「学校さいこー！」
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東成瀬村がLINEを始めました！

アカウント名： 東成瀬村

ID： higashinaruse

新型コロナウイルス感染症
引き続き、感染症予防に取り組みましょう
秋田県の緊急事態宣言は解除となりましたが、

家庭・学校・職場等で「新しい生活様式」を取り
入れ、感染拡大予防にご協力いただきますようお
願いします。

新型コロナウイルス感染症に
係る村民相談窓口
感染予防、健康管理を除く

生活の相談をお受けします。
電話 47-3401
８時間30分〜17時15分

役場総務課内

時間

新しい生活様式の実践例

一人ひとりの基本的感染対策
感染防止３つの基本：①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い
● 人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける
● 遊びに行く場合は、屋内より屋外を選ぶ

● 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける

● 外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用

● 家に帰ったらまず手や顔を洗う、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる
● 手洗いは30秒程かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）

日常生活の各場面別の生活様式
買い物

食事

● 計画をたてて素早く済ます

● 大皿は避けて、料理は個々に

● 通販も利用

● 持ち帰りや出前、デリバリーも

● レジに並ぶときは、前後にスペース

● 対面ではなく、横並びで座ろう

あきた帰国者・接触者相談センター（コールセンター）
24

時

間

対

応

９時〜21時（毎日対応）

９時〜17時（毎日対応）

☎０１８-８６６-７０５０ ☎０５７０-０１１-５６７ ☎０１８-８９５-９１７６
●息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある場合

相談の目安 ●高齢者や基礎疾患がある方など重症化しやすい人で発熱やせきなど比較的軽いかぜ症状がある場合
●上記以外の方で、発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状が続く場合
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ふるさとの感染症予防に！

首都圏なるせ会後藤副会長がマスク����枚寄贈
滝ノ沢出身で首都圏なるせ会（会長：冨田秋雄）の副会長を

担う後藤健司さんからマスク２０００枚が寄贈されました。

マスクは４月２０日と５月１２日に１０００枚ずつ２回に分

けて寄贈され、
１０００枚は既に福祉施設へ配布しております。
新型コロナウイルス感染症により全国的にマスクが不足して

いる中、大変ありがとうございました。

特別定額給付金 に関するお知らせ

給付金 のサギに注意 !!
（詐欺）

絶対に教えない！渡さない！
●暗証番号
●口座番号

●通帳
●マイナンバー
●キャッシュカード

市区町村や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません
現金自動預払機（ ATM）の操作 をお願いすること
受給にあたり、手数料の振込み を求めること
メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを
求めること
「怪しいな？」と思ったら遠慮なくご相談ください
消費者ホットライン
（局番なしの３桁）

188

新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン

0120-213-188

総務省 給付金

お住まいの市区町村
お近くの警察署
警察相談
専用電話

#9110
東成瀬役場

令和２年５月

2020.５ 広報
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「固定資産税納税通知書」をお届けしています。
令和２年度固定資産税の「納税通知書」と「課税明細書」を郵送しています。
課税明細書には資産の評価額や所在地などを記載していますので、所有資産の確認等
にご利用ください。
固定資産税の納期限は、第１期（５月末）から第４期（11月末）までの計４回です。

＜口座振替を希望される場合＞

対象金融機関に「口座振替依頼書」を提出して

対象金融機関

こまち農業協同組合
ゆうちょ銀行
秋田銀行 北都銀行

口座振替依頼
書提出先

こまち農業協同組合東成瀬支店
東成瀬村郵便局
秋田銀行増田支店
北都銀行増田支店

ください。依頼用紙は税務課にあります。
※ゆうちょ銀行口座をご希望の場合は、独自の依
頼用紙が郵便局にあります。

＜納税義務者が亡くなられた場合＞

「相続人代表者届出」を税務課に提出してください。用紙は税務課にあります。

軽自動車税の減免について
◎身体障がい者の方などが所有する軽自動車について、
一定の条件によって軽自動車税が減免されます。
対

象

①障がい者本人が所有する軽自動車
②18歳未満の障がい者の方と生計を
一にする方が所有する軽自動車

申請手続きに必要なもの

①軽自動車税減免申請書（税務課窓口
にあります。また、昨年度申請者に

申請期限

６月１日（月）

申請場所

役場税務課

※減免できる台数は、普通自動車などを含めて
１人１台です。

は納付書に同封しています。）

税務課

②印鑑
③運転免許証
④自動車検査証
⑤納税通知書または納付書
⑥身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳

軽自動車税、固定資産税
第１期の納期限は
６月１日（月）です。

⑦マイナンバーカードまたは通知カー
ド及び本人確認書類（保険証等）

令和２年４月

村長の動き

１日（水） 秋田県町村会用務（秋田市）
秋田県信用保証協会理事会（〃）
20日（月） 成瀬ダム水道利水対策協議会（応接室）
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４７−３４１０

