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「今年の味は…」

12.13 小学校４年生豆腐あぶり

令和元年東成瀬村議会定例会行政報告（要旨）
第７回12月定例会議に当たり、第６回９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。
秋の紅葉期は、多くの観光客が訪れることから、村
でも慢性的な人手不足の解消を図るため、庁内職員
が９月下旬より10月20日まで、交代でサービス提供
の研修を実施した。
また、ホテルブランでは11月の閑散期対策として、

１

第31回首都圏なるせ会総会について

令和元年度の通常総会は、11月８日、東京都江
東区の砂町文化センターを会場に開催された。
来賓を含む出席者は167人と例年よりやや少な
かったが盛況だった。

２

被災地への職員派遣について

らず、今シーズンもリフト３基による営業をせざるを
得ない状況であり、引き続き、入り込み者の増加と効
率的な運営に努めていく。

６

秋の火災予防運動について

11月３日から９日まで、全県一斉に秋の火災予
防運動が行われた。期間初日には、岩井川字東村

28日から11月1日まで宮城県角田市に「り災証明にか

地内で、消防団と広域消防署合同による消防駆け

かる被害認定調査要員」として職員1名を派遣した。

付け訓練が実施された。

続くと思われるため可能な限り支援したい。

３

村制施行130周年記念事業について

10月26日、ゆるるんを会場に記念式典を開催した。

７

東成瀬村いのちを考える集いについて

11月14日、ゆるるんを会場に「東成瀬村いのちを
考える集い」が開催された。今回は、主催の「のぞみ
の会」が発足10年の節目を迎え、発足当初から様々

式典では、
「ＰＲ大使の任命」と「ラジオ局と災害協定

な御指導を受けている秋田大学の佐々木准教授によ

の締結」を行うとともに、村が「日本で最も美しい村

る講演、そして「グループ木もれび」の朗読会も行わ

連合」に加盟し、10周年となることから、同じく加盟

れた。

自治体である福島県大玉村出身のアーティストによる
「記念コンサート」を実施した。

４

地域おこし協力隊について

村の地域おこし協力隊の任期が11月末で１年を迎

８ 国民健康保険高額医療費共同事業について
秋田県国民健康保険団体連合会が事業主体であ
る高額医療費共同事業において、平成20年度から算
定誤りの状態にあったことが公表された。

え、本人に更新の意思を確認したところ、
「２年目の

今後、時効成立分を除く拠出金と負担金の精算が

更新はせずに、民間会社に就職し、陸上の練習に集

必要となり、本定例会議では、拠出金の精算に伴う歳

中したい。また、村には、今後も住んで、小中学生の

入予算を計上しているが、今後、県等の指示により国

陸上指導やスポーツクラブなどを通じて、村のスポー

県負担金の返還金も措置することとしている。

ツ振興に携わっていきたい。」とのことだった。村と
しては、本人の意向を尊重し、12月からの更新は行わ
ないこととした。

５

第三セクターの状況について

今年の栗駒山荘の営業は、冬季通行止めとなっ
た11月５日で終了している。
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また、スキー場の人手不足は依然として解消してお

台風19号に係る災害対応に伴う応援として、10月

被災地が広範囲であり、今後も支援要請が長期に

２

「劇団による舞踏ショー」を企画し誘客を図った。
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９

インフルエンザ予防接種について

11月15日、厚生労働省からインフルエンザの流行
シーズンに入ったとの発表があった。例年よりも早い
時期で東成瀬小学校を始め、学年閉鎖や休校の措置
を取る学校も多くなっている。
予防策としては、手洗いやうがい、咳エチケット、そ

第７回12月定例会議
して予防接種が大切で、ワクチンの接種を受けること
は、発症する可能性を減らし、重症化を防ぐ効果があ
り、診療所でも予約を受け付けている。

10

簡易水道事業について

事業は順調に進ちょくしており、浄水棟の築造工
事を除き、今年度予定した工事はすべて完了した。
浄水棟は、建屋のコンクリート打設が終了し、今
後は主に屋内作業を中心に工期内の完成を目指して
いく。

11

水稲の作況状況について

10月15日に国が発表した秋田県の作況指数は
「104」で「やや良」となった。
ＪＡこまち東成瀬支店によると、出荷契約数量に
対して99.8％の集荷となり、平成30年産との比較
では10.5ポイント上昇している。
一等米比率は93.3パーセントと昨年を下回り、
一部でカメムシ被害があったが、結果的には高品質
で収穫量の多い出来秋となった。

12

青果物等の状況について

今年は青果物等の生産環境としては、高温気象で
あったことや、他地域の台風等による作物の出荷・
需給時期により、販売で苦戦をした作物もあった
が、全体的には平年並の販売状況となった。
これから本格的な菌床シイタケの出荷が始まる
が、物量が少ない関係か、相場は比較的高単価で推
移しているようだ。

13

獣被害対策について

県では「ツキノワグマ出没警報」を今月末まで再
延長し発令している。村でもクマの出没等の警戒を
引き続き呼びかけていく。
今年、村内でのクマの目撃情報は24件、箱わな
による捕獲事案は６件となっている。また、村内に
おけるイノシシの目撃情報は滝ノ沢地区砕石作業場
内で１件あったが、捕獲まで至っていない。
引き続きクマやイノシシの情報収集を行い、出没
による被害対策等に努めていく。

