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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

地域おこし協力隊（直通）
TEL:0182-23-5092
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表

彰

交通死亡事故ゼロ1,500日達成！
村では、本年6月11日をもって交通死亡事故抑止
1,500日を達成し、7月1日に表彰式が行われました。
式では、雄勝地域振興局長から県知事表彰、横手警
察署長から県警本部長顕彰が伝達され、
「県内で、高
齢者の交通事故が増加している。全員で協力して死
亡事故抑止を継続してほしい」との祝辞をいただき
ました。
村での交通死亡事故抑止は、平成５年８月23日

から平成15年６月28日までの3,595日が最長です。
この記録を目標に、村民全員で交通安全に努めま
しょう。

親子でよい歯のお手本に
昨年度の３歳児歯科健康診査において、乳歯に虫
歯がない幼児とその保護者に対して、秋田県歯科医
師会が表彰をおこなっています。
村からは、田子内の髙橋怜楓（れんか）さん、千

善

意

春さん親子を推薦し、
表彰状と記念品をお渡
ししました。これから
も親子で歯磨き頑張ってくださいね。

最先端教材をいただきました！
６月30日（火）、鹿島建設より、JAXA（宇宙航
空研究開発機構）監修のもとで教材にも利用できる
本を寄贈していただきました。
タブレット端末にかざすと、2007年に打ち上げ
られた「かぐや（SELENE)」が採取した月の表面
や地形、地球から見ることの出来ない月の裏側の写
真も見ることが出来ます。
また、この教材では、これから想定される月面で

令和２年６月
１日（月） 湯沢雄勝広域市町村圏組合議会6月臨時会
（湯沢市）
２日（火） 成瀬ダム堤体打設工事ＣＳＧ初打設（ダムサイト）
３日（水） 祝い金支給
４日（木） 村議会定例会６月定例会議（開会日）
秋田県新型コロナウイルス感染症対策協議
会（ＷＥＢ会議）
５日（金） 秋田県市町村振興協会理事会（秋田市）
11日（木） 村議会定例会６月定例会議（一般質問）
12日（金） 秋田県林業労働対策基金定時評議員会（秋田市）
16日（火） 県南７期成同盟会等合同要望会（湯沢市・村内）
17日（水） 秋田県町村会理事会（秋田市）
全国町村会政務調査会（ＴＶ会議・〃）
全国自治協会理事会（〃）
全国町村職員生活協同組合理事会・総代会（〃）
18日（木） 村議会定例会６月定例会議（議案審議・閉会日）

の活動状況や成瀬ダム工事現場で導入さ れている
重 機 の無人化運転等についても触れられており、

月や宇宙探査を楽しく学べるとのことでした。あり
がとうございました。

村長の動き
19日（金）秋田栗駒リゾート（株）株主総会（ホテルブラン）
22日（月）
〜23日（火）
北海道東北六県町村会会長会議（北海道）
24日（水）雄物川流域林業活性化センター決算監査
（役場応接室）
湯沢雄勝林業協会監査（〃）
26日（金）栗駒開発（株）株主総会（栗駒山荘）
29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）
秋田県町村会理事会（〃）

村長が国土交通大臣表彰を受賞！
東成瀬村長

佐々木

哲男が、永年にわたり河川事

業関係団体の役員として河川事業の推進に尽力したこ
となどから、国土交通大臣表彰を受賞しました。
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村職員（大学卒）採用試験のご案内
■試験日及び場所

