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3.7 中学校卒業式

村長行政報告要旨
３

ふるさと納税について

ふるさと納税は、２月末日現在で1,129件、12,450

千円となっており、件数・金額ともに前年を上回って
おります。

返礼品指定は、
「トマト」や「いぶりがっこ」が圧倒

的に多い状況となっております。

４

秋田栗駒リゾート関連について

各地で記録的な暖冬に伴う雪不足により休業とな

るスキー場が多い中、ジュネス栗駒スキー場は、幸い
にも１月から営業を継続してまいりました。しかしな

１

令和２年度予算について

令和２年度一般会計予算は前年度に対し、700万

円、0.2％増の32億9,700万円となりました。

となりました。

一方、スキー場の営業状況は、入場者数及び売上

額は昨年とほぼ同様に推移しておりましたが、新型コ

持・再生に必要な取組に要する経費として「地域社会

会合や飲食のキャンセルが相次ぐ状況となっており、

再生事業費」を創設するとしており、前年度に対し、
4,073億円、2.5％増と例年に比較し大きな伸び率を
示しております。

歳出では、引き続き過疎債を活用したソフト事業を

継続しつつ、地域の活性化と事務の簡素化を図るた

ロナウイルス感染症の影響により、ホテルブランでの

夏季の収益減少分を補うまでには至っておらず、厳し
い決算内容を予想しております。

５

自主防災組織等研修会について

去る12月19日、防災情報センターを会場に各地区

め、統合型の地域創生推進事業交付金を創設し700

代表者、消防団幹部等の参加を得て、自主防災組織

村単農業用施設整備事業1,400万円、観光施設整備

今回は、猛威を振るった台風15号と19号の教訓を

万円を計上しております。また、主なハード事業として、

等研修会を開催しております。

事業5,437万円、道路新設改良を主とする社会資本

もとに、ダムからの放流警報の仕組み、避難勧告等に

ます。

おります。

整備総合交付金事業に１億2,643万円を計上しており
特別会計では、簡易水道事業において中部地区施

設整備が本格化することから、前年度に対し、３億

106万円、106.5％増の５億8,382万円を計上してお
ります。

２

会計年度任用職員関連について

特別枠を除き18人を第１次としてホームページにお

いて２月５日から２月19日までの期間で募集を行った

ところ、締切りまで15人の応募があり、うち11人に対
し任用内定、
１人に補欠の通知を行っております。

第１次募集は村内からの採用を優先するためホー

関するガイドラインの概要について、研修を実施して

６

介護保険事業について

令和２年度は、介護保険事業計画を見直す年度に

当たり、国の指針に基づいて、介護保険制度に対する
住民のニーズ等を把握し、第８期計画にその内容を反
映させるための経費を当初予算に計上しております。

各種調査等を終えた段階で、策定委員会での協議

を踏まえ、年度内に策定することとしております。

７

国民健康保険事業について

秋田県国民健康保険団体連合会による高額医療費

ムページのみとしましたが、募集人員に満たない職種

共同事業と保険財政共同安定化事業における算定誤

え、不足すると判断したものは、ハローワークなど幅

が、これら事業にかかる拠出金の精算について、国・

については、人事異動で対応が可能か更に検討を加
広く求人を行う予定としております。

広報

新型コロナウイルス感染症の影響によりすべて中止

歳入で最大財源となる普通交付税ですが、地方財

政計画では、地方交付税の算定項目に地域社会の維

２

がら、開催を予定していたスノーボード大会５試合は、

2020.３

りについては、12月定例会議で御報告のとおりです
県からの指導を受け、本村では平成26年度以降に過

大交付された負担金を返還することとなり、所要額

議会３月定例会議（３月３日）
を補正予算及び当初予算へ計上しております。

８ なるせ保育園の民営化について
なるせ保育園の民営化を検討してまいりましたが、

令和２年４月１日から実施することといたしました。運
営主体は、利用者との信頼関係や民営化後の保育環

り組んでいる指導農業士による講話となり、身近な周

年営農の事例は、村内生産者の経営意欲をかき立て
る内容でありました。

14

育苗センター改修工事について

２月25日に育苗センター播種プラント改修工事が

境等について検討した結果、現在、保育及び給食の業

完成しました。指定管理者であるこまち農業協同組合

あります。

業が円滑に進むよう期待しております。

務委託を行っている「社会福祉法人なるせ保育会」で

９

新型コロナウイルス感染症について

現在のところ、県内及び村内において新型コロナウ

の職員に対する操作研修も終わり、水稲苗の播種作

15

循環拠点施設の指定管理について

これまで、循環拠点施設は業務委託による管理運

イルス感染症の発症は認められておりませんが、村で

営を行ってまいりましたが、来年度から指定管理者制

災害対策部を設置し、住民からの情報収集や連絡網

出いたしますので、よろしくお願いいたします。

は、２月２７日午後５時に新型コロナウイルスに対する
を確認するなどの態勢を整えております。

10

簡易水道事業について

簡易水道事業は順調に進ちょくしており、来年度

は、中部地区の施設整備において、主に馬場地区や川
通り地区での配水管布設工事や浄水場への機械電気
設備の設置、また岩井川配水池の築造に着手し、早期
完成を目指してまいります。

