講座で
は，秋田県に関するクイズがたく

さん出題され，子どもたちは身体
全体でクイズを親しみ，祖父母の
皆さんは，その様子を笑顔で見守
ってくれていました。そして，なべ
っこ会では，高学年が作ったいも
のこ 汁をみんなで いた だ きまし
た。「今 年のいもの子汁はとても
おいしい」と評判がよかったよう
です。楽しいひとときを過ごすこ
とができました。

わが村体験で
中学生４名来校
９月２５日中学生の「わが村体験
学習」で，小学 校に４名のお兄さ
ん，お姉さんが来てくれました。４
名の皆さんは各学年に入って授業
を見たり，お手伝いをしてくれたり
しました。また，家庭学習ノートを
見たり，給食準備などを手伝ってく
れたりもしました。みんな一生懸命
に取り組んでくれました。休み時間
にはたくさんの子どもたちに囲ま
れて人気者でした。この体験から，
それぞれに職業観・勤労観が育っ
てくれればと思います。

キバナコスモスの種を
集めました
キバナコスモ
スの種とりをし
ました。まだ，
道 路 脇 には オ
レンジの 花 が
咲 き 誇 って い
ますが，近くに
いくと，オレン
ジの 花 の 代 わ
りに 茶 色 の 種
が い くつ か で
きています。時
期を逃すと地面に落ちてしまいま
すので，学年毎に時間を見付けとり
に行ったり，運営委員会が挨拶運
動の時にとってくれたりしていま
す。子どもたちがとった種は，花の
がくや小さな虫が混じっていること
から全部集めて選別し，そのあと委
員会活動として袋詰めをします。
学習発表会でのキバナコスモス
の種のプレゼントには，このように
子どもたち一人一人の気持ちが込
められているのです。
タカハシ シュンスケ

東成瀬中学校

デイリーヤマザキ
デイサービスセンターなるせ
龍泉寺
東成瀬村役場企画課
東成瀬小学校
東成瀬中学校
計１６カ所

生 き 生き東中生

地域の皆様に感謝！
〜 わが村体験学習 〜

９月25日(水)，
『 わが村体験学
習』を実施しました。この活動のね
らいは望ましい職業観や勤労観，
地域に対する理解と愛着，自分自
身の将来を見つめる心を育成する
ことです。生徒を受け入れてくだ
さり，ありがとうございました。
【体験先】
タゴナイ自動車
翔和建設設計
お山の大将
東成瀬郵便局
ホテルブラン
なるせ保育園
東成瀬調剤薬局
なるせ加工研究会
ＪＡ仙 人ＳＳ
なるせ児童館
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《生徒の振り返り》
◦社会に出た時，一番大切なもの
はコミュニケーション力だ。人
とのつながりが 自分を磨き，
成長させると思う。
◦「生きる」ということは，自分の
足跡，生きた証を残すこと。その
ためにも日々頑張りたい。

郡市･全県秋季大会
☆湯沢市雄勝郡中学校秋季大会
９月５日(土)，6日（日）
陸上競技【稲川競技場】
ツチヤ

トウマ

土谷 橙真
男子共通110ｍＪＨ 優勝
男子２年100ｍ ４位

髙橋 駿介
男子共通800ｍ ６位
バスケットボール【湯沢市総合体育館】
男子 ３位
卓球【東成瀬中学校体育館】
男子団体 予選４位
女子団体 予選３位
ミ ク
女子個人 髙橋 弥紅 準優勝
アヤカ
髙橋 彩佳 ３位
野球【稲川野球場】
３位
☆秋田県中学校秋季陸上大会
９月28日(土)，29日（日）
【鹿角市総合運動公園総合競技場】
ツチヤ

トウマ

土谷 橙真
男子共通110ｍJＨ

タカハシ シュンスケ

髙橋 駿介
男子共通800ｍ

決勝４位
予選７位

県山林種苗共同組合理事長賞 受賞
令和元年度の秋田県学校関係緑
化コンクールで，本校は『学校環
境緑化の部』に申し込み，県山林
種苗共同組合理事長賞を受賞しま
した。