■試験区分及び採用予定人員
大学卒業程度一般行政

日

若干名

■職務内容
一般的な行政事務に従事
■受験資格
ア

平成３年４月２日から平成11年４月１日

時

受付開始

午前８時〜

教養試験

午前８時45分〜午前10時45分

検

査

午前10時50分〜午前11時10分

場

所

秋田県市町村会館
秋田市山王４丁目２−３

までに生まれた者
イ

令和２年９月20日（日）

■受付期間

平成11年４月２日以降に生まれた者で大

８月５日（水）〜８月26日（水）

学卒または令和３年３月卒業見込の者
■欠格事項

※第１次試験の合格発表は10月中旬です。第２

次のいずれかに該当する者は受験できません。

次試験のご案内は合格者に通知します。

ア

日本の国籍を有しない者

受験手続きなど詳細については総務課までお問

イ

地方公務員法第16条の規定により地方公

い合わせください。

務員となることができない者
■試験の方法
（１）第１次試験

新型コロナウイルス感染症対策等によ
り、試験実施方法が変更となる場合があ
ります。

大学卒業程度の一般知識、能

力についての教養試験及び性格特性検査
（２）第２次試験

口述試験、作文等

（３）資格調査

総務課

電話４７−３４０１

福祉医療（マル福）

８月１日から有効の受給者証（マル福カード）をお送りします。
７月31日でマル福カードの有効期限が切れる方

カードは、役場民生課にお返しいただくか破棄し

を対象に、８月１日から有効の新しいマル福カー

てくださるようお願いします。

ドをお送りします。

詳しくはマル福カードとともにお送りする通知

新しいマル福カードがお手元に届きましたらご

をご覧いただくか、役場民生課までお問い合わせ

確認ください。また、有効期限を過ぎたマル福

対

象

者

乳幼児（未就学児）

ください。

受

給

資

格

小学校入学前の児童

小・中学生・高校生

小学生・中学生・高校生の児童及び生徒

ひとり親家庭の児童

18歳に達する日以後の最初の３月31日まで

高齢身体障がい者

65歳以上で身体障がい者手帳４級〜６級の所持者

※所得制限により該当しない場合もあります。

※「重度心身障がい者（児）」については、今回の手続きはありません。有効期間をご確認ください。

問 民生課 福祉医療担当 ☎４７−３４０３
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令和2年度村敬老会開催中止について
令和 2 年度の敬老会の開催について、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、

慎重に検討を重ねて参りました。

その結果、一堂に会して式典を行うことは、
「かかるリスク」
「うつすリスク」両面の危険性

があることから、極めて困難な状況だと判断し、参加者の健康と安全を第一に考え、中止さ
せていただくこととしました。

楽しみにお待ちいただいた皆様には、苦渋の決断となりましたことをどうぞご理解いた

だきますようお願いいたします。

後期高齢者医療

民生課

４７−３４０４

〜新しい被保険者証について〜

後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります！

令和２年８月１日から後期高齢者医療制度の被保険者証が「山吹色の被保険者証」に変わります。
７月中旬に郵便でお送りしておりますので、８月１日以降は新しい被保険者証を病院や薬局などの窓
口に提示してください

今までの被保険者証
薄赤色

新しい被保険者証
山吹色

〈 有効期限 〉

〈 有効期限 〉

令和２年７月31日まで

令和２年８月１日〜（１年間）

○現在、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ
現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き令和２年度も住民税非課税世帯の方については、８月
１日からの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と一緒にお届けします。
入院したときに、この認定証を提示すると、入院時一部負担金と食事の負担額が減額されます。
過去に交付を受けていない方については送付されませんので、世帯員全員が住民税非課税で認定証
が必要な方は「役場民生課」で申請をしてください。

後期高齢者医療の保険料額
決定通知書をお送りしています

特別徴収（年金からの納付）と
なっている方は口座振替に変更できます

令和２年度の保険料額をお知らせする通知書をお

後期高齢者医療の保険料は、原則として年金から

送りしています。保険料のお支払い方法は、
・特別徴収（年金からの納付）

・普通徴収（口座振替または納付書での納付）

となります。特別徴収の対象とならない方の保険料
は、口座振替または納付書で納めていただくことに

納めていただくことになっておりますが、役場民生
課の窓口で申請することで、特別徴収（年金からの
納付）から口座振替に変更することができます。詳
しくは、役場民生課までご相談ください。