14

建設事業関連について

村建設工事は、地区要望の平良地区流雪溝整備工
事を平成27年より進めてきたが、今年で全線完成
となった。また、今年度計画したほかの工事も、三
又岩井川線の散水施設水源工事を除き、すべて完成
している。
県事業は、防災・減災対策として国道342号で橋
りょうやスノーシェッドの補強工事、県道仁郷大湯
線は落石対策工事、成瀬川では岩井川川通り地区の
「素ざらい」を実施している。また、横手東成瀬線
は、側溝改良・路肩補修が実施された。

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、11月10日で今
シーズンの営業を終了した。今年度は国道397号の
冬季通行止めが例年同時期の11月５日だったが、
11日まで通行止めのゲートをパークゴルフ場の入
り口まで延ばしていただき、10日まで営業でき
た。利用者数は8,997人で、昨年を下回る結果と
なったが、一日券を購入するお客さんの割合が多
く、売上額は前年度とほぼ同額となった。

16

成瀬ダム事業関連について

昨年９月に着工式を執り行って以降、本格的に工
事が進み、今年10月15日には鹿島・前田・竹中土
木堤体工事ＪＶの主催により、堤体コンクリートの
初打設式が執り行われた。
成瀬ダム建設における従事者数は、前年度のピー
クで約530名だったが、今年10月末時点でのピー
クは770名となっている。また、冬期は作業ができ
ないため、従事者数も大幅に減り、ピーク時のおお
よそ４分の１程度になるようだ。
ダムの現場見学者数は、工事の本格化に伴い、前
年に比べ大幅に伸びており、村のイベントと合わせ
て実施された特別見学会など、成瀬ダム工事事務所
に申込みのあった見学者は前年の約2.4倍となる
2,344名で、４月26日からダム工事の様子を一望
できる上流展望台にて来場者数を把握するため、
「カウンター」を設置したところ、10月末で
27,000人の方が訪れている。
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３

むらづくり

地区の声を村政に
−部落要望事項の内容と回答−

11月20日（水）、第２回部落長会議が開催され、今年４月に各地区から要望のあった「新規要望

事項」について、村から次のとおり回答しました。なお、これらの要望については、今後「緊急性」

「公益性」
「財源手当」などを総合的に検討していきます。

※特に緊急性の高い要望等は今年度実施したものもあります。

滝ノ沢地区

岩井川地区

①村道倉渕大塚線（旧国道）のカーブミラー増設

①入道野頭バス停付近道路案内標識設置

と横道線入口付近拡幅

⇨カーブミラーは次年度以降維持補修工事で対
応する。交差点改良については、用地も関係
してくるため地区と協議していく

②内堰水路取水口への水門の設置

⇨次年度以降に調査測量を実施し、年度計画で
検討していく。

下田地区
①伊達堰沿いへのガードレール設置と取水設備設置

⇨取水施設は来年度実施する。ガードレールに
ついては、有利な財源を確保して検討してい
きたい。

田子内地区
①林道上林線法面保護工事

⇨用地の問題もあるが、県へも砂防堰堤等の要
望をしていく。

②迎田水路上口堤外水路工事

⇨施工が可能か県と協議していく。

③街頭の新設（旧国道天神林地内）
⇨令和元年６月に設置済み。

平良地区
①国道342号線のぞき交差点の村道部の隅切変
更とバス待合室移設

⇨交差点は県と協議していくが、カーブミラー
の設置や除雪の対応は先行して検討する。バ
ス待合室の移設場所は今後協議していく。

②平良堰の余水吐の設置

⇨再度現地を確認し検討する。

４
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⇨県へ要望していく。

②村道東村線とバイパス国道交差点横断歩道設置
⇨公安委員会に横断歩道の設置の趣旨は伝えて
いる。

③農道簡易舗装事業（旧谷藤アイ宅東〜遠藤堰の
村道）

⇨村からアスファルト切削材を支給し、地区に
おいて中山間事業等を活用して整備していた
だき、今年度完了している。

④橋の修繕（村道下村線橋）
⇨対応済み。

手倉地区
①擁壁補修工事（村道旧道線沿い半田孝一宅前）
⇨経過観察しながら交付金事業及び公共施設等
適正管理推進事業債（長寿命化事業）等を活
用しながら対応していく。

椿台地区
①融雪溝の設置（間木・重里台地内全線）

⇨水源確保の問題もあり、地区と協議していく。

谷地地区
①農業用水路改修（村道間木谷地線・旧髙橋ヨシ
ノ宅付近〜谷地墓地入口付近）

⇨次年度以降に調査測量を実施し、年度計画で
検討していく。

表

彰

「元気なふるさと・雄湯郷づくり県民運動」
顕彰事業表彰！
受賞団体より一言

12月２日（月）、役場応接室において令和元

年度「元気なふるさと・雄湯郷づくり県民運動」
顕彰事業表彰式が行われ、「読みかたりグループ
『つくしんぼ』」が受賞しました。

委

嘱

「つくしんぼ」は、平成19年に設立され、東
成瀬公民館図書室を拠点に子どもの読書生活を豊
かにしたり、地域住民の読書への関心を高める活
動をしている団体で現在は18名で活動していま
す。設立以降、小学校等教育施設の他、福祉施設
等村内各地で定期的に読み聞かせ訪問を実施をは
じめとし、他市町村読み聞かせグループとの連
携・研修にも取り組むなど活動の範囲は多岐にわ
たっています。本に親しむとういう文化を浸透さ
せ、心豊かな村づくりを目指して今後も活動をし
ていきますのでよろしくお願いします。

東成瀬村民生児童委員を紹介します

11月29日、山村開発センターで東成瀬

村民生児童委員委嘱状伝達式が行われま
した。民生委員は、厚生労働大臣から委
嘱され、それぞれの地域において相談に
応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増
進に努める方々です。また、児童に関す
ることを専門に担当する民生児童委員は