なるせ児童館

孫育て講座
祖父母の皆さんと秋田について学びました‼

小学校の祖父母交流会
（なべっ子会）
に併せて､小学校との共催

事業
「孫育て講座」
が行われました。秋田県次世代女性活躍支援課、
小西英和さんの
「クイズで学ぼう秋田県」
と題した講話でした。○×

クイズを通して子どもたちと祖父母が交流を深めることができ、家
族を大事にしてほしいという趣旨が伝わる活動となりました。

つくしんぼおはなし会
今回のつくしんぼおはなし会は、岩手県西和賀町のお話しグルー
プ「てんとうむし」との合同読み聞かせ会となりました。どちらの
グループの読み聞かせも読み手の話術の巧みさに絵本の中に引き込
まれました。特に驚いたのは、西和賀町の佐藤教育長さんがピエロ
に扮して、手品を含めた読み聞かせをしてくれ、そのエンターテイ
メントぶりが注目を集めました。

期日：10月28日㈪〜11月16日㈯ 休館日を除く
場所：なるせ児童館

＊不要になった子供服・大人服の提供にご協力ください。
（１０月２３日より児童館玄関にて回収受付）

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

お願い

子供服・大人服リサイクル開催！！

・秋冬物の子供服、大人服、体育着、制服など
・洗濯済みでシミ、汚れ、破れ、毛玉がなく状態がよいもの
・新品以外のスタイ（よだれかけ）下着は対象外です。
その他についてはお問い合わせください。

問い合わせ先：なるせ児童館

☎３８−８７１１

祖父母参観でふれあい
春に植えたサツマイモ
こんなに大きく育ったよ！ 「マラソンごっこ」で激走！

中学生のお兄さんお姉さん
とても楽しかったよ！

３日(木)、中学３年生が家庭科の
学習の一環で保育体験に来てくれま
した。子ども達は優しいお兄さんお
姉さんが大好きです。はじめは隅の
方にいた子ども達も、慣れてくると
だっこしてもらったり、たくさんのふ
れあいを楽しむことが できました。

春の保育参観時に親子でサツマ
イモの苗を植えました。２日(水)に
親子で一緒に収穫しました。大きく
育ったイモがたくさん出てきて大喜
び。お家の人と作業ができたことも
嬉しさを増す要因です。
そして何よりの楽しみは、調理し
てもらって、みんなで食べることで
す。自分が植えて、世話をして、収獲
し、みんなで食べる喜びがそこにあ
るからです。

４日(金)、祖父母参観とマラソン
ごっこを行いました。おじいさん、お
ばあさん、お家の方と制作やゲーム
を楽しみました。後半はマラソンご
っこ。体育館での開催でしたが、応
援に後押しされ、激走しました！
201９.10 広報
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Topics

東成瀬地区元気アップ運動教室
日

時

１０月２２日（火・祝）１３：３０〜１５：００
１０月２７日（日）

会

「ゴールを目指して・・・」

場

１３：３０〜１５：００

まるごと自然館

講 師
内 容
服 装
持ち物

汗ふきタオル、
水分補給飲料、
その他各自で必要な物

参加料

無料（申込不要）

小嶋

和 磨（東成瀬村スポーツ推進員、東成瀬村地域おこし協力隊）

ピラティスボールを使った有酸素運動など
動きやすい格好、内履き

（10／４ 保育園マラソンごっこ）

ふるさとラン！
10月５日、６日の２日間に渡り、鹿角市「道の駅おおゆ」を
メイン会場にして、
「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきた
ラン！鹿角大会」が開催されました。
大会は、小学生から社会人まで各区間ごとに指定された
選手が、９区間32．９kmのコースでタスキを繋ぐレースです。
東成瀬村は村の部で３位でしたが、選手全員大健闘でした。

村制施行１３０周年記念事業
今年村は村制施行１３０周年となります。下記により記念事業を開催しますので、
皆さんの多数のご参加をお待ちしております。
企画課 ☎４７−３４０２
令和元年