なっておりますが、納め忘れがなく、納付の手間も
省けるため、便利で安心な口座振替をおすすめしま
す。

民生課 後期高齢者医療担当

☎47−3403
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後期高齢者医療 〜保険料軽減措置〜

令和2年度の保険料軽減措置についてお知らせします！
後期高齢者医療制度は、所得の低い世帯の方の保険料を軽減する次のような措置が設けられています。

○均等割の軽減
世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額

軽減割合
7.75割

33万円以下の世帯
33万円以下の世帯で被保険者全員が所得0の世帯（ただし、公的年金等控除額は80万円として計算）

７割

33万円＋28万円×世帯の被保険者の数

５割

33万円＋51万円×世帯の被保険者の数

２割

○会社の健康保険等の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者で、制度加入後２年を経過していな
い方は、均等割が５割軽減され、所得割の負担はありません。
（所得が少ない方については、７．７５割また
は７割軽減となります。）
【注意】
※国民健康保険（国保）に加入されていた方は、軽減措置の対象にはなりません。
※令和2年4月1日時点で、すでに制度加入後2年を経過している方の均等割額は、世帯の所得によって軽
減判定されます。
問 民生課 後期高齢者医療担当 ☎４７−３４０３

健康づくり

少しずつ始めてみよう、減塩生活
食塩の取り過ぎは、高血圧の原因になるだけでなく、脳卒中や心臓病、腎臓病などの生活習慣病や

胃がんにかかりやすくなります。国では、皆さんの健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ま
しい食塩摂取量の基準を定めており、2020年度版が新しく公表されています。

1日当たり食塩摂取量の基準について
2015年基準

男性8.0g
女性7.0g

→ 2020年基準

男性7.5g

女性6.5g

5年前よりもマイナス0.5g
厳しい基準

普段の生活から、減塩をコツコツ始めましょう
・目分量での味付け→たまには計量して味付け
・しょう油やソースはかけずにつけて食べる
・味噌汁は1日1杯まで

プラスして

・塩分の多い加工食品（ハム、ちくわ、ウィンナーなど）
は要注意
・酸味や辛みで味にメリハリをつけてみる
６
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野菜を食べて減塩効果UP

野菜や果物に多く含まれてい
るカリウムが体内の余分な塩
分を外に排出してくれます！

農

業

カメムシ防除の徹底を

〜草刈りを忘れず行いましょう〜

ここ数年、カメムシ被害（斑点米）により米の

等級が低下する事例が多発しております。

今年のカメムシの発生時期は平年並み、発生量

は平年よりやや多いと予想されています。カメム
シは、雑草の穂に産卵するため、雑草を防除する
ことが、カメムシ被害（斑点米）の発生を抑える
ポイントになります。

水田内の雑草除去や農道・畦畔の草刈りを徹底

しましょう。

・本田の薬剤散布は、出穂10日後頃と同24日後
頃の２回を基本に行います。

・農道・畦畔の草刈りは７月24日頃までに、で

きるだけ地域一斉に除草を行います。（７月

※カメムシ被害（斑点米）が多い状態で色彩選別

25日頃から９月上旬まで草刈り禁止期間とな

機にかけると故障の原因となるため使用がで

りますので、まだ行っていない場合は忘れず行

きない場合がありますのでご注意ください。

いましょう。）

令和元年度

中山間地域等直接支払交付金の取組状況

第４期対策の最終年となる令和元年度は、協定数が
17協定、で合計約3,350万円が交付されました。
それぞれの協定において、耕作放棄地の防止や農道・
水路の補修、農地の周辺林地の草刈り等農村の持つ多
面的機能の確保のための活動に取り組んでおります。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

協

定

名

交付額
（円）

合計
（㎡）

滝 ノ 沢 集 落 協 定 3,168,555
389,064
下 田 集 落 協 定
887,128
110,891
宮 田 集 落 協 定 2,550,880
318,860
平 良 集 落 協 定 1,497,968
187,246
蛭 川 集 落 協 定
794,705
96,613
肴 沢 集 落 協 定
574,696
50,387
岩 井 川 集 落 協 定 5,859,505
565,185
日 影 集 落 協 定 1,148,815
56,705
入 道 集 落 協 定 4,384,639
281,640
真戸・悪戸集落協定
663,786
79,018
手 倉 集 落 協 定 5,159,739
372,970
椿 台 集 落 協 定 1,371,318
132,067
間 木 集 落 協 定 1,271,277
73,082
五 里 台 集 落 協 定 1,456,821
114,124
谷 地 集 落 協 定
628,900
62,616
大柳・草ノ台集落協定 1,425,559
140,451
株式会社 赤べこ仙人ファーム
653,901
352,967
33,498,192 3,383,886
合
計