「主任児童委員」の指名を受けています。
また、長年に渡り民生委員を務められ、

今回退任されました半田文子さん（岩井
川）と佐々木洋子さん(滝ノ沢)に厚生労

働大臣より感謝状が授与されました。

●民生児童委員
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

氏
名
佐 藤 洋 子
佐 藤 正 一
佐々木 洋 子
髙 橋 由美子
沼 倉 クミ子
藤 原 キク子
土 谷
章
谷 藤 ユキ子
谷藤 徳㔫エ門
冨 田 みね子
髙 橋 登志明
佐々木 久 美
髙 橋 勇 一
髙 橋 登貴子
高 橋 ト キ

▲半田文子さん(15年勤続)

氏
佐 藤
佐々木

ノ
ノ
子
子

井
井
井

ノ

所
沢
沢
田
内
内
良
沢
川
川
川
道
倉
台
地
台

担当地区名
滝ノ沢（下）
滝ノ沢（上）
下 田
田子内（南）
田子内（北）
平 良
肴沢〜蛭川
岩井川（下）
岩井川（中）
岩井川（上）
入 道
手 倉
椿台〜五里台
谷地〜大柳
草ノ台〜菅ノ台

○印の方は新任。他の皆さんは再任です。

●主任児童委員
番号
1
2

住
滝
滝
下
田
田
平
肴
岩
岩
岩
入
手
椿
谷
草

名
さつき
るり子

住
所
平
良
岩 井 川

担当地区名
全地区
全地区

（任期：令和元年12月1日〜令和４年11月30日まで)

▲佐々木洋子さん(９年６ケ月勤続)
201９.12 広報 ひがしなるせ

５

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

令和２年１月10日（金）

家賃 30,000 円
敷金 60,000 円

入居時期

令和２年２月上旬頃

家賃・敷金

１
２

申込資格

３
４
５

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
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。
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。
地方税等を滞納していない者であること。
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11月
２日（土） 美郷町合併15周年記念式典・記念講演（美郷町）
５日（火） 祝い金支給

祭（ホテルブラン）

村議会合同中央要望会（東京都）

８日（金） 首都圏なるせ会通常総会（〃）

14日（木） 秋田県町村会正副会長会議（秋田市）
東成瀬村いのちを考える集い（ゆるるん）
村社会福祉協議会会長退任感謝会（ホテルブラン）

15日（金） 秋田県山村・過疎地域振興協議会懇談会（東京都）
全国過疎地域自立促進連盟理事会（〃）

18日（月） 菅義偉官房長官表敬訪問（〃）

19日（火） 秋田県町村電算システム共同事業組合管理者会（秋田市）
秋田県町村会理事会（〃）

25日（月）東部地区町村会会長会議（山形県）

26日（火）全国町村会理事会・都道府県町村会長会（東京都）
全国町村会「町村の振興を考える会」意見交換懇談会（〃）
秋田県関係自由民主党国会議員と町村長との意見交換会（〃）

27日（水）全国源流首長サミット（〃）
全国町村長大会（〃）

北東北三県町村長中央研修会（〃）

28日（木）全国山村振興連盟通常総会（〃）
国保制度改善強化全国大会（〃）

29日（金）村商工会要望会（応接室）

全国町村職員生活協同組合秋田県支部災害

村民生児童委員辞令伝達式（防災情報センター）

共済委員会（〃）

村消防団幹部会（ホテルブラン）

秋田県町村会町村長政経懇話会（〃）

20日（水） 部落長会議（防災情報センター）

東成瀬村スノーボード競技会実行委員会
（防災情報センター）
村議会行政懇談会（〃）

21日（木） 秋田県・市町村協働政策会議総会（秋田市）
秋田県知事と市町村長との行政懇談会（〃）

広報

22日（金）秋田県後期高齢者医療広域連合議会定例会（秋田市）
東成瀬村農業生産法人連絡協議会合同収穫

６日（水）〜7日（木）

６

村長の動き

2019.12

30日（土）〜12月1日（日）

全国町村会「町イチ！村イチ！2019」
（東京都）

税

金

〜農業・営業・不動産所得のある方へ〜
農業・商店などの経営、不動産の賃貸などの事業に
用いる構築物・機械・備品を償却資産といい、土地や
家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年、村に申告が必要です。
新しく事業を始めた方や、今年度中に償却資産がなく
なった方、事業を辞めた方も申告が必要です。
昨年度申告があった方には、既に申告書を郵送して
います。用紙の送付を希望される方や、記入方法が不
明な場合はお問合せください。

「償却資産」の申告をお忘れなく
○対象者

令和２年１月１日時点で、村内に事
業用の償却資産をお持ちの方。
○申告する資産 土地、家屋以外の有形固定資
産。確定申告で「減価償却費」を費
用計上する資産。
○申告期限 １月31日（金）まで
提出先・問

税務課

４７−３４１０

軽油引取税免税証（農業用）交付申請の集合受付について
○
○
○

免税証（農業用）の交付を希望する方は、必要書類をご用意のうえ、次の会場で申請手続をしてください。
お住まいの地域以外の会場でも申請することができます。
総合県税事務所雄勝支所での受付は、令和２年２月３日から行います。ただし、支所受付分の交付は、
集合受付分よりも遅くなりますので、できるだけ次の会場で申請手続をしてください。