10月
26日

式典及び記念コンサート
会場
時間

地域交流センター「ゆるるん」多目的ホール

（式典）午後４時より

（記念コンサート）午前４時３０分より

「日本で最も美しい村」
連合加盟
出演

ダニエル

コフリン

福島県安達郡大玉村出身 中学時代よ
りギターを始めバンドを組む。
バンドでは
ベースを担当。高校卒業の頃よりアコー
スティックギターでのソロ演奏を独学で
始める。
2003年より東京在住。ギター1本でど
こまで表現できるか挑戦しようと、演奏
活動を開始。

14
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10周年記念コンサート
アコースティックギターリスト
2004年東京都が運営する
「第4回ヘブ
ンアーティストオーデション」に合格しヘ
ブンアーティスト（音楽部門）に認定され
る。
現在、
都の施設でのヘブンアーティスト
活動や、ライブハウス・レストランでのラ
イブ、そしてさまざまなイベント出演等
多岐にわたる活動をしている。

Topics
首都圏な る せ会「第31回総会」参加者募集
■日

■会

時：11月８日（金）受 付 10：30〜
総 会 11：00〜
懇親会 12：00〜
場：砂町文化センター
（東京都江東区北砂5−1−7）

ふるさと
への
便り

■参加費：6,000円（懇親会費）
宿泊は各自で手配してください。参加をお待ちし
ております。
問・申込 10月31日（木）まで役場総務課へ申込み
下さい。☎４７−３４０１

人生を変えた一本のビデオ
（後）

次の日から、高校に入学
するための準備に取り掛
かった。だが、今まで全く
勉強をしてこなかった彼にとって、何から
何まで分からないことだらけだった。仕方
なく小学３年の「九九」の練習から始め、
国語と算数の「ドリル」を勉強した。遙か
な道程である。
24歳の春、県立高校の定時制課程に入
学した。志望大学は、「物理学部」のある
某県の最難関、日本有数の難関大学の「国
立大学理学部物理学科」に決めたのであ
る。とは言え、定時制高校の先生方も、い
くら真面目に勉強に取り組む決意をしたと
は言え、24歳の夜間高校一年生の「無謀
な決意」を哀れに思えてならなかった。そ
んな先生方の思惑とは裏腹に、山田青年の
勉強に火が点き、まもなく燎原の火となっ
た。朝５時に起き出勤時間ギリギリまで勉
強し、建設会社の昼休み時間にはコンビニ
弁当を食べながら英単語を覚えた。肉体仕
事で疲れたはずの身も心も夜間高校に通え
る喜びでたちまち蘇生した。夜間高校で熱
心に授業を受けた。僅かの休み時間も先生
方に質問攻めをした。帰宅後もすぐ勉強に
取り掛かり午前零時まで机に向かった。ま
さに寸暇を惜しんでの勉強だった。
やがて職員室では先生方が、その打ち込
みように「ありゃ、山田君は本物だな」
と、山田青年を褒め称える言葉が飛び交い
始めた。それとともに、先生方も積極的に
熱い支援をしてくれるようになった。さら
に勉強に拍車がかかった。定時制高校の四
年、志望大学を受験した。センター試験の
成績も８割以上採っていた。その後の本試