村補助金

受付開始！

ご活用下さい！

ふるさと定住奨励金

奨学金を返還されている村在住の方へ奨励金を交付します

令和元年度に奨学金の返還をした方で、１年以上村に居住し、申請時に現に居住している方。

対象者

ただし次のいずれかに該当する方は対象者となりません。
①本人又は同居家族の村税等を滞納している方
②奨学金の返還金に滞納のある方
③その他村長が交付対象者として不適当と認めた者

交付額

申請に
必要な
物

令和元年度に返還された奨学金返還金３分の１
ただし、繰上返還により奨学金を返済した場合は、返還開始時に設定した返済の年数ごとに
交付します。
①交付申請書（役場企画課でお渡しします。）
②申請者の住民票
③申請者及び世帯員全員の納税証明書（令和元年度分）
④印鑑、振込口座

移住定住奨励金

村への移住定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図る
ため、村に移住定住する方に「移住定住奨励金」を交付します。

①Ｕターン者・Ｉターン者

対象者

②平成26年４月１日以降に住民登録を行い、登録日から１年以上村に移住している方
③下記に該当しない方。
・本人又は同居家族の村税等を滞納している。
・転勤等で一時的に住民登録を行った。
・公務員としての就職による住民登録を行った。
・福祉施設等への入所を目的に住民登録を行った。
・勉学のため転出し、勉学の終了により再び住民登録をした。

交付額

申請に
必要な
物

対象者１人あたり５万円の商品券を交付します。

①交付申請書（役場企画課でお渡しします。）
②申請者の住民票
③申請者及び世帯員全員の納税証明書（令和元年度分）
④印鑑
企画課

４７−３４０２
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国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
●令和２年4月分から令和３年3月分までの国民年金保険料は、月額16,540円です。

●保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで
納めることができます。

●また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあ
ります。

●日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、文
書、訪問により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。

●未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がな
い場合は、延滞金が課されるだけでなく、※納付義務のある方の財産が差し押さえられることがあ
りますので、早めの納付をお願いします。

●所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度がありますので、
役場民生課へご相談ください。

※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う方は配偶者及び世帯主になります。

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！
日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っ

ています。

お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。

◆予約相談希望日の１カ月前〜前日まで受付可能です。

◆お申し込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書）をご用意ください。
ご予約の際は、全国共通の予約専用受付電話「０５７０−０５−４８９０」
または大曲年金事務所へお電話ください。

検

大曲年金事務所 ☎０１８７−６３−２２９６
民生課 ☎４７−３４０４

診

①総合検診会場と受付時間の変更について

新型コロナウイルス感染症予防のため、６月25日の入道地区対象の総合検診会場と受付時間を次のとおり
変更とします。
変更前
会
場
受付時間

青少年山の家
午前7:30〜8:30

変更後
会
場
受付時間

地域交流センターゆるるん
午前7:30〜9:30

②受付方法の変更について

受診者が集中しないように、30分間隔で受付時間を個別に指定させていただきます。
検診を申し込まれている方には、再度案内をしますので、ご確認をお願いします。

③受診時に気をつけていただきたいこと

マスク着用をお願いします。風邪症状等がある方は、受診を控えてください。
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印鑑登録

住基カードの期限切れにご注意ください！
住基カードの有効期限が切れると…

印鑑登録証が使えなくなります！

今後も印鑑登録が必要な場合は、

①個人番号カードを申請するか、②印鑑を登録し直す必要
があります。

①個人番号カード（マイナンバーカード）
の申請方法
１．個人番号通知カード（緑色の紙のカード）中央部の申請
書を切り取ります。
２．住所等の記載内容に間違いや変更がないか確認します。
（現状と異なる方は、民生課で申請書をお渡ししますの
で、下記お問い合せ先までご連絡ください）
３．申請日、氏名、電話番号を記入し、認め印を押印します。
４．６ヶ月以内に撮影した顔写真（縦４.５㎝×横３.５㎝）
の裏面に氏名、生年月日を記入し、申請書に貼付します。
５．封筒に入れ、下記住所に送ります。
〒２１９−８６５０
日本郵便株式会社

川崎東郵便局

地方公共団体システム機構

村で発行した顔写真付きのカード

郵便私書箱第２号

個人番号カード交付申請書受付センター
※申請から１〜２ヶ月後、民生課から交付の通知をお送りします。交付は防災情
報センター１階（民生課）にて行います。申請者ご本人の来庁をお願いします。