11

令和２年産米の生産の目安について

村では１月21日に農業再生協議会総会を開催し、

度を導入する方針であり、本定例会議に関連議案を提

16

建設事業関連について

村が観測を開始した昭和４８年から田子内観測地

点の積雪深が、
１月末日時点で３８センチメートルと過
去最低の積雪深を記録し、累計降雪量も最も少ない
状況となっております。

２月に入り少し降雪が続きましたが、積雪深と降雪

量ともに過去５年間では最も少なく、３月２日現在の
積雪は５１センチメートルとなっており、今年は農地等
の消雪も例年に比べ心配ないものと思っております。

村建設工事では、地区要望の平良地区流雪溝整備

本村における令和２年産米の生産の目安を数量換算

工事が完成しております。河川からの取水施設整備に

決定し、
１月下旬に各生産者へ通知したところです。

詰まり等もなくなり今冬は安心して利用していると報

で対前年比23トン減の1,143トン、作付け率60.9％と

12

経営所得安定対策等交付金の実績について

令和元年度の経営所得安定対策等交付金について

は、村全体で2,893万円余りが交付されました。内訳

より、これまでに比べ安定的な水量が確保され、ゴミ
告を受けております。

17

成瀬ダム事業関連について

政府予算原案において、令和２年度の成瀬ダム事業

は、飼料用米関係が2,046万円、飼料作物関係が516

予算は約２３２億円と示され、前年度比１４５．
１０％

326万円余りとなり、12月末までに交付されておりま

では最も大きい予算額となっております。

万円、村指定振興作物出荷助成等の産地交付金が

す。また、生産者の経営複合化を支援するため、村単

の作付け転換加算交付金制度により総額374万円も
交付しております。

13

農業を語るつどいについて

１月２６日、やまゆり温泉ホテルブランにおいて、東

成瀬村田畑会が主催する「農業を語るつどい」が開催
され出席しております。

今年は、横手市で花き栽培を中心に周年営農に取

の大幅な増額となり、国内で建設中のダム建設工事

本体工事においては、昨年１０月に堤体コンクリー

トの初打設を行い、本格的なダム堤体工事に着手して

おり、春からはCSG部分の打設開始を予定していると
のことです。

その他の工事については、国道の付替工事の進ちょ

くを図ることとしており、２号橋の上部工や橋台の継

続工事のほか、新たに放流設備工事や２号トンネルの
舗装工事にも着手する予定となっているようです。

2020.３ 広報
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議会３月定例会議（３月３日）

教育長行政報告要旨

加盟団体のほか生涯学習教室等から、ステージ部門に
は16団体142名の出演と、展示部門には17団体96名から
の展示がありました。

７

１ 小中学校の臨時休校について
新型コロナウィルスの感染防止のために、３月２日から
春休みまでを休校にいたしました。卒業式は卒業生と教職
員の参加となりました。また、本来、児童生徒が学習すべき
内容が未履修になるため、状況を見て回復措置をとる予定
にしております。
一方、保育園については通常どおり行い、児童を家庭で
預かることが困難な場合の対応として学童保育を行い、児
童を受け入れております。

２

教育視察団について

令和元年度の訪問者は、合計で93団体449名となって
おります。団体数ではこれまでの最多であります。訪問の
主な目的は学力向上策を探るということにありました。

３

地域学習教室について

去る２月22日、昨年の８月から行われていた東成瀬村地
域学習教室が終了しました。参加人数は延べ343名でした。

４

なるせ児童館について

なるせ児童館の管理運営に関しては、これまで社会福祉
法人なるせ保育会に業務委託しておりましたが、一部事業
は村直営で運営しておりました。
今後はより効率的かつ円滑に事業を行えるよう、なるせ
児童館で行われる事業の全てを委託する予定にしておりま
す。

５

郷土誌編集事業について

今年度は、各地区の資料調査委員や調査協力員を委嘱
し、各地区の祭りの行事、古文書などの資料収集、写真撮
影等を行っております。
また、行政に関わる内容については30年間の村の動き
を文章化する段階に入っております。

６

なるせ芸術文化祭について

去る２月16日、東成瀬村芸術文化協会主催による第10回
「なるせ芸術文化祭」が地域交流センター「ゆるるん」にお
いて行われました。
今年は村芸術文化協会の10周年記念事業として開催さ
れ、特別ゲストに八郎潟町より一日市郷土芸術研究会の秋
田県指定無形民俗文化財であります「願人踊」をお招きし
ました。
また、各団体の講師の先生にも踊りや民謡をご披露いた
だき、高い技術の演舞や民謡を鑑賞することができました。

４

広報
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方言活用事業について

方言を使った第5回仙人の郷流「俳句・川柳」には、一般
の部で１７名より５６作品の応募があり、選考委員による審
査の結果、最優秀賞１作品、優秀賞５作品が選ばれました。
また、昨年まで行われていました「さぁ・シャベローゼ大
会」につきましては、今年は芸文祭のプログラムに組み込
み、小学生、中学生、計２６名の児童生徒が出演しました。

８

社会教育施設関係について

昨年４月からのふる里館の入館者数は1,456名で、この
うち村外から1,118名となっております。少しずつ常設展示
のリニューアルを続け、寄贈・寄託いただいた資料を加え
ながら展示の充実を図っております。

９

学校給食の調理業務について

昨年９月に羽後の國ファームから、本業である食肉加工
事業で新製品の開発と製造、販売に力を集中したいため、
学校給食調理員の管理等が困難になることから、来年度
以降の調理業務を受託できないという話がありました。
令和２年度以降の給食調理業務の委託先候補業者とし
て、秋田県内の学校給食調理業務を受託している数社に声
をかけ、ヒアリングしてきたところでありますが、どの業者
も１日200食程度と少なく採算が見込めないこと、委託開
始まで数ヶ月しかなく人員配置が困難であることなどの理
由で受託できないとの回答であり、調理業務を委託するこ
とを断念し、直営で調理を行うことといたしました。