●受付日程
地

域

受

東成瀬村

付

日

時
間
１０：００ 〜 １１：３０
令和２年１月１４日（火）
１３：００ 〜 １５：００

会

場

秋田県雄勝地域振興局 ３階 大会議室

●必要書類等一覧表
書類等

手続

免税軽油使用者証
免税軽油使用者証交付申請書
誓約書
機械の販売証明書
免税証交付申請書
耕作証明書

新規

○
○
○
○
○

免税軽油の引取り等に係る報告書
軽油の納品書または販売証明書

未使用の免税証

○

ハンコ

更新

継続

○
○
○
※
○
○
○
○
○
○

○

機械
追加

備

考

○

交付時に秋田県証紙（400円分）が必要。

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

※機械の追加・入替があれば必要。
農業委員会が交付したものに限る。

【注意】
① 午前の受付よりも、午後の受付の方が混雑が少なく、比較的短い時間で手続をすることができます。

② 申請書等を記入していない場合、受付は後回しになりますので、必ず記入した上でお越しください。
申請書等をお持ちでない方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
③ 令和２年の耕作期間中に使用者証（厚紙）の有効期間が過ぎる場合は、更新申請が必要です。

④ 共同申請には、全員分のハンコと耕作証明が必要です。使用者の加入または入れ替えがある場合は、
更新申請が必要になります。
※ インターネットからは「秋田県 免税軽油」で検索してください。申請手続きについてご案内しております。
また、一部の様式をダウンロードできます。

【お問い合わせ先】

秋田県総合県税事務所

課税第二課

秋田市山王４−１−２

TEL

０１８−８６０−３３４１
201９.12 広報 ひがしなるせ
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年

金

年金を増やしませんか！
国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せ分として給付を行う、公的な年金制度です。
年金額をご自分で設計して増減することも可能で、掛金は全額「社会保険料控除」の対象と
なり、受け取る年金にも「公的年金等控除」があるなど、税制面でも優遇されております。また、
基本型は65歳から受け取り可能ですが、２口目以降に60歳から受け取るタイプもあります。
1月中旬に加入対象者あてダイレクトメールが送付されます。
次の条件を満たした方が加入できます。
①国民年金の第１号被保険者で、保険料を全額納めている方
②国民年金に任意加入している方

全国国民年金基金

☎０１２０−６５−４１９２

年金生活者支援給付金制度に便乗した詐欺にご注意ください
今年10月より始まった年金生活者支援給付金制度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構、
または市区町村の職員を名乗る者から、
「年金生活者支援給付金の振込口座が使えないため、
新しい口座番号、暗証番号、マイナンバーを教えてほしい。」という不審な電話がかかってきた
事例が報告されています。
厚生労働省、日本年金機構及び市区町村では、電話でお客様の口座番号、暗証番号、マイナ
ンバー等をお聞きすることはありません。このような電話があっても、口座番号等の個人情報
を答えることのないようにご注意ください。
ご不明な点等ございましたら、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

付加保険料制度について
付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々４００円）を納めるこ
とにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
付加保険料を納めるためには、申し込みが必要であり、申し込みをした月分から付加保険料
を納めることになります。
お手続きをご希望の方は、役場民生課またはお近くの年金事務所へ速やかにお申し出くだ
さい。
民
生
課 ☎４７−３４０４
大曲年金事務所 ☎０１８７−６３−２２９６
８

広報
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マイナンバー

マイナンバー（個人番号）カード
の受け取り方法
マイナンバーカードの申請手続きを済ませ、完成

したマイナンバーカードが役場民生課に届いた方に
は順次、
「個人番号カードの交付について」のお知
らせをお送りしております。
（カードの申請方法につ
いては広報11月号をご確認ください）
お手元にお知らせが届いた方は、期限までにご本
人が下記の書類等を持参のうえ民生課窓口（防災
情報センター１階）までご来庁ください。

なお、事前にお電話で交付ご希望の日時をお知ら
せいただくことにより、お待たせせず手続きができ
ます。また、仕事等で開庁時間内に窓口に出向くこ
とが難しい方は、事前に民生課にご相談ください。

①受け取りの際に必要な書類等
・交付通知書

（お知らせの封筒に入っております。必要箇所に記入・押印して提出してください。）

・申請者本人の本人確認書類

（運転免許証など顔写真付きのものは１点、保険証や年金手帳など顔写真のないものは２点必要です。）
・通知カード

（個人番号が記載された緑のカードです。みつからない際は紛失届に記入していただきます。）
・持っている方のみ

住民基本台帳カード

又は

印鑑登録証

を回収します

（印鑑登録をしている方は必ずどちらか一方をお持ちになっています。）

②申請者本人が15歳未満の方の場合に必要な書類等
・①と同様の書類
・戸籍謄本

＋

下記の書類

（お子さんと同一世帯にお住まいの方や、本籍が本村にある方は省略可）

・同行者の本人確認書類（父または母の同行が必要です）

※お子さんの本人確認書類は、健康保険証とマル福カードのセットでＯＫ！

③病気・身体の障害等により本人が来庁できない場合に必要な書類等
・①と同様の書類

＋

下記の書類

※運転免許証など写真付きのもの＋保険証や年金手帳などさらにもう１点が必要です。
※交付通知書は委任状欄に記入・押印が必要です。
・代理人の本人確認書類２点

※運転免許証など写真付きのもの＋保険証や年金手帳などさらにもう１点が必要です。
・申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類
（診断書、入院証明書、身体障害者手帳など）