※スマートフォンによる申請を行うことで、郵送に係る日数を省くことができる
ため、
カード作成の所要日数を短縮することができます。広報３月号にスマー

トフォンによる申請方法を掲載しておりますので、お急ぎの場合はこちらをご
確認ください。

②印鑑を登録し直す場合
○登録者ご本人が来庁してください。

※代理人による申請の場合、本人からの委任状が必要になるほか、本人宛の照会書への回答が必要になるため、
即日での登録はできません。

○本人確認書類 下記の（１）又は（２）を持参
（１）写真付きの身分証明書１点（運転転免許証、住基カード、個人番号カード、障害者手帳等）
（２）写真の無い証明書２点以上（健康保険証、介護保険証、年金証書等から２点以上が必要となります）
○登録する印鑑を持参（以前とは別の印鑑でも可）
住基カードの期限間近の方へは、別途通知をお送りします。有効期限のご確認をお願いします。
民生課

４７−３４０４
2020.５ 広報

７

児童福祉

児童手当現況届の提出をお願いします
◎所得制限

児童手当を受給している方は、
毎年６月１日現在の
状況を届け出る必要があります。
今月末にお届けする
「現況届」
に必要事項を記入し、

《所得制限限度額》

（万円）

扶養親族等の数

所得制限限度額

０人

６２２．０

８３３．３

１人

６６０．０

８７５．６

２人

６９８．０

９１７．８

②受給者本人の健康保険被保険者証の写し

３人

７３６．０

９６０．０

③別居看護申立書および児童の住民票
（世帯主

４人

７７４．０

１,００２．１

５人

８１２．０

１,０４２．１

下記の書類を添付のうえ、
６月２３日
（火）
まで に役場
民生課へ提出してくださるようお願いします。

◎提出書類

①現況届
（必要事項を確認し、
押印したもの）

との続柄が記載されたもの）
※児童が他市町村に住まわれている場合
（用紙は民生課窓口にあります）

収入額の目安

※収入額の目安は給与収入のみで計算しています。平成

④前住所地の市区町村が発行した令和２年度

24年６月分の手当より所得制限が導入されています。
所得制限限度額を越える場合の手当額は支給対象児童

（令和元年度分）
所得証明書
（児童手当用）

１人につき月額5,000円です。

※令和２年１月１日以降に村へ転入された方

健康づくり

ひと工夫でたんぱく質を意識した食事に！毎食たんぱく質摂っていますか？
現在、外出自粛や人と人との接触を減らす
よう日常生活を制限されています。外出や体

たんぱく質を多く含む食品
肉、魚、卵、大豆・大豆製品、牛乳・乳製品

を動かす機会が減ると、空腹を感じにくくな
り、簡単な食事（めん類、パン類）になりが
ちです。ごはんや野菜ももちろん大切ですが、
意識して摂ってもらいたいのがたんぱく質で
す。
なぜたんぱく質を摂らないといけないの?
たんぱく質は、筋肉や皮膚など体をつくる
もとになり、免疫力（病気とたたかう力）が
正常に働くためにも必要です。体内のたんぱ

朝ごはん

ごはん、わかめのみそ汁、青菜のお浸し、漬け物
たんぱく質を意識した食事にすると…

ごはん、豆腐とわかめのみそ汁、目玉焼き、青菜の浸し、牛乳
豆腐は大豆製品！

または焼き魚や納豆など！

コップ1杯が目安！

く質は毎日消費しているため、毎日の食事か
らたんぱく質を摂る必要があります。
まずは、毎日の食事の中にたんぱく質を意
識して摂れているか、偏っていないか見直し
て見ましょう！

昼ごはん

山菜うどん、果物
たんぱく質を意識した食事にすると…

五目うどん、果物のヨーグルトかけ
野菜だけでなく卵や
肉、魚介類などを入れる！
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小鉢で一杯位が目安！

農

業

稲の育苗管理（後半）から本田初期の水管理ポイント
●育苗後半の管理ポイント●
適切な温度管理を！
〇こまめな管理を心がけ、過度の低温・高温や急
激な温度変化を避けましょう。

たっぷりかん水で、回数はできるだけ少なく！
〇かん水は朝方に充分にかけ、回数はできるだけ
少なくします。夕方のかん水は、箱内温度を下
げるので行わないようにします。