10

2020ジュネスカップスキー大会について

２月８日から２月９日の２日間、ジュネス栗駒スキー場に
おいて、
「ジュネスカップスキー大会」が行われました。
大会には、全県各地から延べ238名の出場があり、東成
瀬小学校からは４名、東成瀬中学校からは１名が出場しま
した。
石綿響さんが小学校男子の部で総合優勝、４年生の髙
橋結人さんが第２戦で１位になるなど、２日間で延べ８名が
入賞しております。

11

児童生徒の活躍について

東成瀬小学校では、
１月１８日に行われました第７１回県
民体育大会スキー競技において、６年生の石綿響さんが小
学６年男子大回転の部で第３位、５年生の鈴木菜月さんが
小学５年女子大回転の部で第２位を受賞しました。
また、秋田県児童生徒県南美術展において、６年生の
佐々木悠人さんが「話題作」を受賞しました。
東成瀬中学校では、読書感想文コンクールで１年生の杉
山咲さんが秋田県教育長賞を受賞、歯・口の健康啓発標語
コンクールでは２年生の伊勢谷希さんが優秀賞を受賞しま
した。
また、中学生人権作文コンテストでは、
１年生の菅原美空
さんが大曲協議会長賞を受賞しました。

善

意

学校図書の寄贈

３月５日（木）、潟上市出身で現在は岩手県盛岡

市の建築関係の会社であるシリウスグループ代表の
佐 藤 幸 夫 様 が 、 東 成 瀬 中 学 校 の 生 徒 へ 学校図書

（10万円相当）を寄贈してくださいました。今後
の生徒の読書活動の推進に役立てていきたいと思い
ます。心より感謝申し上げます。

令和２年２月

村長の動き

２日（日） みのり川信英国政報告会（湯沢市）

３日（月） 秋田県町村電算システム共同事業組合管理者会（秋田市）
秋田県市町村会館管理組合議会定例会（〃）

秋田県山村・過疎地域協議会理事会・総会（〃）
秋田県山村・過疎地域振政策研修会（〃）
とがし博之新春のつどい（〃）

４日（火）〜５日（水） 全国町村会政務調査会（静岡県）

６日（木） 秋田県市町村総合事務組合議会定例会（秋田市）
７日（金） 祝い金支給

村建設業協会新年会（横手市）

８日（土） 2020ジュネスカップスキー大会

９日（日） 故村岡兼造儀合同葬儀（由利本荘市）

12日（水） 全国過疎地域自立促進連盟理事会（東京都）

13日（木） 秋田県国民健康保険団体連合会理事会（秋田市）
14日（金） 秋田県町村会理事会（〃）

2.16

芸術文化祭

秋田県町村電算システム共同事業組合議会定例会（〃）

15日（土） 2020マスターズスキージュネス栗駒大会
16日（日） なるせ芸術文化祭（ゆるるん）

19日（水） 全国山村振興連盟理事会（東京都）
20日（木） 部落長会議（防災情報センター）

21日（金） 秋田県後期高齢者医療広域連合議会定例会（秋田市）
湯沢雄勝北都会講演会（湯沢市）

22日（土） 湯沢雄勝広域市町村圏組合環境衛生施設職員採用２次試験（湯沢市）
23日（日） 由利昌司氏叙勲記念祝賀会（〃）

25日（火） 村総合教育会議（防災情報センター）

26日（水） 秋田さきがけ県南政経懇話会（横手市）
27日（木） 予算内示会（防災情報センター）

秋田県国民健康保険団体連合会功労者表彰・通常総会・理事会（秋田市）

2020.３ 広報 ひがしなるせ

５

新型コロナウィルス感染症について
新型コロナウイルス感染症が流行し、連日報道されていますが、過剰に心配することなく、一般的な感染
症対策に心がけましょう。なお、村では、2月27日（木）に「災害対策部」を設置し、情報収集等の対応にあ
たっております。

−日常生活で気をつけること−
・手

洗

い：外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんで手洗いをしましょう。

手洗いをすることができない場所では、アルコール消毒液で手指の消毒をおこないま

しょう。

・咳エチケット：咳やくしゃみが出るときは、ハンカチや衣服で口と鼻を押さえるようにしましょう。

手で押さえると、その手で触ったものにウィルスが付着し、ドアノブ等を介して感染す
る恐れがありますので気をつけてください。

◎基礎疾患がある方や、高齢者の方は、
できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、
より一層注意が必要です。
◎発熱等の風邪症状があるときは、無理をせず会社や学校を休みましょう。また、体温を計り記録をしてお
きましょう。

−次の３つの条件が重なる場所を避けましょう−
感染が確認された場に共通するのは次の３つです。
これらの条件が多く重なる場所を避けましょう。

３つの条件が揃う場所
が集団発生のリスクが
高い

−相談窓口−

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
□

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
□

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

※高齢者や基礎疾患のある方は、上記の状態が２日程度続く場合

あきた帰国者・接触者相談センター ２４時間対応

０１８−８６６−７０５０

※不安なこと、困ったことがある場合には民生課へご連絡ください。
（☎４７−３４０５）
６
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募

集

住宅リフォーム等促進事業補助金
子育て住宅リフォーム等促進事業補助金

交付申請の受付を行います。

■補助対象者

村では、令和２年度中に住宅をリフォームされる方に補助金を交付します。
昨年度から受付期間を設けて期間内に申し込みをされた方のみを対象としてい
ますので、住宅のリフォームの予定があり、下記条件を満たしている方は期間
内にお申し込み下さい。

次の要件を全て満たす方。
⑴東成瀬村に住民登録し、現に居住していること。
⑵工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、工事を行う住宅の所有者が、その住宅に居
住している者の親または子の場合は、その居住者を所有者と同等とみなす。
⑶本人及び同一世帯全員が村税等を完納していること。