今年度も継続して交付される予定ですので、有効に活
用し、
「農用地の保全」及び「集落の活性化」に努めまし
ょう。
令和２年度も事業は継続する予定です。

田（急）
4,311

1,677
13,200
102,925
53,475
163,963
2,434
167,383
24,214
52,817
41,833
9,844
23,227

田（緩）
384,753
110,891
318,860
187,246
94,936
37,187
462,260
3,230
117,677
76,584
205,587
107,853
20,265
72,291
52,772
117,224

661,303 2,369,616

面積（㎡）
草地（緩） 採草放牧地（急） 採草放牧地（緩）

183,173
183,173

76,349
76,349

93,445
93,445

問 農林課 ☎４７−３４０６
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消防署から

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防職員採用試験のお知らせ
試験区分・
採用予定人員

受 験 資 格

○試験区分
○採用予定人員
上級
中級
初級

第一次試験

行政職（消防吏員）上級、中級、初級
7名

次の年齢等の要件を満たし、採用後は湯沢市、雄勝郡内に居住できる方
○大卒程度の学力を有し、平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方
○平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方
※大学を卒業又は令和3年3月までに卒業見込みの方を除く。
○平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方
※大卒、短大卒、高等専門学校を卒業又は令和3年3月までに卒業見込みの方を除く。

○試験日時
○試験会場
○試験科目

令和2年10月18日（日） 午前8時45分
湯沢雄勝広域市町村圏組合 消防庁舎2階講堂
（湯沢市表町三丁目3番14号）
一般教養試験及び消防適性検査（筆記試験）

第一次試験
合 格 発 表

○10月下旬に合格者に通知します。

申 し 込 み
受 け 付 け

○申し込み先
湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部総務課
○願書受付期間
令和２年８月３日（月）〜９月18日（金）まで
○受験案内及び受験申込用紙は、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部、消防署及び各分署に
請求していただくか、湯沢雄勝広域市町村圏組合ホームページからダウンロードしてくだ
さい。（http://www.yutopia.or.jp/~yokoiki/）

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 総務課

☎０１８３−７３−３１５２

駐在所から

採用試験申込受付開始！
警察官A(第２回)・女性警察官A(第２回)、警察官B・女性警察官B、警察事務（高校卒業程度・
障害者採用）採用試験の申込受付が始まります。人の役に立つ仕事がしたい、愛する秋田県のために働きたい
と考えている方は、ぜひ、お申込みをお願いします。

試験の区分

申込期間

警察官A（第2回）・女性警察官A（第2回）
（大学卒業・卒業見込み）

７月22日（水）〜８月21日
（金）

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ

７月22日
（水）〜８月21日
（金）

警察事務（高校卒業程度）

9月19日
（土）
20日
（日）

７月22日
（水）〜８月21日
（金）

9月27日
（日）

警察事務（障害者採用）

８月19日（水）〜９月11日
（金）

11月1日
（日）

（大学卒業・卒業見込み以外）

※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。

問 秋田県警察本部 警務課 人事・採用係

最高速度規制の見直しと
標識撤去について

８
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第一次試験日
9月19日
（土）
20日
（日）

2020.７

採用フリーダイヤル 0120−863314

東成瀬村椿川地内

秋田県警察
ホームページ
へ の アクセ
スはこちら→

本年７月から、東成瀬村椿川地内の国道342号の最高
速度規制(40キロ)が廃止や短縮となっています。
道路に設置されている実際の速度規制標識にしたが
って、安全な運転をするように心がけてください。

40

なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

◆成瀬ダム情報◆ ～骨材プラントについて～
●

成瀬ダムの製造

資材（砕石）

●

現場見学が延期中でありますが、工事現場については、ダム建設が鋭意
進行中です。今回はダム本体の材料になる骨材（砕石）について、製造
工程をお知らせします。

◆ダム建設で使用する材料（砕石）
ダム周辺の山で掘削した岩石はコンクリートやＣＳＧの材料として使用
できるよう各機材にて破砕し、それぞれの大きさに分類し保管した後に
使用します。 ※ＣＳＧ（セメント・砂・砕石に水を混ぜたもの）