民

生

課

☎４７−３４０４
201９.12 広報
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健康づくり

寒い時期こそ、血圧管理を！

気温が低くなり、血圧変動が気になる季節になりま

した。急激な血圧変動は、心疾患や脳血管疾患にもつ
ながるため、ご自身で管理していくことは非常に大切
です。健康診断以外で血圧測定をする機会がないとい

う方はいませんか？健康時の血圧を知っておくことは、
体調不良を判断するのに役立ちます。ご家庭に血圧計
がある方は、ぜひ継続的に測定してみましょう。

血圧測定のポイント
❶
❷

朝と夜の２回測定→血圧は１日の中で変動があるため、２回測定をおすすめします。
ゆっくりと体を休めることができる状況で測定

→動いた後やトイレを我慢している時などは、血圧が高く測定されることがあるため注

❸

意が必要です。

厚手の服のまま測定しない

→血圧計でエラーが出ることがありますので、素肌か薄手の服で測定しましょう。

❹

記録をつけましょう

→記録をしておくことで、血圧の変化が分かります。季節や、その日の出来事（運動を
した、体調が悪かったなど）により、血圧が変化したことを記録しましょう。

◎血圧測定用の記録用紙がほしいという方は保健師までご連絡ください。

◎自宅に血圧計がない、自分の健康管理のために測定を始めたいという方は、健康管理応
援事業にぜひご参加ください。（詳細は保健師へ）

民生課

☎４７−３４０４

いのちを考える集い
11月14日、地域交流センターゆるるんにおい
て、東成瀬村のぞみの会主催の「いのちを考える集
い」が開催され、約80名の来場がありました。
今年は、秋田大学大学院の准教授佐々木久長先生
により、｢これからの自殺対策を考える｣というテー
マで講演をいただきました。自殺対策は生きること
を応援することであり、自分が安心していられる居
場所の必要性や、一緒に悩んでくれる人がいることの大切さを実感する講演でした。
また、朗読と読み聞かせを目的に活動しているグループ木もれびによる｢いのちを愛
おしむ朗読会｣も行われ、いのちの大切さが心に響く朗読会となりました。
集いの最後には、発足から10周年を迎えた｢東成瀬村のぞみの会｣より、これまでの
活動についての思いがメッセージとして届けられ、心温まる集いとなりました。
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生涯学習

体験コース受講者大収穫祭＆交流会
〜生涯学習教室〜

12月３日、きっかけづくりを
テーマに開講している体験型の生涯
学習教室の受講者が集い、大収穫祭
＆交流会が開催されました。
はじめに家庭菜園教室で収穫した
芋の子を使って、郷土料理教室「親
芋を使ったコロッケ」作りが行われ
ました。今回収穫した大根、人参、
落花生、ちょろぎもそれぞれ調理さ
れ、持ち寄った漬け物たちと一緒に
テーブルを埋め尽くしました。
また、もちつきも行われ、大いに
盛り上がりました。体験型の教室へ
参加した方々が集まり、交流したこ
とで、様々な教室の存在を知り、参
加してみたいと感じられる貴重な交
流会となりました。

教

育

無病息災を祈って

12月13日、ふる里館で東成瀬小
学校４年生が年中行事の再現「豆腐
あぶり」の行事を体験しました。
肴沢の佐々木友信さんに、昔から
村の各家々で行われていた豆腐あぶ
りの言い伝えを教えていただき、み
んなで一年の健康を願いながら囲炉
裏で味噌を塗った豆腐を焼いておい
しくいただきました。
味噌は小学校３年生が作ったもの
で格別な味がしたようです。

−豆腐あぶり−

また、この日は今年で34回目を数
える「郷土かるた大会」も行われ、か
るたキングに伊勢谷悠真君、かるたク
イーンに冨田望夏さんに決まりました。
子どもたちは普段体験できない村の伝
統文化に触れ、郷土かるたで村のこと
を知る貴重な時間を過ごしました。

201９.12 広報 ひがしなるせ
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教 安心安全
育

除雪作業にご協力願います

〜冬期の安心・安全な暮らしのために〜

❶ 流雪溝のフタはきちんと閉じる

流雪溝の使用後にフタを開けたままにしておくと、通行人が落下をする恐れが

あり大変危険です。また、除雪車が開いている流雪溝のフタに衝突して、フタと

除雪車が破損する恐れがあります。そうなると多額の修理費が発生しますので、
使用後はキチンと閉めたことを必ず確認しましょう。

（個人の不注意により破損した時は、修理費を負担していただく場合もあります。）

❷ 路上に大量の雪を置かない

路上に玄関や車庫前等の雪を大量に出されると道路の幅が狭くなり、歩行者

や車の通行の妨げとなり大変危険です。立地条件によっては、やむを得ず一旦屋
根の雪を路上に下ろさなければならない場所もありますが、その場合は周囲の

歩行者や車に十分注意し、出した雪は自分で道路の外に排雪して下さい。また、

いよいよ冬本番を迎えました。

道路敷地にはみ出して物を置かないで下さい。

今シーズンは12月に入ってすぐに

❸ 流雪溝に一度にたくさんの雪を投入しない

まとまった降雪があり、12月上旬

流雪溝に一度にたくさんの雪を流すと、下流で雪が詰まって水があふれ出す恐

に屋根の雪下ろしをしたのは昭和
48年豪雪以来のようです。

れがあります。近所の方と協力して除雪時間をずらすなど、
「ゆずり合いの心」

るために道路の除雪作業を行って

❹ 路上駐車をしない

点に注意していただき、事故のな

❺ 道路沿いの樹木管理のおねがい

うにご協力願います。

との事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。

をもって対応しましょう。

村では、皆さんの安全を確保す

路上に車を駐車すると除雪作業の妨げになりますので、絶対にやめましょう。

いますが、住民の皆さんにも次の
いスムーズな除雪作業が行えるよ

道路沿いにある樹木の倒木や枝から落ちた雪が原因で歩行者や通行中の車両

車と枝木の接触、倒木、落雪等のおそれがある場合は、所有者が伐採や枝払

建設課

い等の処置をして適切な樹木管理をお願いします。

☎４７−３４０８

駐在所から

あなたの大事な財産を
詐欺グループから「まもる」ために

警察、銀行等では、
キャッシュカードを
預かったり、保管させたりしません
口座が悪用されているなどとウソを言い、言葉巧みに暗証番号
を聞き出した上で、キャッシュカードを預かったり、封筒に入れ
て保管するよう指示し、目を離した隙に別のカードが入った封筒
とすり替えてキャッシュカードをだまし取る手口です。
犯人は、すぐにキャッシュカードと暗証番号を使ってATMで現
金を引き出します。