■補助対象住宅

村内に建築されている一戸建ての住宅で、建築後１年以上経過したもの。
（併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となる。）

■補助対象工事

⑴工事に要する費用が50万円以上の工事。申請者の世帯に高校生以下の子どもがいる場合及び現在妊
娠している方がいる場合（いわゆる子育て世帯）は10万円以上の工事。
⑵村内に事業所を有し、村の法人村民税が課されている法人、または村内に住民登録している個人事業
主が施工するものであること。

■補助金の額

⑴補助対象工事に要する費用の10％に相当する額（子育て世帯は20％に相当する額）とする。ただ
し、補助金の額が20万円（子育て世帯は30万円）を越えるときは20万円（子育て世帯は30万円）
を限度とする。
⑵補助金の交付は１住宅につき１回限りとするが、過去に同補助金を受けてその額が上限に満たない場
合は、上限を満たすまでの金額を申請できる。

■補助金の交付申請

交付申請には、次の書類の提出が必要です。
①交付申請書（用紙は建設課にあります）
②工事内訳見積書の写し
③同居者構成内訳書（用紙は建設課にあります）
④申請者及び同一世帯員の納税証明書
⑤工事を行う住宅の位置図、工事図面及び工事着手前の写真

■その他 秋田県リフォーム推進事業（子育て世帯・移住定住世帯等条件あり）との併用も可能です。

申請受付期間

令和２年４月１日（水）〜

令和２年５月11日（月）
問 建設課

☎４７−３４０８
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住所異動

お引越しの際は、
住所の異動手続きを忘れずに！

■入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、住民票の異動の届出（転出届、転入届、転居
届等）が必要です。
◎他の市区町村に転出・転入される場合

◎村内で転居される場合

引越前の
市区町村

【転出前に】
転出届を提出して、
転出証明書を受け取る

引越先の
市区町村

【転入した日から 14 日以内に】
転出証明書を添えて、
転入届を提出する

役 場
民生課
【転居した日から14日以内に】
転居届を提出する

■住民票の住所の異動届は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手
続きです。

■異動の手続の際は、
◎マイナンバーの
「通知カード」

◎「マイナンバーカード
（個人番号カード）」

◎「住民基本台帳カード」

これらのカードの
住所変更届出も
お忘れなく！

民生課

国民健康保険

☎４７−３４０４

国民健康保険の
異動届けを忘れずに

３月から４月は、転入や転出、就職などに伴い、健康保険の異動も多い月です。
就職して国民健康保険から社会保険に加入した場合などには、健康保険の異動の手続きをする必要が
あります。この手続きを忘れていると、引き続き国保税が課税されてしまいます。
また、国保の資格を喪失してから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）を村に返していただくことになります。

異動があった日から14日以内に次により手続きをしてください。

１．場

所

２．必要なもの

役場民生課窓口（防災情報センター１階）

国保に加入する場合…社会保険の資格喪失証明書・印鑑

国保資格を喪失の場合…社会保険の資格取得証明書又は保険証・印鑑
民生課国保担当
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☎４７−３４０３

マイナンバー

個人番号カード（マイナンバーカード）
スマートフォンで申請ができます

１ スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
＜ポイント＞（本人確認書類の写真になります）

・申請の６ヶ月以内に撮影する
・正面を向いて撮影する

・帽子、サングラス等を付けない

・顔の周りに、椅子などの背景が映り込まないようにする

・加工した顔写真データの使用は不適当です。

２ 通知カードの下に付いている「交付申請書」のＱＲコードを読み込み、
申請用ＷＥＢサイトにアクセスします。

３ 画面にしたがって必要事項を入力し、送信します。

４ 登録したメールアドレスに申請完了のメールが届けば、完了！
○ご本人以外、ご家族のスマートフォンでも申請出来ます。

※個人番号通知カードを受け取った後に、住所の変更を行った方

通知カードの下に付いている交付申請書、申請書ＩＤ、ＱＲコードは使えません。
新しい住所を記載した交付申請書（申請書ＩＤ）を民生課でお渡しします。

（村外へ転出された方は、現在住所登録をしている市区町村窓口へお問い合わせください）

※交付申請書を紛失した方

交付申請書（申請書ＩＤ）を民生課でお渡しします。

運転免許証等本人確認書類をご持参のうえ民生課までお越しください。

※郵送での申請のしかたは広報１１月号を、個人番号カードの受け取り方法については１２月号をご
覧ください。

民生課

国民年金保険

個人番号カード担当

４７−３４０４

国民年金保険料学生納付特例
の申請について

学生納付特例制度により、平成31年度（令和元年度）に保険料納付を猶予されている方で、令和２
年度も引き続き在学予定の方へ、３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請
書を送付します。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和
２年度の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。）
なお、令和２年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成し
て送付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

大曲年金事務所

☎０１８７−６３−２２９６
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農

業

２年産米の栽培管理に向けて

３月５日（木）、地域交流センターゆるるんを会場
に「水稲種子の浸種・催芽講習会」を開催し、２年産
米の栽培管理方法や技術について再確認をしました。
今冬は、気温が高く、降水量は少ない状況となって
います。管理工程は温度管理がとても重要ですので、
次にご留意して管理を徹底してください。