カビなどの発生に注意！
〇長時間の被覆や床土の過乾・過湿を避けましょ
う。

●田植のポイント●

〇田植は、15℃以上の温暖な日とし、日中の最
高気温20℃以上の日が望ましい。

〇最高気温15℃未満の場合や強風時は、田植を
見合わせる。

〇補植は早期に実施し、余り苗はいもち病の感染
源になるため直ちに土中に埋没処理する。

〇田植が大幅に遅延すると茎数の確保が困難にな
るため、田植の遅延が想定される場合は、70
株／坪以上を基本とし、あらかじめ苗を多めに

●本田初期の水管理●

準備して密植に備える。

移植後〜活着
〇田植直後は、できるだけ水温上昇につとめ活着
促進を図る。
〇水深は４ｃｍ程度とし保温効果を高めるため、
湛水状態を保つ。

活着後の分げつ促進
〇活着したら（４〜５日で活着）やや浅水にして
分げつ促進を図る。
〇入水はできるだけ早期に短時間で行う。
〇カナや表層剥離が多く発生している圃場では、
雨の日に水の入れ替えを行う。
〇低温や強風時は、やや深水（５〜６ｃｍ程度）
にする。

農林課

☎４７−３４０６
2020.５ 広報
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ふる里館から

流行病を村にいれない「鹿嶋さま」

新型コロナウイルスの流行で心配な日々が続い
ていますが、皆さんの家の近くの道ばたに「鹿嶋
大神（かしまのおおかみ）」という小さな石碑を
見かけたことはありませんか？
科学的、医学的に知識がなかった江戸時代の
人びとは、集落の出入り口に特別な霊力と神が宿
るとされる稲わらで作った大きな人形の鹿嶋さ
まを建て、道路を横断するしめ縄を上空に張って
悪霊や疫病が入り込むのを防ぎ、家内安全と五穀
豊穣も祈りました。
時代が明治になると、村はずれの「鹿嶋さま」
「鍾馗（しょうき）さま」
「人形（にんぎょ）さま」
「仁王（におう）さま」などと呼ばれる大きなわら
人形を飾ることが禁止されます〔明治６（１８７
３）年秋田県布令〕。大きなわら人形が禁止され
ると「鹿嶋大神」と刻んだ小さな石の塔を建てて

信仰しました。道路の拡張工事など元の場所から移
された石碑もありますが、田子内、平良、岩井川、真
戸、入道、手倉、大柳、谷地、天江、草の台、菅の台
に残っています。天江には村で唯一の石作りの人形
も建っています。
「鹿嶋大神」の小さな石碑を拝んで新型コロナウ
イルスの感染が妨げる訳ではありませんが、手洗い
うがいなどをしながら天然痘などの流行病（はやり
やまい）を恐れた昔の人たちの神にもすがる想いを
考えてみてはいかがでしょうか。

採用試験

駐在所から

採用試験申込受付開始!!

警察官Ａ・女性警察官Ａ・警察事務（大卒程度）
警察官Ａ・女性警察官Ａ・警察事務（大卒程度）採用試験の申込
受付が始まっています。

人の役に立つ仕事がしたい、秋田県のために働きたい

みんなで秋田の
安全を守ろう!!

と考えている方は、ぜひ、お申し込みをお願いします。

試験の区分

申込期間

警察官Ａ
女性警察官Ａ

５月12日（火）
〜
６月 ５日（金）

７月11日（土）
〜
12日（日）

警察事務

５月12日（火）
〜
６月29日（金）

６月28日（日）

（大学卒業・卒業見込み）

（大学卒業程度）

第一次試験日

警察官Ａは７月にも
募集があるよ

※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。

秋田県警察本部 警務課 人事・採用係
採用フリーダイヤル 012 0 - 8 6 3 314
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なるせダムニュース
◆成瀬ダム情報◆

成瀬ダム工事事務所

～展望台を点検しました～

●GW前に「安全利用点検」を行いました●

令
毎年、東北地方整備局では各河川に関する安全施設を点検しています。
成瀬ダムの場合、積雪により４月の点検は困難ですが、今年は例年に比べ
雪が少なく、点検が可能でした。
以下、点検状況をお知らせします。

◆雪で柵がまがったので、立入禁止をしました。

■今後の予定
雪解け後に壊れた柵は直します。危ないので近づかないようにしてください。
また、展望台は利用可能ですが、仮設トイレはコロナ感染防止拡大のため、使用中止です。
しばらくご不便をおかけしますのでご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

●成瀬ダムにおける新型コロナウィルス感染症対策について●
成瀬ダム工事事務所としては、国の「新型コロナウィルス感染症対策の
基本的対処方針」に基づき、各工事会社に指導しており、各工事会社にお
いても新型コロナウィルス感染症対策を実施し、感染の拡大防止に努めて
おります。
実施している対策
・成瀬ダム建設現場に入る予定（新規、再入場）の方については、
県内入りする前２週間の体調管理（体温測定、症状）の実施
・海外渡航歴、現場までの移動経路、家族や会社など周囲の感染の
有無の確認
・現場入り以降は、毎日の体調確認（体温測定、症状）
・不要不急の外出を自粛する等を実施
・現場事務所、現場宿舎の共用部分（ドアノブ、階段手摺）を定期的
に消毒、アルコール消毒液による手洗い
・TV会議の活用等
今後も、新型コロナウィルス感染拡大の防止に取り組んで参りますので、
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2020.５ 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