験もかなりの手応えを感じた。だが、合格
については不安だらけだった。
３月、合格発表の日。レタックスが届い
た。レタックスを確認するのが怖かった。
自分の受験番号と氏名がくっきりと印字さ
れてあった。しかし、場合によると、不合
格の番号かもしれないと思いレタックスと
大学受験要綱を一字一句、何度も確認し
た。
27歳の春、山田青年は「国立大学理学
部物理学科」に入学した。同大学でも熱心
に勉強し大学院に進んだ。山田青年の表情
は、かつての小・中学校から20歳まで
の、青白く沈んだ表情は霧散し、自信に満
ちて明るく輝いていた。山田青年の人生を
変えた「一本のビデオ」。山田青年は、そ
れを貸してくれた建設会社の事務員と大学
院在学中に結婚した。
研究者への道も開かれてはいたが、山田
青年は、自ら歩んできた暗い長いトンネル
のような小・中学校時代を考え、落ちこぼ
れの落ちこぼれであった自分でさえ、何か
のきっかけを掴めれば、必ず立ち直ること
ができる実体験をした。定時制高校に通う
ことを認めてくれた建設会社の社長や社員
の方々、定時制高校の情熱ある先生方。大
学や大学院で「学問」の喜びを教えてくれ
た先生方のことが次々に浮かんできた。山
田青年は、迷うことなく教職の道を歩もう
と決意したのだった。
私が電話取材をしたとき、山田先生は
38歳になっていた。
佐藤 清助

201９.10 広報
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体育館開放利用団体を募集します
〜利用団体（後期）について〜

教育委員会では、社会教育、文
化・スポーツ振興のため、体育
施設を継続的に利用する団体に
開放します。利用を希望する団
体は、事前に登録が必要です。団
体の代表の方はお申し込みをお
願いします。
■開放施設
村民体育館、まるごと自然館
体育館、中学校体育館・卓球室・
格技室
■開放期間
11 月１日
（金）
〜３月 31 日
（日）
■申込方法
教育委員会にある申込書類に
必要事項を記入して提出して下
さい。
■申込期限
10 月 30 日（水）
■問合せ先
教育委員会☎４７−３４１５

救命講習会
小児・乳児・新生児に対する
AED を含んだ普通救命講習会
を開催します。
■日時 11 月 24 日（日）
９：00 〜 12：00
■会場 湯沢雄勝広域消防本部
３階会議室
■定員 30 名
■受講料 無料（受講者には、普
通救命講習Ⅲの修了証が交付さ
れます）
■申込・問合せ先
湯沢雄勝広域消防署救急班
☎０１８３−７３−３１５１

無料調停相談会
無料調停相談会を開催いたし
16
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ます。秘密は厳守します。事前
の申込はいりません。
■日時 11月18日（日）
10：00〜15：00
■場所 湯沢生涯学習センター
■相談内容
金銭の貸借・家庭内の問題・
売掛金の回収・交通事故・遺産
分割・土地や建物のもめごと等
■問合せ先
湯沢簡易裁判所内湯沢調停協会
☎０１８３−７３−２８２８

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
お受けします。
■日時 11 月８日
（金）
11 月２２日
（金）
１０：00 〜１５：00
■会場 湯沢生涯学習センター
■問合せ先
秋田地方法務局大曲支局
☎０１８７−６３−２１00

11月開催予定の
スキルアップセミナー
・初めての簿記講習Ⅱ
11月５日（火）
・６日（水）
の２日間 定員10名
・第一種電気工事士技能試験
準備講習
11月13日（水）〜15日（金）
の３日間 定員20名
※９：00〜17：00
・危険物取扱者乙四類試験対
策講習
11月14日（木）
・15日（金）
の２日間 定員10名
・第二種電気工事士技能試験
（下期）準備講習
11月20日（水）〜22日（金）
の３日間 定員10名
※９：00〜17：00
・技能士（建築大工）学科試験
準備講習

11月26日（火）
・27日（水）
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

女性活躍推進に関する説明会
女性活躍推進法で努力義務と
なっている一般事業主行動計画
や、「えるぼし」認定取得など
への取組方法をわかりやすく説
明します。
人手不足対策や長時間労働対
策などの一環として女性活躍推
進に取り組み、人材確保や働き
やすい職場づくりにつなげてみ
ませんか？
■日時 12月13日（金）
14：00〜16：00
■講師 早川 美由紀（女性活
躍アドバイザー）
■会場 秋田県中央男女共同参
画センター７階研修室
■定員 30名
■対象 中小企業の人事労務担
当者や経営者
■申込・問合せ先
女性活躍推進センター東京事
務所 （一）女性労働協会
☎０３−６４５６−４４１２