〜農業総合指導センターより〜

１.浸種のポイント

①適水温は10〜15℃です。水温が10℃を下回ると、休眠が深まって発芽率
が低下したり、種子消毒剤の効果が不安定になることがあります。
②浸種開始から24時間、水温が10℃を下回らないよう適温を保ってください。
③適水温の維持が難しい場合、浸種開始時に15℃程度から始めるか、
浸種桶の周りを保温資材で覆うなど、適水温を保ってください。
④浸種の水量は、種子１kg 当たり3.5リットルとします。
⑤浸種期間は、水温10℃で８日程度、14℃で６日程度にします。
⑥種子消毒剤の薬効を確保するため、浸種開始から２日間、水の交換は行わず、その後は２〜３回程度の水交換
にします。
⑦種籾袋に種子を入れる際は、５kg 程度を目安にしてください。

２.催芽のポイント

①催芽開始時は、種籾袋の内部まで温度が均一になるよう、
必ず36℃〜40℃のお湯で湯通します。
②その後、30〜32℃で催芽を行います。
③催芽はハト胸程度にし、伸ばし過ぎに注意します。

駐在所から

春の全国交通安全運動の実施

〜子供と高齢者を交通事故から守ろう〜 《秋田県警察本部 交通企画課》

【運動期間】

4 月 6 日（ 月） から 4 月15 日（水） まで
交通事故死ゼロを目指す日 4 月10 日（金）

【運動の重点】★全国重点★

① 子供をはじめとする歩行者の安全の確保
② 高齢運転者等の安全運転の励行
③ 自転車の安全利用の推進

★地域重点（秋田県重点）★

〇 横断歩行者の交通事故防止

〜歩行者ファースト意識の醸成〜

歩行者と運転者がお互いに思いやり、横断歩道上の安全確認を徹底し、横断歩行

者の交通事故を防止しましょう。
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なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

夜間・早朝に特殊な車両が
国道３４２号を通行することがあります
早朝に回転灯を付けた先導車両が大型車両を引き連れて走行していて、
驚かれた方もいらっしゃると聞きました。
これは一定の大きさや重さをこえる車（特殊な車両）を通行させるときには、
道路管理者の許可を受けるように道路法で定められています。
この許可条件として特殊な車両の安全を確保するために、誘導車を配置し
交通量の少ない夜間・早朝に通行しなければなりません。
３月下旬から４月末までに分解した大型建設機械や資材の運搬で、特殊車
両が１００台程度、夜間・早朝の時間帯（２１時～翌朝６時）に国道３４２号を
通行しますが、安全第一で通行しますので住民の皆様のご理解をお願いい
たします。
このような車両が通行します

2020.３ 広報 ひがしなるせ
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学校 の と び ら
東成瀬小学校

お兄さん・お姉さん気分を十分に
味わうことができ，
満足そうでした。

夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

読書賞表彰
図書委員会

お店屋さん開店
保小交流会
保育園の
年長児と小
学校１・２年
生との交流
が、
２月１７
日に村民体
育館で行わ
れました。
２
年生が生活
科の時間を
使って
「お店屋さん」
の準備をして
くれました。今年のお店屋さんは，
お祭りの屋台のように楽しめる工
夫がたくさんありました。
１年生は，
年長さんと一緒にお店を回っては，
２年生から遊び方を教えてもらい，
交流を楽しみました。年長さん達が
とても喜んでくれたので，
小学生は

東成瀬中学校

本校では，
本に親しみ，
本をたくさ
ん読むための企画の一つとして，
読
書カードに読んだ本の題名の記録
を残すことを行っています。そして，
一年間でたくさん本を読み，
読書
カードに忘れずに記録した人たちが
図書委員会から表彰されました。
読んだ冊数が多い人から順に学
年毎にゴールド賞，
シルバー賞，
ブロ
ンズ賞をいただきました。低学年は
絵本などページ数の少ない本をた
くさん読み，
高学年はページ数の多
い本をじっくり読んでいることから
学年によって冊数の差異がありま
す。
しかし，
６年生でも５０冊以上読ん
でいることがこのデータから分かり
ます。
ゴールド賞
１年 佐々木陽平
２１０冊
２年 佐々木望花
１４７冊
３年 佐々木つぐみ
６２冊
４年 最上谷佳暖
５７冊

５年 佐々木のどか
９２冊
６年 髙橋 太一
１３３冊
シルバー賞
１年 平良 亮汰
１５２冊
２年 小枝 美月
１４３冊
３年 谷藤
湊
４１冊
４年 伊勢谷悠真
５０冊
５年 高橋 琉瑠
７１冊
６年 鈴木 皐世
５８冊
ブロンズ賞
１年 菊地 悠介
１２４冊
２年 菊地 真優
１３２冊
３年 谷藤 里菜
３４冊
４年 佐々木もも子
４５冊
５年 柳
賢弥
６３冊
６年 平良 優姫
５６冊
１８名の皆さんには，
図書館司書
の菊地さん手作りの
「ブックカバー
で作ったペーパーバック」
と図書委
員会作成の賞状が渡されました。
読書の質や量を高める企画のもう
一つとして，
読書賞の他に各学年毎
に
「必ず読んでほしい本，
１０冊」
を
選択し，
それをクリアした人の名前
を読破賞として図書室前に掲示し
ています。
春休み中も読書に親しんでほし
いと思います。

いて，話をしました。

生 き 生き東中生

「PTA親子講座」開催！
２月20日（木），学年末PTAで親
子講座「ｽﾏﾎ･ｹｰﾀｲ安全教室・人権教
室」
を開催しました。

さあ・シャベローゼ！
２月16日（日），村地域交流ｾﾝﾀｰ
「ゆるるん」で，第10回なるせ芸術
文化祭が開催され，２年生がｽﾃｰｼﾞ
発表に出演しました。

前半の「ｽﾏﾎ･ｹｰﾀｲ安全教室」で
は，NTTﾄﾞｺﾓのｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰが「SNS
で気をつけたいこと」
をわかりやす
く，事例を挙げながら話しました。
「自分や友達の情報を公開しない
こと」，
「姿の見えない人を信用しな
いこと」，
「ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞを活用して危険
から身を守ること」
などです。
後半の「人権教室」では，石川人
権擁護委員がいじめのない社会を
実現させるために大切なことにつ
12
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２年生は，国語の授業で学んだ
東成瀬の方言を，
ｶﾙﾀにして発表し
ました。また，方言を使った楽しい
寸劇も披露し，見ているお客様を
喜ばせました。