① 原石山での掘削作業

④ 破砕作業（その１）

⑦ 破砕作業（その２）

② 砕石積み込み状況

③ 重ダンプによる運搬

⑤ベルトコンベアによる運搬

⑥ 一時保管

⑧ 破砕作業（その３）

⑨ 材料保管

● 情報提供 ～現場見学の申込み及びダムカード配布の一時中止に関して～ ●
現在、成瀬ダム工事事務所では新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、
ダム見学の申込みとダムカードの配布を一時休止しております。再開については、
事務所ホームページや村役場の広報などで連絡いたします。ご理解・ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。
2020.７ 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

６年生によるプール清掃

今年度のプール学習は，
新型コロ
ナウイルス感染症対策で様々な配慮
が必要ですが，
本校では可能な限り
の感染症対策に配慮して実施してい
ます。
新しい学校生活には様々な制約，
行事の中止があり，
楽しみが少ない
子どもたちですが，
プール学習が学
校に来る楽し
み の 一つに
なればと思っ
ています。

６月１７日にプール清掃を行いまし
た。例年，
３年以上の子どもたちで行
うのですが，
今年度は密集を避けるた
め，
６年生が代表で行いました。半年
間で溜まった多くの汚れや落ち葉な
どは，
校務員さんが事前に除去してく
れていたので，
６年生の子どもたちに
は，
壁や床についている汚れを取って
磨くという作業を行ってもらいまし
た。一見きれいそうでも，
壁や底は，
ブ
指導主事訪問 ４年生算数
ラシに渾身の力を込め，
何度もこすら
今年度の指導主事訪問の１回目が
ないと，
汚れは取れませんでした。
６年
生全員が汗を流し，
５時間目の時間 ６月１２日に行われました。教室の中
いっぱいの角に関係する掲示物に囲
いっぱ い
４年生の子どもたちは，
算数科
使ってやっ まれ，
「角の大きさの表し方を調べよう」
の
とき れ い
学習に取り組みました。
なプール
分度器では測定できない１８０度を
に仕上が
超える角度を工夫して求める問題は，
りました。
子どもたちにとっては，
決して簡単で

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

心と力が一つに！
６月３日（水），
「熱競〜心と力を一つ
に〜」のﾃｰﾏのもと，体育祭を開催しま
した。今年度は，新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
の感染拡大防止のため，規模を縮小
して，
３つの軍が競い合いました。

今年度の新種目「ソーラン節！」
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学校の周りでは
春に植えた人権の花は，
子どもたち
がお世話をし，
プランターいっぱいに
きれいな花を咲かせています。
また，
６
月初めに種をまいたキバナコスモス
も芽を出し，
茎を伸ばしています。
学校
の近くにお出でになりましたら足を止
め見ていただけるとありがたいです。
「規模縮小，時間短縮」という条
件の中，実行委員会が中心となっ
て計画・準備・運営にあたり，現
在可能な限りの体育祭を開催する
ことができました。保護者の皆様
も「３密」対策へのご協力，あり
がとうございました。

がんばれ東中！
「綱取り」なら俺に任せろ！

選手宣誓は，白軍 髙橋陽登（あきと）
くん，橙軍 鈴木新大（あらた）くん，青
軍 髙橋彩佳（あやか）さんの３人。
「宣 誓！今 年 の 体 育 祭ﾃｰﾏは『熱 競
〜心と力を一つに〜』今日はあらた
なｽﾀｰが生まれる日！あや〜かっこい
いなあ。あっ，きっと今日のこの体
育祭成功するんじゃね！３ Cﾌﾙﾊﾟﾜｰで
体育祭を成功させましょう！」

はなかったようです。
しかし，
「 なんと
かして求められないだろうか」
と取り
組む様子はとても立派でした。さら
に，
自分が見付けた解き方を，
学級の
みんなに分かってもらおうと説明する
姿も立派でした。
今回ご指導をいただいた指導主事
の先生は，
子どもたちの反応のよさ，
学習に向かう粘り強さを誉めてくだ
さいました。