参観授業は，
はりきって
今 年 度 ，本
村に赴任して
きた先生に本
村の授業スタ
イルと学びの
様子を見ていただくために，
４月９日
(木)６年生算数の参観授業を行いま
した。小学校だけでなく，
中学校から
も先生方が見に来てくださり，
６年生
の子どもたちは張り切って授業に臨
んでいました。感染症対策でマスク着
用でしたが，
学び合いもしっかり行い
全員が「分かった」
「 できた」
を味わう
ことができました。

教室の書面掲示紹介

学 校に来たとき，
「 学 校に来てよ
かったな」
「 みんなと一緒に勉強し
たいな」
と思えるように教室環境を
整えました。
＜１年生＞

＜６年生＞

＜２年生＞

＜やまゆり＞
＜３年生＞

＜４年生＞

先が見通せず，
心配なこともあ
るのですが，
それぞれの学年スロ
ーガンに向かって，
一丸となってが
んばる令和２年度にしていきたいと
思います。

の単元に沿った動詞の過去形のお
さらいなどが盛り込まれています。
中学校の保護者には一斉配信で通
知しましたが，村の会員制交流サ
イトでも紹介されています。ぜひご
覧になってください。

２ 生徒にどのような課題を設定
すればよいのか考えさせること。

始業式から８日間の登校後，
新型コ
ロナウイルス感染症対策として，
４月１
７日〜５月６日まで学校休校となりま
した。その間，
学校では，
子どもたちが

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

英語の授業を楽しく！
新型コロナウイルス感染拡大を
防ぐため，先月 16 日から今月６日ま
で，学校は休校措置を執りました。
こ
の間，自宅での学習を余儀なくされ
ている生徒たちのために，本村外国
語指導助手（ＡＬ
Ｔ）のスージー先生
とイタン先生が英語の授業動画を
作成し，
ＳＮＳで公開しました。

動画は３〜１０分程度の内容。英
単語や会話文をＡＬＴが話し，見て
いる生徒に発話してもらう形式で
進められ，英語のクイズや教科書
12
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＜５年生＞

未来につなげよう！
７日（木），大 沼 一 義 校 長 先 生
を講師に，「生き方講座Ⅰ
（総合的
な学習の時間ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）」を開講
しました。演題は「未来につなが
る今をより良く生きよう」。

この講座のねらいは２点。
１ 生徒一人一人に自分自身の将
来や生き方について考えさせる
こと。

生徒の感想は次の通りです。
・校長先生の話を聞いて，「時代
は変わっていくんだなあ」と思
いました。この変化に乗り遅れ
ないようにしたいです。
・「予測困難な時代」を生きるとい
うことは大変なことです。
しかし，
そのために必要な力を付けてい
きたいです。
・明確な答えがない（正解がない）
問題を考えることは，とても難し
いことですが，これからの時代に
はその力が求められると思いま
した。

なるせ児童館

児童館に子どもたちの声戻る
−早くもとの生活にもどりたい−

ゴールデンウィークが明け、小学校の授業が再開されると
同時に、児童館にもたくさんの子どもたちの声が戻ってきま
した。しかしながら、コロナウィルス対策は継続中です。館
ではコロナウィルス対策として次のようなことを実践しています。
館に入る前の消毒、検温、お茶を飲む。
活動では、マスクの着用、手洗いの指導、席を離れて座る、
一人遊びの工夫、部屋の換気。
３密を避けるための集会
（全員を集めてのおはなし会など）
等です。
子どもたちを満足させる十分な活動はまだできませんが、
ルール作りをきちんとして子どもたちが健康に過ごせるよう
に努めています。早く元の生活に戻ることを祈るばかりです。

なるせ保育園

お外はとっても楽しいな

新型コロナウイルス対策
ご協力ありがとうございます

自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

新入児を迎える会
４月新規に１名入園

４月９日（木）、新入児を迎える会
を行いました。４月の新規入園が１
名、昨年度の途中入園が９名、計１０
名の園児の入園を祝いました。みん
な元気に参加してくれました。節目
となる会を終えて、本格的な保育園
生活がスタートしました。

天気のいい日は、やっぱり外がい
いですね。みんな楽しそうです。
そして、一つ進 級した子ども達、
ぐっと自覚が芽生え、成長が感じら
れます。

なるせ保育園では新型コロナウ
イルス感染症対策として、各種対
応を今後も続けます。
保護者及び来園者の皆様には今
後もご協力をお願いします。
まずは玄関先での対応として、
・手指アルコール消毒をして下
さい。
・マスクをして下さい。
・園児の受け渡しは玄関先で。
・備え付けタオルによる靴底の
消毒。
よろしくお願いします。