バイキング給食
２月21日（金），３年生を対象
に，
「卒業ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ給食」を実施しま
した。３月５日（木）に高校入試を
控え，少々緊張気味の３年生も食
べることの楽しさを味わい，楽し
い雰囲気で食事をすることができ
ました。給食ｾﾝﾀｰ職員の皆さん，あ
りがとうございました。

なるせ児童館

ボールあそび、楽しい！！

なるせっ子アスリートタイム

2月26日(水)、村民体育館でアスリートタイ

ムを行いました。

横手市サッカー協会の2名の方にきていただ

き、ボールを使っての運動やゲームなどで楽し

い時間を過ごしました。思いきり、身体を動か
してあそんだ子ども達は「楽しかった！」と満足
げな笑顔を見せてくれました。

昔ながらの味、あずきでっちを作ったよ！

虎の穴

おやつ作り教室

2月27日(木)、なるせ児童館多目的ルームで「おやつ作り教室」を行いました。

お山の大将の髙谷さんに指導していただき、東成瀬で昔から作られている「あずきでっち」作りに挑戦しまし

た。小豆と炊きたてのもち米を混ぜ、一人一人型に詰める作業を体験しました。
「小豆はとっても体にいいんだよ」
と教えてもらい、美味しそうに試食する子ども達でした。

おしらせ

なるせ児童館では、新型肺炎コロナウイル

ス感染予防対策として、児童および利用者の健康を最優先に

考え、
３月より特別措置による学童クラブの受け入れ、およ

び図書館の貸出、返却業務のみの利用となっております。そ
の他の事業やイベントについては、当面の間、延期または中

止の措置をとっており、館内の利用をすることもできません。
何卒、
ご理解ご協力のほど宜しくおねがいいたします。

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

今日は楽しい「ひな祭」
かわいいお内裏様・おひな様

食育教室の締めくくりは
「おやつづくり」

冬季避難訓練
「防災センターへ避難だ！」

積雪期の火災などの災害を想定
し、防災センターへの避難訓練を実
施しました。０〜５歳児全員が防寒
具をつけ、歩いたりだっこされたりし
ての移動を含めた訓練です。普段の
訓練以上に緊張感を持った行動が
できました。
（2月14日実施）

３日(火)、３月のお誕生会、そして
「ひな祭」を行いました。パネルシ
アターでひな祭の由来を勉強した後、
年齢に応じたゲームを楽しみ、
「ひ
なあられ」をもらって大喜びでした。
女の子のお祭ですので、４・５歳児
で記念撮影をしました。給食は「ひ
な祭特別メニュー」で、豪華な食事
にご満悦でした。

一年間、食事をとることの大切さ
や正しい食習慣を身につける活動を
おこなってきましたが、５歳児食育
教室の最終章は、
「自分で作ってみ
ること」です。全員分のおやつづく
りに挑戦しました。おいしそう！

ＮＨＫ秋田
「ニュースこまち」
（平日６時１０分〜）

「がんばれ！秋田っ子」
コーナーに
なるせ保育園児が登場します！
３月 23 日 ( 月 ) 〜 26 日 ( 木 )
四日間放送予定です。ご覧くだ
さい！
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新酒を味わう！！

−新酒まつり２０２０−

２月２１日（金）、ホテルブランにて「新酒まつり２０２０」が開催され
ました。
来場した方々は、日の丸醸造さん、両関酒造さん、秋田銘醸さんか
ら提供していただいた新酒と短角牛を使った料理を楽しみました。利
き酒大会や大抽選会なども行われ、大変盛り上がりました。

「新たなステージへ！」
（3.7 中学校卒業式）

留学生がスキー体験！
２月２２日
（土）
、
ジュネス栗駒スキー場に秋田大学の留学生２０名が
訪れ、「スキー体験ツアー」が行われました。参加者のほとんどが
初めてのスキーとのことでしたが、村スキークラブの方々の指導も
受けながら少しずつ上達し、一同楽しんでいるようでした。

〜延期のお知らせ〜
３月２６日（木）、地域交流
センター「ゆるるん」を会場に
公演予定でありました劇「青く
光る石のものがたり」につきま
しては、今般の新型コロナウイ
ルスの感染防止のため延期とさ
せていただきました。なお、今
後の日程等が決まりましたら広
報等でお知らせいたします。

村営塾が閉講しました

− 令和元年度地域学習教室 −

２月２２日（土）、昨年の８月から中学生を対象とし
て行われていた東成瀬村地域学習教室が終了しまし
た。参加人数は延べ３４３名でした。閉講式では、講
師の先生方から３年生へ「最後まであきらめずに頑張
ってください」などのお言葉をいただき、３年生の
佐々木彩乃さんから講師の先生へ「先生方から学ん
だことをこれからに生かして頑張りたい。今まであり
がとうございました。」というお礼の挨拶がありまし
た。東成瀬村の将来を担う東中生へより充実した学
習の場を提供するため、来年度も地域学習教室を開
催する予定です。
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ふるさと
への
便り