「鬼ごっこ」で ﾌﾗｲﾝｸﾞﾀｯﾁ！

「全員ﾘﾚｰ」は見応えあり！

湯沢雄勝中体連では，中学３年
生がこれまでの練習の成果を発揮
できる場をつくりたいと考え，新型
ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染状況を見極めながら，
「湯沢市雄勝郡中学校体育大会」を
開催します。本校の生徒は，４つの
競技に出場します。
陸上競技大会（稲川陸上競技場）
７月 18 日
（土）
19 日
（日） 予備日
野球大会（稲川野球場，雄勝野球場）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会（湯沢市総合体育館）
卓球大会（本校体育館，村民体育館）
７月 23 日（木）〜 25 日（土）

なるせ児童館
七夕工作 −虎の穴教室−

｢つくしんぼおはなし会｣
再開しました♪

児童館・図書館の利用
について(お願い)
初めて児 童 館を利 用される方
に、感染症対策の一環として、連絡
先確認のご協力をお願いすること
になりました。
｢来館者受付票｣を用
意しておりますので、ご理解・ご協
力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。 ◆記入していただいた個人情

6 月 23.24 日の両日、子育てサ
ポーターの鈴木美登里さんに教え
ていただき、子どもたちが七夕工作
を楽しみました。作品をそれぞれ家
に持ち帰り、飾ってくれたことと思
います。
久々に子どもたちの創作意
欲を感じられる活動となりました。

報は、公的機関へ提供する場合にのみ
使用いたします。

子育てサロンの利用

7月4日(土)図書館において、おは
なし会が再開されました。久しぶりの
絵本の世界に、子どもたちも大人も
楽しんで参加する様子が見られまし
た。絵本に親しむ機会として継続して
開催していきますので、ぜひ図書館
へお越しください。
※来月は８月１日(土)午前10：30か
らです。

なるせ児童館内
「育成室」
を開放
して います 。
１０時 〜１７時 ま で
（16時３０分までの入室）
なるせ児童館休館日はお休みです。

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

なるせっこプチ運動会
６月１３日
（土）
に多目的グランド
で運動会が行われました。
新型コロナウイルスの影響で、
いつもとは違う内容を短縮して行
いましたが、皆さんのご協力により
無事終了することができました。
子ども達は日頃から練習してき
た、
かけっこやお遊戯を元気いっぱ
い運動会の日に発揮してくれまし
た。とても楽しそうで良かったです。
コロナの関連で園行事の延期や
一部中止などにより子ども達には
申し訳なく思っておりますが、
これ
から夏に向けプール遊び等できる
事を工夫して、少しでも子ども達が
楽しめるよう努めて参ります。
2020.７ 広報
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み んなの 広場

Topics
ツキノワグマ出没注意報発令中！
・発令区域：県内全域
・発令期間：7/8〜8/31
・発令理由：6月の目撃件数が例年より多いため
・主な対策：農作物や実のなる木の適正管理
朝晩の薄暗い時間帯の外出は控える
クマを目撃した時は、役場農林課（0182-47-3406）
までご一報ください。

「七夕に願いを…」
（7.7 保育園たなばた）

〜仙北道
（手倉越）
案内の看板
をリニューアルしました〜

第７回東成瀬村写真コンクールを
開催します！
■応募期間

９月１日（火）〜１２月１日（火）

■審査員

写真家

■募集部門

景観部門、生活部門、成瀬ダム部門

■賞

最優秀賞３点（賞状＋賞金５万円＋副賞）各部門１点

小

松 ひとみ氏ほか

優秀賞６点（賞状＋賞金２万円＋副賞）各部門２点
入賞９点（賞状＋賞金１万円＋副賞）各部門３点

■応募問合せ先
（一社）
東成瀬村観光物産協会

☎３８−８４１１

Ｒ2.6.15撮影

「秋田２５市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」出場選手募集！
村では１０月１１日（日）に開催される「秋田２５市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」の出場