2020.５ 広報
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Topics

３密避け、
「人権の花」植栽！
−５／１１中学校「人権の花」植栽−
５月１１日（月）、中学校前駐車場において、中学校生徒１・２年生が
「人権の花」を植栽しました。
例年であれば、人権擁護委員の方をお招きして、
「人権」について講話
をいただいておりますが、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、植
栽のみの活動になりました。生徒達は、互いに協力しながら十分な距離
をとって、相手を思いやりながら植栽しているようでした。

「先生も遊ぼ！」
（５.８ 保育園外遊び）

直売所がオープンしました！
５月９日
（土）
に
「滝ノ沢物産直売所」
がオープ
ンしました。
また、
５月２２日
（金）
に
「夢・なるせ直売所」
が
オープンします。今年は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、当面の間は飲食コー
ナーは休止となります
直売所では、村ならでは多くの物産を販売し
ており、野菜・山菜は新鮮で安心安全です。
ぜひ、
お立ち寄りください！

滝ノ沢物産直売所

夢・なるせ直売所

６月は『土砂災害防止月間』です
これからの季節、梅雨期に入り集中豪雨などによる土砂災害が多くなる時期になります。土砂
災害から身を守るためにも、普段から家のまわりの危険箇所を確認し、災害に備えましょう。
●気象情報に注意
「雨が続いているな」
と思ったら、
テレ
ビ、ラジオなどで、気象情報や土砂災
害警戒情報に注意しましょう。

●避難場所などを確認
もしものときに備え、避難経路や避難場所を
家族で確認しておきましょう。危険を感じたら
早めに「避難」することが大切です。

●こんな前ぶれに注意
○がけ崩れの兆候
・がけからの水がにごる
・がけに亀裂が入る
・小石が落ちてくる

○地すべりの兆候
・地面にひび割れができる
・井戸や沢の水がにごる
・斜面から水がふき出す

○土石流の兆候
・山鳴りがする
・雨が降り続いているのに川の水位が下がる
・川がにごったり、流木が流れる

「土砂災害危険箇所」は、県建設部河川砂防課のホームページで確認できます。
▶http://www.higashinaruse.com/?page̲id=10548
▶http://sabomap.pref.akita.lg.jp/
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【問い合わせ】
秋田県雄勝地域振興局建設部 保全・環境課
東成瀬村民生課 ０１８２−４７−３４０３

０１８３−７３−６１６８

Topics

ふるさと
への
便り

心折れずに

昨年暮れ、中国の湖北省武
漢市から原因不明の肺炎患者
が初めて報告される。今年に
入ると１月中頃には、武漢市
から帰国の男性から武漢市報告と同型のウ
イルス（新型コロナウイルス）が検出され
たと発表された。さらに、武漢市からのツ
アー客を乗せたというバス運転士が、新型
コロナウイルスに感染しているとの発表。
感染拡大を暗示するかの報道ではあった
が、まさかここまで、世界を感染の脅威に
巻き込むとは。この時どれだけの人がこの
状況を予測できたであろうか。WHOが新型
コロナウイルスを「パンデミック」と認識
するのに約ひと月かかっている。
過去の「パンデミック」を調べてみる。
世界人口の３分の１、約５億人が感染、死
亡者数は4000万人とも5000万人とも言わ
れるスペイン風邪。その脅威は文献でしか
知り得ることができないが。今、新たな
「パンデミック」・新型コロナウイルス
（COVID-19）の脅威と現実に向かい合っ
ている。

３月早々の小中高等一斉休校要請。幼稚
園「年少組」の孫も休園となり、遊びが幼
稚園から自宅周辺になった。自転車の補助
輪が取れた孫はとにかく外で遊びたがる。
外から子どもたちの声が聞こえようなら、
着替えもそこそこに飛び出して行く。
東京に電車通勤する同居の娘夫婦。首都
の感染拡大は決してひとごとではない。外
で遊ぶ近所の子どもたちを横目に、孫には
かわいそうだが、なるべく外に出さないよ
うに気をつけていた。ところが、４月７日
に「緊急事態宣言」が発令されると近所も
一変した。子どもたちの声が聞こえなく