世界一の真円度を求めて･･モノづくりにロマンを感じ･･

小生60年を超える工場での
生活。私にとって工場は遊園地
である。
昭和18年、利根鉱山（群馬県利根郡白沢村：
現沼田市）の鉱山長は下田の伊勢谷喜一郎氏
でした。下田から20人ほどが社員として働いてい
た。利根鉱山から算出された磁鉄鉱は、矢作製
鉄（名古屋市）で製錬、
ゼロ戦の部品などが作ら
れていた。その頃、小学生だった小生は、ベルト掛
け旋盤でコマ作りなどして遊んだ。
昭和26年、東京葛飾の大東ディーゼル精器に
見習い機械工として入社、ゼロ戦づくりに携わっ
た技術者から、精密加工技術を徹底的に仕込ま
れた。夜は、三角関数や歯車の計算などの勉強。
ネジ切りなどが合った時には、それはうれしく、数
学はとても楽しいものであった。大東での８年間
は、モノづくり人生の基礎を身につけた時期で
あったといえる。
昭和34年、スイスタイプのＮＣ自動旋盤メー
カー・野村精機に入社。
ここで、高品位、高精度、
精密研削など質の高い、
ヨーロッパの工作機械
メーカーを視察する機会に恵まれる。
ドイツのトラ
ブ・
インデックス、
イギリスのジンスシプマン、
スイスの
ハウザー・ライスフアー・マーグ・スチューダー各社
は100年を超える歴史がある。それらのメーカー
は材料に３年間のシーズニング（慣らし）を施す
「哲学的なモノづくり」をしていた。
昭和56年、野村精機社長が設立した「ヤノッ

＜真円度の測定チャート＞真円に対して波線が
製品の研削面の凸凹を表す。スケール1目盛り
は0.2μﾒｰﾄﾙまさに0.06の究極のブレである。

ク」に技術開発部長として入社。モノづくりの原点
は現場にあると。
しかるに、休日であっても工場で
過ごすことが多く、工場は遊園地のようであった。
ヤノックで、
さらに、そのモノづくりのノウハウを着
実に身につけることができた。
ヤノックでのモノづくりとは？ それは、世界一
の真円度であり、究極の精度を求める「超硬精密
センタ」の追究である。超硬センタは主に円筒研
削盤で使われる、高精度の工作物に必要とされ
るデッドセンタのことである。デッドセンタの精度は
工作物の仕上がりに大きな影響を及ぼす。なぜ、
究極の精度を求めるのかというと、
それは「エコ」
に直結するからである。自動車エンジンやシャフ
ト、家電のモーターから新幹線の車輪等々。真円
度の精度、耐久性の高さが評価される所以は、
我々のような町工場が「モノづくり技術」を支えて
いるからだと自負する。
野村精機やヤノックでは、動作と時間、振動や
精密測定等の研究に努力を重ねた。昭和26年
から36年にかけ、機械技術にアイデアを積極的
に提案。円筒研削盤一級技能士、普通旋盤一級
技能士のほか、東京都技能検定委員と職業訓練
機械科指導員などの資格取得に結びついた。世
界一の真円度を追究する「超硬精密センタ」。同
社では、高精度グラインダーはスイスのスチュー
ダー社、真円度はイギリスのテーラーホブソン社、
ダイヤルゲージはカールマール社のミリメスを採用
と、
その製造工程に拘る。野村精機及びヤノック
での小生の提案プロポジションはすべて採用され
た。超硬精密センタの真円度世界一を求めて。飽
くなき追究こそ「モノづくり」のロマンと。
伊勢谷 孝男

超硬精密センタ
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仙人 郷版
「消防庁舎」が移転します！
湯沢雄勝広域市町村圏組合の
「消防庁舎」と「組合事務局」
は、３月２３日（月）に新しい
消防庁舎（湯沢市表町三丁目３
番１４号）へ移転します。
なお、各連絡先は次のとおり
です。
■消防本部
T E L :７３−３１５２
FAX:７３−０７３４
■消防署
T E L :７３−３１５１
FAX:７２−３２３６
■組合事務局
T E L :７３−９６９１
FAX:７２−３８２１

③全国母子寡婦福祉団体協議会
加盟団体の役員、及び入会を
希望する方の子ども（生徒）
④会員登録、または入会を希望
する団体代表者の推薦を受け
ることができる生徒（福島
県、高知県は全母子協にて会
員登録可能）
⑤保護者・保護者などの扶養家
族を基準として、世帯一人あ
たりの平均収入額（平成31
年(2019年)）が100万円以
上の場合
⑥平成31年(2019年)度（前学
年）の学校出席率が80%未
満の場合
⑦兄弟姉妹による複数の申請が
あった場合の年少者（1世帯
1名の申請）
東成瀬村母子寡婦福祉会
（東成瀬村社会福祉協議会内）
☎４７−２７００

特設人権相談所を開設します

南側から見た新消防庁舎

湯沢雄勝広域市町村圏組合
総務財政課消防庁庁舎建設室
☎７３−９６９１

夢を応援基金「ひとり親家庭支援
奨学金制度」給付型奨学金募集
本奨学金の選考は毎年度実施
され、給付額は月額３万円で高
等専門学校など３年生まで支給
され、返還は不要です。
■申請資格
①ひとり親世帯（母子家庭等）
であり就学に関して経済的に
困難な生徒
②夢を実現するための意欲があ
り、社会への貢献を希望して
いる品行方正な生徒

16

広報

ひがしなるせ 2020.３

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 ４月１０日（金）
４月２３日（木）
１０：00〜１５：00
■場所 湯沢生涯学習センター
大曲人権擁護委員協議会
湯沢部会
☎０１８３−４３−２０８１