選手を募集しております。大会及び募集の概要については以下のとおりです。

■期日 競技 １１日（日）※開会式・閉会式は無し
■募集選手及び条件

■会場 仙北市

募集する選手には次の条件があります。
（１）高校生（男女とも２名）
①平成１４年４月２日〜平成１７年４月１日生まれであること。
②東成瀬中学校卒業生又は保護者の居住地が村内であること。
（２）一般男子・女子（男女とも２名）
①秋田県在住の社会人、大学生・専門学生等
（以下
「大学生等」
という。）
であること。
②居住地、出身地又は勤務地が村内であること。
③大学生等は出身地又は保護者の居住地が村内であること。
（３）一般壮年（男女不問で２名）
①１０月１１日現在で満４０歳以上であること。
②（２）の①、②の条件を満たすこと。

■募集期間 ７月３１日（金）まで
12
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教育委員会

☎４７−３４１５

Topics

ふるさと
への
便り

図書館・若葉マーク

緊急事態宣言が解除され、
間もなくひと月になるという
ある日。感染予防をしっかり
すれば大丈夫と、自分に言い聞かせ、久し
ぶりに「図書館」に行った。久しぶりと
いっても、図書館歴はいたって浅くまだ一
年余り。絵本を借りに行くという娘と孫
（園児）に便乗したのがきっかけの図書館
通い。以来、２週に１回のペースもこの３
月からストップしていた。
ほぼ一年前になる。初めて出向く図書館
は、多目的ホールや体育館、会議室、講習
室などを併設する地区コミュニティセン
ターの２階にある。その日は、土曜日の午
後とあって、60台ほどの駐車スペースは満
車状態。図書館専用ではないからと納得し
つつ、待つこと５分ほどで車をとめられ
た。駐車場から正面入口に向かう通路から
ブラインド越しに和室が見える。茶道教室
うかが
だろうか？ お茶をたてている様子が 窺 え
る。正面入口を入ると、右側が体育館、左
側にエレベータと階段。エレベータに乗ろ
うとする孫に、「運動、運動」と言って階段
を上がる。上がりきったすぐ左が図書館の
入口になっている。中に入ると、左斜め向
こうのカウンターに４人ほどの職員が並ん
でいる。その脇にパソコンが置いてあり、
初めての入館でも、受付カウンター（貸出/
返却）と容易に分かる。
娘に、「先にカード（利用者カード）を
つくった方がいいよ」と言われ、「利用申
込書」を書いて受付に申し出ると、貸出か
ら、返却、インターネットの登録利用まで
丁寧に教えてく
れた。利用者
カードをもら
い、児童図書
コーナーに行く
と、孫は既に数
冊の絵本を選ん

でいた。
図書館は静かで集中できる格好の自習室。
ぎっしりと並ぶ本棚。その脇のデスクで、静
かに自習する中高生。中高生が圧倒的･･･
と。勝手なイメージと実際の図書館は少し趣
が違っていた。確かに窓際の長机は、高校生
らしき学生たちに占められていた。しかし、
ほぼ中央にある閲覧スペースは少々様子が違
う。失礼を承知で申し上げるならば、そこは
ソファ席になっており10人は優に腰掛けられ
る。そのほとんどが、70（歳）はとうに越え
ていそうな男性陣に占有されている。しか
も、大方が新聞や雑誌を広げている。新聞は
ともかく、図書館で雑誌の最新号が読める。
知識はあったが、何せ、図書館・若葉マー
ク、目の当たりの光景は軽い衝撃だった。
久しぶりの図書館は妙な緊張感があった。
入口に「利用時間は30分以内にお願いしま
す」と貼り紙がある。感染予防の注意事項に
目を通し、そろりと中に入る。当然のことな
がら、受付は従来の半数、ビニールカーテン
がつるされ、床にシール（ソーシャルディス
タンス）が貼られている。各閲覧デスクは椅
か ぶ
子一脚、ソファ席はビニールを 被 せ、使用
できないようになっていた。数人の来館者が
見られたが、中高生や御年配の姿は見えな
かった。30分が長く感じられ、どこか落ち
着けない空気に、押し出されるように図書館
を出た。
toko
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Information