ATMで還付金は受け取れません！

市役所職員や金融機関職員等を装い、医療費や税金の還付金（払戻
し）があるなどとウソを言い、ATMを誘導して「振込」の操作をさせ、
お金をだまし取る手口です。

被害にあわないための方法

留守番電話設定で

・知らない人・知らない番号からの電話に出ない
※防犯機能付き電話機も効果的です。
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なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

●現場見学者数が昨年度の約２．４倍になりました！！●
ダム建設工事が本格化し、今年度の成瀬ダム現場見学者数は「２，３４４
人」となり、対前年度比で約２．４倍と大幅に増加しました。
成瀬ダム工事事務所では、成瀬ダム建設事業への理解を深めていただく
とともに、インフラ（公共施設）である成瀬ダムを地域固有の財産と位置付け、
観光資源として活用していく取組として、東成瀬村のイベントと連携した特別
見学会など（特別見学会参加者数４２１人）を開催しています。
普段は立ち入る機会のない建設中のダム工事現場を体感していただく「非
日常」と「今しか見られない工事現場」を楽しめる機会を来年度以降も提供し
てまいります。
現場見学件数及び見学者の推移(過去10年)

（件）

実施件数

見学者数

120

2,344

昨年度に比べ
見学者数は約２．４倍
見学会実施件数は約２．６倍
と急激に増えています。

100
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40

20

0

（人）
2500

2000
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954

1000

520
146
3
H22年度

99
67

3

H23年度

11

1

H24年度

0

0

H25年度

5
H26年度

10月26日東成瀬村産業祭にあわせて
開催した特別見学会の様子

201

49

124

9

7

H27年度

H28年度

500

18
0
H29年度

H30年度

R元年度

11月1日なるせ保育園児見学の様子
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み んなの 広場

Topics

キッズレース出場者募集！
今年もジュネス栗駒スキー場で開催されるジュネスカップスキー大会

に併せ、小学１年生から３年生を対象にキッズレースを開催します。

どなたでも参加できますのでお申し込みをお待ちしております。

■開催日

令和２年２月９日（日）

■申込期限

１月２８日（火）

■表彰

各学年男女別に１位から

■種目

大回転１本制

６位までを表彰します。
■参加料

１，５００円

■申込・問合せ先
村体育協会（教育委員会内）

「激戦！」

（12／13

☎４７−３４１５

カルタ大会）

シーズン到来！

東成瀬村昔っこの会
「初がたり」

〜ジュネス栗駒スキー場安全祈願祭〜
12月13日（金）、ジュネス
栗駒スキー場において安全祈願
祭が行われました。
今シーズンの安全を祈願して
神事とテープカットが行われ、
オープンは12月21日（土）
（予定）となっております。
皆様のご来場、お待ちしてい
ます！

お誘い合わせの上、是非お越しください！
入場は無料です。
■日時

令和２年１月１1日（土）１０：００〜

■場所

地域交流センターゆるるん

■申込・問合せ先

教育委員会

☎４７−３４１５

東成瀬村芸術文化協会10周年記念

第10回「なるせ芸術文化祭」開催！
村芸術文化協会主催による第１０回「なるせ芸術文化祭」が行われます。今年は１０周年記念事業と
して八郎潟町の「願人踊」を披露していただくほか、芸術文化協会加盟団体による芸能発表や作品展
示など盛りだくさんの内容となっておりますので是非おいでください。
■日時
■会場

令和２年２月１６日（日）９：３０〜１５：００

■内容

東成瀬村地域交流センター

ゆるるん

10周年記念事業 特別ゲスト
一日市郷土芸術研究会（八郎潟町）
秋田県無形民俗文化財「願人踊」

■入場料

茶道実演、ステージ発表、作品展示
無料

■申込・問合せ先

教育委員会

他

☎４７−３４１５

〜お知らせ〜
毎年、同時開催していました「さぁ・シャベローゼ大会」につきましては、今年度は芸文祭のプログラムの一つとして
組み入れることになりました。こちらに参加希望の方は、令和２年１月 20 日（月）まで教育委員会へご連絡ください。
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ふるさと
への
便り

時速５００ｋｍの世界
（リニア見学）
に誘われて

近くのスーパー。いつものよう
に精算を済ますと、
レジの店員さ
んがレシートといっしょに「日帰り
バスツアー」の応募はがきをくれた。お客様へ
の日頃の感謝とのことらしい。
この頃、旬の○○
狩りとか、名所・スポット観光見学などの「日帰り
バスツアー」広告を良く目にする。ぶらりと気軽
に出かけられそうな「バスツアー」は、気にいる
プランであれば気分転換にもってこいなのかもし
れない。缶ビールでも片手に、車窓を楽しみな
がらリフレッシュできそうな気がする。
応募はがきは「時速５００ｋｍの世界・
リニア
見学」とある。山梨県立リニア見学センターを目
玉とする日帰りツアーのようだ。時速５００ｋｍの
世界に誘われるように応募はがきを投函した。
はがきを出したことも忘れていたある日に、
「当選」
の通知が届いた。出発予定日が何日かあり、都
合のいい日を選べるようになっている。