公共職業訓練実施
求職者を対象とする令和２年
度アビリティーコース及びデュ
アルコース６月期生の募集を下
記のとおり行っております。
■訓練期間
６月２日（火）〜11月27日
（金）

■訓 練 科（定員）
テクニカルオペレーション科
（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）
■募集期間
３月３０日（月）〜４月２３
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。
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

協会けんぽの保険料率が
変わります
協会けんぽは、主に中小企業

の従業員とそのご家族の皆さま
が加入する健康保険です。

秋田支部の健康保険率は、令

和２年４月納付分から10.25%
（現行10.14%）へ引上げとな
ります。

また、４０歳から６４歳まで

の方に対する介護保険率は全国

一律1.79%（現行1.73%）へ
と引上げとなります。

皆さまの医療費に基づいて算

出される保険料率は、皆さまの
健康への取組みによって抑える
ことができます。まずは、病気
の予防や健康保持のために年1
回の検診を必ずお受けくださ
い。

全国観光保険協会秋田支部

☎０１８−８８３−１８４１

２０２０年度労働基準監督官
採用試験のお知らせ
■受験資格
１．平成２年４月２日〜平成１
１年４月１日生まれの者
２．平成１１年４月２日以降生
まれの者で次に掲げる者
（１）大学を卒業した者及び２
０２１（令和３）年までに
大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる
者と同等の資格があると認
める者
■採用予定者数
労働基準監督Ａ（法文系）約
１８５名
労働基準監督Ｂ（理工系）約
４５名
○第一次試験
■日
時 ６月７日（日）
９：３５〜１８：０５
■場
所
秋田大学一般教育２号館（予定）
■申込期間
３月２７日（金）〜４月８日
（水）
※申込みはインターネットによ
り行ってください。
秋田労働局総務課
☎０１８−８６２−６６８１

2020年度国家公務員
「国税専門官採用試験」
（大卒程度）
仙台国税局では、バイタリ

和3年3月までに大学を卒
業する見込みの者

(2)人事院が(1)に掲げる者と
者

■受験申込受付期間

インターネット申込とする
NAVI

②平成11年4月2日以降生まれ
の者で次に掲げる者

上野村

（２回目）
人口：1,158人

（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html)
■第1次試験日

【村へのボランティア】

６月７日（日）

・団体＝なるせ防犯ボランティア
の皆様

仙台国税局人事第二課

【広報送付謝礼】

☎０２２−２６３−１１１１

・佐々木

人事院東北事務局

☎０２２−２２１−２０２２

「確かな未来」
が会社を変える。
中退共で退職金。
「中退共」は中小企業が加入

しやすい国の退職金制度です。
①国の制度だから安全・安心！

さらに掛金の一部を国が助
成します。

②社外積立で楽々管理！
管理や運用の手間がかかり
ません。

（独）勤労者退職金共済機

☎０３−６９０７−１２３４

勇治様（北海道江別市）

４月の心の健康相談日
開催日 ４月13日（月）
４月27日（月）
時 間 9：30〜11：30
場 所 東成瀬村国保診療所
相談室
担 当 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

４月７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

広報２月号記事の訂正とお詫び

■受験資格

年4月1日生まれの者

群馬県

※詳しくは、笹川スポーツ財団ホ
ームページをご覧下さい。
http://www.ssf.or.jp

国家公務員試験採用情報

シャリストです。

①平成2年4月2日から平成11

（13回目）
人口：2,515人

■受験申込方法

構中小企業退職金共済事業本部

や指導などを行う税務のスペ

東成瀬村 VS

（水）

等において、調査・徴収・検査

える重要な仕事を担い、税務署

秋田県

３月２７日（金）〜４月８日

国税専門官は、国の財政を支

集しています。

５月27日（水）開催！
対戦相手が決定しました。

同等の資格があると認める

③掛金は全額非課税でお得！
印税に加え、手数料もかか
りません。

ティーあふれる国税専門官を募

チャレンジデー
2020

(1)大学を卒業した者及び令

広報２月号の１８ページ
「慶弔」
の記事中、氏名に誤りがありま

した。次のとおり訂正し、深くお詫び申し上げます。
（誤）鈴

木 ヱミ子

様

→ （正）鈴

木 ミヱ子

様
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ル

イド
ア
の
家
が
我

鈴木

よしき

佳樹

ちゃん

平成30年５月18日生
手倉／隼人・千春さん

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

２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〕
やんちゃで可愛いよしき☆
いつもみんなを笑わせてくれてありがとう！
これからも姉ちゃんたちと仲良く！元気にすくすく育ってね☆
（お父さん・お母さんより）

〜平成30年9月27日より無事故521日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 1397日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
294日
〜令和元年5月12日より〜

第６回東成瀬村写真コンクール（景観部門）

慶弔（敬称略）
◆お誕生おめでとう
伊勢谷

あや

絢

と

斗

◆おしあわせに
佐々木 祐 哉
沙生子

（

祐貴

男 愛美 下田
手倉
横手市

◆ごめいふくをお祈りします

【優秀賞】 「山里の朝景」

撮影者
広報

石

川

勘左衛門（秋田県湯沢市）

令和２年３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.656 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp
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髙

橋

タマノ（92）入道

髙

橋

正

雄（92）下田

佐々木

久

雄（86）幸寿苑

谷

藤

房

男（91）岩井川

谷

藤

光

雄（90）岩井川

村の人口と世帯
●人

口

男 1,223人 (− 5)
女 1,279人 (− 5)
計 2,502人 (−10)
●世帯数 904戸 (+ 2)
●出生 １人〔８人〕●死亡 ５人〔49人〕
●転入 １人〔71人〕●転出 ７人〔74人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