なったのである。親御さんが周囲を気遣うよ
うに、子どもたちを自宅周辺で遊ばせないよ
うになった。遊び盛りの園児にStay Home
を強いるのはとても無理なこと。苦労しなが
ら子どもたちを遊びに連れ出しているようで
ある。
依然として在宅勤務にならない娘夫婦。此
処は一つ「連休まで帰宅しない」と断を下
す。1週間ほどではあるが、親と離れる孫の
寂しがりようは容易に想像できる。しかし、
いつ感染してもおかしくない状況の中で、ど
うあるべきかを話しあった。案の定、夜にな
ると「ママ」「パパ」と泣き出すが想定内で
ある。
「シャボン玉やろうか」…。外に出たがる孫
たちを宥めるように、ベランダからシャボン
玉をしていると、隣の子が玄関に出てきた。
孫の姿を見つけると、こちらに向かって、
「○○ちゃん遊ぼう」と呼びかけてきた。す
ると、孫が「お断りしまーす」と。どこで覚
えたのか？意外な返答に思わず吹き出しそう
になったが、「何で…」と隣の子。すかさ
ず、孫が返した言葉が「コロナ」と。笑えな
い光景である。子どもの心まで蝕もうとする
新型コロナウイルス。その脅威の終息が一向
に見えてこない。国は「非常事態宣言」の延
長を決断した。外出自粛はいつまで続くの
か。心折れずに。一人ひとりの行動が問われ
るときであると思う。
千葉市在住 S.S
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Information

仙人 郷版
古着の再利用回収のご案内
■日時

５月２７日（水）

午前５時〜午前８時

■回収場所

・田子内地区：農村交流センター
・岩井川地区：ゆるるん

・椿川地区：まるごと自然館
・大柳地区：成瀬川交流館

※出し方や注意点、回収対象品
目などの詳細は広報４月号と
一緒に配布されたチラシをご
覧下さい。
環境課

☎４７−３４０７

助成金のご案内
県では、住宅のリフォーム・
増改築に要する費用を女性して
います。
○子育て支援

・持ち家型
１８歳以下の子２人以上と同居
する親子世帯に、補助対象工事
費の２０％、最大４０万円を補助
・中古住宅購入型
１８歳以下の子と同居する親
子世帯に、補助対象工事費の３
０％、最大６０万円を補助
○移住者支援（移住後３年以内
の方）
・定着回帰型
実家に戻る移住世帯等に補助
対象工事費の２０％、最大４０
万円を補助
・中古住宅購入型
購入した中古住宅を改修する
移住世帯に、補助対象工事費の
３０％、最大６０万円を補助
○災害復旧支援
自然災害による復旧工事費の
１０％、最大８万円を補助
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※予算がなくなり次第終了しま
す。
雄勝地域振興局建築課
☎０１８３−７３−６１６６

納税の猶予制度について
新型コロナウイルスの影響に
より国税の納付が困難な方は、
納税の猶予の適用が受けられる
場合があります。

影響の具体例
①備品・棚卸資産の損傷・廃棄
により損害を受けた
②本人や生計を同じにするご家族
の感染症治療に費用を要した
③事業を休止し、又は廃止した
④予約キャンセルにより売上が
著しく減少した
※納税の猶予が認められた場
合、延滞税が軽減又は免除さ
れます。
受けられる納税緩和制度や手
続は個別のご事情により異なり
ますので、まずは湯沢税務署
（管理運営担当）にお電話でご
相談ください。
また、国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp)にお
いて、納税が困難な方向けに情
報を掲載しております。
湯沢税務署
☎０１８３−７３−５１００

事業主の皆様へ
来春の高卒者を対象とした求
人の受付が６月１日から開始さ
れます。
企業の将来を担う優秀な人材
の確保と、若年者の地元就職に
よる活力ある地域づくりのため、
早い時期に魅力ある充実した企
業情報（求人票）
を発信し、若い
人材を確保してください。
また、県内ハローワークで

は、学校求人に係る事業所相談
コーナーを開設しておりますの
でご活用ください。
ハローワーク湯沢
☎０１８３−７３−６１１７

特設人権相談所について
今般の新型コロナウイルス感

染拡大防止の観点から検討した
結果、今回の特設相談所開設は
中止とします。

また、平日に開設している人権

相談所については、当面の間は

面接形式は行わず、電話又はイ

ンターネットを利用した相談によ

り対応することとしています。
秋田地方法務局大曲支局

☎０１８７−６３−２１００
みんなの人権１１０番

０５７０−００３−１１０
子どもの人権１１０番

０１２０−００７−１１０
女性の人権ホットライン

０５７０−０７０−８１０

秋田県市町村職員共済組合
職員採用試験
令和３年４月１日採用の職員
採用試験を実施します。
○試験区分 大学卒一般事務
○採用予定人員 若干名
○職務内容
秋田県内の市町村役場等の職
員の方を対象とした、医療給付
・福祉事業及び厚生年金等に関
する業務
○受験資格
平成４年４月２日以降に生ま
れた者で、学校教育法による大
学（４年制）を卒業又は令和３年
３月３１日までに卒業見込みの者
○試験日及び試験会場（第１次
試験）
９月５日（土） ９：５０〜
「秋田県JAビル」