秋晴れの土曜日に妻を伴い乗車場所に行く
と、
お笑い芸人・ホンジャマカの石ちゃん似の添
乗員らしき男性が参加者確認をしている。名前
を伝えると、バス後方の席を告げられた。一日を
共にするツアー客のみなさんに挨拶を交わしな
がら告げられた席に座る。
隣同士が和やかに談笑しているところを見る
と、夫婦連れか、友人を伴っての雰囲気が感じ
られる。気軽な日帰りツアーと言えども、
「お一
人様参加」では少々不安を抱くのであろうか。
お隣に余計な気を使う羽目にならないとも限ら
ない。なんて、要らぬことを考えていると、添乗員
（先ほどの石ちゃん似の男性）のにこやかな挨

拶が合図のようにバスが動き出した。添乗員お
きまりのアナウンスが始まり… 「このバスは１
号車になります」と言う。一瞬、車内に、呆気に
とられたような空気が流れる。出発場所にはバ
ス一台しか駐まっていなかった。
「別に見栄を
張っているわけではありません」と笑いながら添
乗員が続ける。なるほどフロントガラスに、①の
ステッカーがしっかりと貼られている。
２号車は
別の店舗から出発し同じルートを辿る旨、途中
での合流があるかもなんだって。なぁんだ⁉
車内はどっと爆笑に。
行楽シーズンの土曜日、
しかも快晴となれば
渋滞がつきものだが、
そこはプロのドライバー。
高速と一般道を上手く使いわけ、
ほぼ予定どお
り
「リニア見学センター」に到着した。
リニアモー
ター（推進浮上式鉄道）の研究は、今から55
年以上も前（1962年）だそうである。研究開始
から35年後の1997年に初めて実験走行を行
い、2027年にはリニア中央新幹線を「品川〜
名古屋」間で開業させる運びのようである。８
年後には時速５００ｋｍの世界が現実に融け込
んでくる。間近で見られる「時速５００ｋｍ」走行
試験（本日無し）は、残念ながら見ることができ
ませんでしたが、鉄道の世界最速（2003年当
時：581km）
を記録した実車両の展示、時速５
００ｋｍの世界を映像と振動で体感できるリニア
シアターなど、近未来のリニアは、充分にわくわ
く感を満たしてくれた。
toko
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仙人 郷版
「プレミアム付商品券購入引換券」
の申請を忘れていませんか？
申請期限は 12 月 27 日
（金）
です。購入予定で申請していな
い方は、忘れずに申請をお願い
します。
商品券の有効期限は令和 2 年
2 月 29 日
（土）
までとなります。
企画課 ☎４７−３４０２

合併処理浄化槽設置について
令和２年度中に住宅の新築等
で合併処理浄化槽の設置を予定
している方は、環境課までご連
絡ください。
なお、設置に関する相談はど
んなことでも結構です。お気軽
にお問い合わせください。
■期間 １月 20 日（月）まで
環境課 ☎４７−３４０７

全村女性のつどい参加者募集！
冬期間のコミュニケーション
と心身のリフレッシュのため、
全村女性のつどいに参加して楽
しく情報交換しましょう。
■日時 令和２年１月29日
（水）
バス ９：20 〜大柳発
■場所 湯沢グランドホテル
■内容 食事マナー講習 他
■会費 2,000 円（昼食代）
■申込・問合せ先 教育委員会
☎４７−３４１５

農業研修生を募集します
就農を希望する方のために、
県の各試験場等で営農に必要な
技術や知識を習得する研修生を
募集します。
■研修期間 令和 2 年 4 月
〜令和 4 年 3 月
■応募資格 原則 50 歳未満の
18
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方で研修終了後に確実に県内に
就農すること等
■応募締切 令和2 年1月17日
農林課 ☎４７−３４０６

湯沢雄勝広域市町村圏組合
環境衛生施設職員試験案内
■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、ごみ処理施設若しくは
し尿処理施設での業務に従事し
ていただくことを想定しています。
■受験資格等
(1) 次の要件を満たし、採用
後は湯沢市雄勝郡内に定住でき
る方
○昭和 59 年 4 月 2 日から平成
14 年 4 月1日までに生まれた方
○高等学校以上を卒業又は卒業
見込みの方
(2) 健康である方
■試験公示日
12 月 16 日（月）
■受験申込期間
12 月 18 日（水）
〜令和２年１月 10 日
（金）
■第１次試験
(1) 試験日時
令和２年１月 26 日（日）
９：00 〜 10：30
(2) 試験会場
湯沢雄勝広域交流センター
(3) 試験内容
教養試験
(4) 合格発表
令和２年２月上旬（予定）
■第２次試験
(1) 試験日時
令和２年２月下旬（予定）
(2) 試験会場
湯沢雄勝広域交流センター
(3) 試験内容
作文及び面接
(4) 最終合格発表

令和２年２月下旬（予定）
湯沢雄勝広域市町村圏組合
総務財政課総務班
☎０１８３−７３−９６９１
湯沢雄勝広域市町村圏組合建設
工事等入札参加資格審査申請の
追加受付を行います