後期技能検定
職業能力開発促進法に基づ
き、労働者の有する技能を一定
の基準によって検定し、これを
公証する国家検定制度です。労
働者の雇用の安定、円滑な再就
職、労働者の社会的な評価の向
上に重要な役割を果たしてお
り、労働者の技能と地位の向上
を図り、国や地域の産業の発展

に寄与しようとするものです。
■職種 建設関係、金属加工関
係、一般機械器具関係、電気・
精密機械器具関係、食料品関
係、衣服・繊維製品関係、プラ
スチック製品関係、その他
■等級 特級、１級、２級、３
級及び単一等級
■受付期間 10月７日（月）
〜10月18日（金）
■受付場所 秋田県職業能力開
発協会、各地域の技能センター、
職業訓練センター等
■試験日
○実技試験
問題公表 11月29日（金）
実施
12月６日（金）
〜２月16日（日）
までの間で協会が指定する日
○学科試験 １月26日（日）
２月２日（日）
２月５日（水）
２月９日（日）
■合格発表
３月13日（金）
■問合せ先
秋田県雇用労働政策課
☎０１８−８６０−２３０１
又は秋田県職業能力開発協会
☎０１８−８６２−３５１０

公共職業訓練実施
求職者を対象とする令和元年
度アビリティーコース及びデュ
アルコース１月期生の募集を下
記のとおり行っております。
■訓練期間及び訓練科（定員）
・１月７日（火）〜６月30日（火）
電気設備技術科（13名）
ビル管理技術科（15名）
・１月７日（火）〜７月31日（金）
電気設備技術科（若年者コー
ス・導入訓練付）（15名）
■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（15名）
ビル管理技術科（15名）
■募集期間
10月31日
（木）
〜11月28日
（木）
■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

◎個人事業税（２期）の納期限は
１２月２日（月）です。
◎個人事業税の納税も口座振替
で
公共料金と同じように口座振替
にしませんか？
■問合せ先
秋田県総合県税事務所雄勝支所
☎０１８３−７３−３１８1

【広報送付謝礼】
髙

裁判員制度

中小企業退職金共済制度
中退共の退職金制度は、短時
間労働者の方のための特例掛金
月額も用意されています。ま
た、国による掛金助成や税法上
の優遇も受けられます。
■問合せ先
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎０３−６９０７−１２３４

幹

夫

様

（千葉県柏市）

〜まもなく名簿記載通知を発送〜

裁判員制度は、今年５月に
10周年を迎え、平成30年12月
まで、約９万人の方が裁判員・
補充裁判員として裁判に参加さ
れています。
国民の皆様の積極的な参加に
より、裁判員制度は円滑に実施
されています。裁判員制度は、
国民の皆様のご協力なしには成
り立たない制度ですので、引き
続きご理解とご協力をお願いい
たします。
■問合せ先
秋田地方裁判所事務局総務課
☎０１８−８０３−０１８１

橋

佐々木

武

志

様

（千葉県市原市）

【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

11月の心の健康相談日
開催日 11月11日（月）
時

間

場

所

担

当

11月25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

自立相談支援事業

東成瀬村巡回相談

日時

11月12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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髙橋

そうた

颯太

ちゃん

平成30年４月５日生
滝ノ沢／洋平・美香さんの長男

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

９月の
東成瀬村
安全記録
いつも元気いっぱいの颯太！
すくすく元気に育ってね
（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369日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1245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
142日
〜令和元年5月12日より〜

慶弔（敬称略）
◆お誕生日おめでとう
佐々木

み

美

ゆ

優

涼平

女 美香 田子内

◆ごめいふくをお祈りします

撮影者
広報

【入賞】
芳賀

「砲煙」

利文（宮城県美里町）

令和元年10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
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村の人口と世帯
●人

口

男 1,257人 (− 5)
女 1,299人 (− 2 )
計 2,556人 (− 7 )
●世帯数 925戸 (０)
●出生 １人〔４人〕●死亡 ２人〔21人〕
●転入 １人〔63人〕●転出 ７人〔36人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