○受付手続及び受付期間
①受験申込用紙の請求
申込用紙は秋田県市町村職
員共済組合にあります。
②受付期間
７月３日（金）〜８月４日（火）
秋田県市町村職員共済組合
総務課☎０１８−８６２−５２６２

２０２０年度税務職員採用試験
仙台国税局では、税務のスペ

全額納付することになります。

忘れずに最寄りの金融機関又

はコンビニエンスストアで期限
内に納めましょう。

○自動車税種別割も口座振替で
県内の銀行、信用金庫、労働

きます（ゆうちょ銀行は利用で
きません）。

令和３年３月３１日までにお

ます。

振替ができます。

度分の自動車税種別割から口座
総合県税事務所収納管理課

に、あなたもチャレンジしてみ

☎０１８−８６０−３３３１

■受験資格

☎０１８３−７３−３１８１

ませんか。
１

◎なるせ赤べご祭２０２０
◎仙人修行

座があれば、どなたでも利用で

申し込みされますと、令和３年

国の財政を支える税務職員

◎新緑山菜まつり

金庫、信用組合、農協などに口

シャリストとしてバイタリティー

あふれる税務職員を募集してい

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止となりました。

総合県税事務所雄勝支所

【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

【マスク寄贈】
・後藤

健司 様

・大成建設 様
・エイデイケイ富士システム 様
・一般社団法人
湯沢青年会議所 様

令和２年４月１日において

高校卒業後３年を経過してい
ない者及び令和３年３月まで
に高校を卒業する見込みの者

２

人事院が１に掲げる者に準

ずると認める者

■申込受付期間

６月２２日（月）〜７月１日（水）

■申込方法

国家公務員試験採用情報NAVI

によりインターネット申込みとする

■第１次試験日 ９月６日（日）
仙台国税局人事第二課試験研修係

☎０２２−２６３−１１１１
人事院東北事務局

☎０２２−２２１−２０２２

総合県税事務所からのお知らせ
○自動車税種別割の納期限は
６月３０日（火）です。
自動車税種別割は、４月１日現

在の車検証の登録名義人に課税

されます。４月１日以降に移転登

録（転売等）したときでも４月１

日現在の車検証の登録名義人が

「雇用調整助成金」無料電話相談
新型コロナウイルス感染症の

影響により休業を検討している事
業主のみなさまへ、「雇用調整助

成金」に関するご相談を、社会保

5.14

険労務士が無料で受け付けます。
○相談受付時間
平日９：００〜１７：００
○ご相談窓口
秋田働き方改革推進支援センター
☎０１２０−６９５−７８３
☎０１８−８６５−５３３５

お詫びと訂正
広報４月号のP２０「今月
の１枚」において一部誤りが
ありました。
訂正し、お詫び申し上げます。
【誤】
撮影者 吉 田 慶 嗣
（秋田県横手市）
【正】
撮影者 吉 田 慶 嗣
（秋田県秋田市）

湯沢青年会議所

自立相談支援事業

東成瀬村巡回相談

日時

６月９日（火）

場所

10：00〜12：00
村保健センター

１階

秋田県南福祉事務所
企画福祉課

☎０１８２−３２−３２９４

６月の心の健康相談
開催日 ６月８日（月）
時
場
担

６月２２日（月）
間 9：30〜11：30
所 東成瀬村国保診療所
相談室
当 東成瀬村のぞみの会

2020.５ 広報 ひがしなるせ
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ル
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が
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佐々木

み お

未凰

ちゃん

平成30年６月８日生
岩井川／幸太・由希さん

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

４月の
東成瀬村
安全記録

気分屋さんで振り回されることも増えたけど、
こんな顔もするお茶目な子♪
これからも一緒に楽しいことを見つけようね！
（パパ・ママより）

第６回東成瀬村写真コンクール（景観部門）

◎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582日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 1458日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
355日
〜令和元年5月12日より〜

慶弔（敬称略）
◆お誕生おめでとう
佐々木

いと

絃

は

葉

孝紘

女 祐香 滝ノ沢

◆ごめいふくをお祈りします
佐々木

アイ子（87）蛭川

佐々木

甚

一（72）幸寿苑

村の人口と世帯
【入選】 「天空の温泉宿」

撮影者
広報

村

田

孝

治（秋田県横手市）

令和２年５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.658 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp

ひがしなるせ

●人

口

男 1,237人 (+ 1)
女 1,268人 (− 3)
計 2,505人 (− 2)
●世帯数 928戸 (+ 4)
●出生 ２人〔２人〕●死亡 ３人〔３人〕
●転入 12人〔12人〕●転出 13人〔13人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は令和２年４月から