■対象
令和元年度・２年度に発注する
建設工事及びコンサルタント業務
■受付期間
令和２年１月 22 日（水）
〜令和２年３月 16 日（月）
■申請方法
令和２年１月 15 日頃に組み
合いホームページに掲載します
のでご確認ください。
■有効期間
申請受付日から令和３年３月
31 日まで
湯沢雄勝広域市町村圏組合
総務財政課財政会計班
☎０１８３−７３−９６９１

確定申告書はパソコンや
スマートフォンで作成できます！
申告書は国税庁ホームページ
の「確定申告書等作成コーナー」
で作成することができ、マイナン
バーカードと IC カードリーダラ
イタを用意すれば、
ｅ−Ｔａｘを利
用して提出できます。
また、事前に税務署で手続き
していただければ、マイナンバー
カードと IC カードリーダライタ
をお持ちでない方でもｅ−Ｔａｘを
利用できます。
ｅ−Ｔａｘを利用す
る以外にも、申告書を印刷の上
郵送等により提出することがで
きます。
なお、給与所得がある方や公
的年金等の収入がある方は、ス
マートフォンで申告書を作成す
ることができます。
これらの詳しい内容は、国税庁
ホー ム ペ ージ をご 覧ください

（www.nta.go.jp）。
湯沢税務署
☎０１８３−７３−５１００

就職未内定者への集中支援
秋田新卒応援ハローワーク、
県内各ハローワークでは、令和
2 年 3 月末まで各学校と協力
しながら、学生、生徒及び保護者
の方を対象とした「就職未内定
者への集中支援」を実施します。
支援期間中は、各ハローワー
クに「学卒集中支援コーナー」を
設置いたしますので、ぜひご利
用ください。
■支援内容
求人情報の提供、
応募書類の添
削指導、
面接指導、
個別求人開拓
ハローワーク湯沢
☎０１８３−７３−６１１７

ＬＰガスをご使用の皆様へ
降雪期は、屋根からの落雪な
どにより、
雪害事故が発生するこ
とがあります。
雪下ろしや除排雪
作業を行う際は、
ＬＰガス設備を
破損しないよう注意しましょう。
◇屋根からの落雪があった時
は、ガス設備の確認をお願い
します。
◇雪下ろしの際は、隣家のガス
設備にもご注意ください。
◇緊急時に容器バルブを閉止で
きるよう、ガス設備の周辺の
除雪をお願いします。
湯沢雄勝ＬＰガス協議会事
務局（株式会社髙田屋内）
☎０１８３−７３−８１２０

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。
（申込不要・相談無料）
■日時
令和２年１月 10 日（金）
24 日（金）

10：00 〜 15：00
■場所
湯沢生涯学習センター
秋田地方法務局大曲支局
☎０１８７−６３−２１００

自衛官募集案内
■自衛官候補生
○受付期間
年間を通じて行っております。
○試験期日
令和２年１月 31 日（金）
３月８日（日）
３月 22 日（日）
○受験資格
18 歳以上 33 歳未満の者
■陸上自衛隊高等工科学校生徒一般
○受付期間
11 月１日（金）
〜令和２年１月６日（月）
○試験期日
１月 18 日（土）
○受験資格
男子で中卒（見込含）17歳未
満の者
自衛隊秋田地方協力本部
横手地域事務所
☎０１８２−３２−３９２０

油の流出にご注意を！
ホームタンクでの小分け中の
不注意による灯油の流出や除雪
時に配管の破損による灯油の流
出が多発しております。油流出
事故を起こすと、油の流出防止
対策（オイルフェンスの設置）や
回収（吸着マット）に費用がかか
ります。油が流出すると魚等の
生態系や下流の上水道に影響を
およぼします。その際の費用は
事故を起こした原因者の負担と
なります。
雄 物川水 系では 原 因 者 負 担
として、１７万円から３２万円の
事例があります。
事故を起こした場合、または発
見した場合は、お近くの国土交通
省や県の機関、市町村役場、消防
署、
警察署等へご連絡ください。

2020年農林業センサスに
ご協力ください
令和 2 年２月
１日現在で、全国
一斉に “ 農林業
の国勢調査 ” と
いわれる「2020
年農林業センサス」が実施さ
れます。
この調査は、今後の農林業
の政策に役立てるために５年
ごとに実施される極めて大切
な調査です。
令和 2 年１月中旬から農
林業を営んでいる皆様のとこ
ろに調査員が訪問して、調査
票に農林業の経営状況などの
記入をお願いしますので、ご
協力をお願いします。

【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

１月の心の健康相談日
開催日 １月27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

１月14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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鈴木

あ こ

彩心

ちゃん

平成30年５月９日生
大柳／一久・あゆみさんの長女

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

11月の
東成瀬村
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〕
おしゃべり大好きな彩心ちゃん☆
毎日たくさんの笑顔をありがとう。
元気に明るく大きく育ってね！（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

〜平成30年9月27日より無事故430日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1306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
203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
髙

橋

行

男（79）五里台

柴

田

眞

一（61）手倉

藤

原

桂

治（72）田子内

谷

藤

三

郎（81）岩井川

佐々木

【入賞】 「栗原の避暑地」

撮影者
広報

星

賢二（宮城県登米市）

令和元年12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.653 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp
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剛（59）岩井川

平

良

セツ子（86）平良

後

藤

トメノ（100）幸寿苑

髙

橋

ク

ヱ（98）幸寿苑

村の人口と世帯
●人

口

男 1,238人 (− 15)
女 1,285人 (− 5)
計 2,523人 (− 20)
●世帯数 907戸 (− 11)
●出生 ０人〔５人〕●死亡 ８人〔38人〕
●転入 ２人〔68人〕●転出 14人〔58人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