仙人 郷版
若者定住促進住宅入居者募集
■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）

新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により売上げが大きく減
少した地元事業者を応援するた
め、「ゆざわおがちハッピーＢ
ＯＸ」の販売を開始しました！

96.66㎡

支援をお願いします！

（1階車庫）

■延床面積
■申込期限

７月３１日（金）

■家賃・敷金

家賃30,000円
敷金60,000円

■入居時期

８月下旬頃

■申込資格

2

秋田県雄勝地域振興局では、

木造2階建２ＤＫ

■住宅概要

1

ゆざわおがちハッピーＢＯＸ

東成瀬村に定住を希望し、

湯沢雄勝の食・技・体験にご

■申込期間：６月２６日
〜９月３０日

■商品内容：湯沢雄勝の恵みを
セット販売（１０種類）

■購入特典：購入された方に抽
選で「湯沢雄勝のハッピー体験

かつ、居住するための住宅を

チケット（ランチ付き）」が当

入居を許可されたときの年

※詳しくは、折り込みカタログ

必要としている者

齢が満45歳未満の者（世帯

たります！

をご覧下さい。

主及び生計中心者）であるこ
3

4
5

「環境あきた県民塾」塾生募集
秋田県では、今年度、湯沢市

を中心に環境の保全活動に関す
る知識や技能を学ぶための講座
「環境あきた県民塾」をシリー
ズで開催します。あなたも地域
での実践やリーダーとして活躍
する「エコマイスター」を目指
してみませんか。
■開催日

8月29日(土)~11月28日(土)

のうち9回

（いずれも土曜日に開催）
■定員

30名未満の開催となります

ので定員になり次第締切
特定非営利活動法人

環境あきた県民フォーラム

☎０１８-８３９-８３０９

公共職業訓練実施

と。

入居後、定住住宅の所在地

求職者を対象とするアビリ

を住所地として住民登録がで

ティーコース１０月期生の募集

きること。

地方税等を滞納していない

を次のとおり行っております。

入居希望者又は同居しよう

■訓練期間

者であること。

①②令和２年１０月２日（金）

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。

特設人権相談所を開設します。
（申込不要・相談無料）
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：８月１４日（金）
８月２８日（金）

■問・申込み
企画課

☎４７-３４０２

■場所

１０：００〜１５：００

湯沢生涯学習センター

秋田地方法務局大曲支局

☎０１８７−６３−２１００

〜令和３年３月２９日（月）

③令和２年１０月９日（金）

〜令和３年４月２８日（水）

■訓練時間

９：２０〜１５：４０

■場所

ポリテクセンター秋田

■訓練科（定員）

（潟上市）

電気設備技術科（１３名）
ビル管理技術科（１５名）

建築CAD施工科（導入訓練
付）（１０名）
■募集期間
７月３１日（金）〜８月２８日（金）
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■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

１０月１８日（日）

１０：００〜１２：００

☎０８０−９２９２−５１９５

１１月中旬以降

「秋田県ふるさと定住機構」

・第２次試験

令和３年４月１日付け採用予

定の職員採用試験を実施しま
す。

■採用予定人員
大学卒業程度

■職務の内容

若干名

国民健康保険・後期高齢者医

療診療報酬等審査支払事務、介
護・障害介護給付費審査支払事
務、保健事業（特定健診・特定
保健指導の支援事務）など
■受験資格

令和３年３月に４年制大学卒

業見込みの者または大学卒業後
３年以内の者

■職員採用試験申込書の請求先
秋田県国民健康保険団体連合会

総務課（秋田県市町村会館内）

■申込書受付期間

８月２４日（月）〜９月１１日（金）

■試験内容

・第１次試験（筆記試験）

大学卒業程度の一般教養につ

いての筆記試験を行います。
・第２次試験（口述試験・作
文）

第１次試験の合格者に対し

て行います。

■試験日時

・第1次試験

■Aターン就職登録・相談窓口

■試験会場

場所：秋田テルサ３階

・第１次試験

☎０１８−８６２−１７３１

秋田県教育会館３階
「C会議室」

・第２次試験

秋田県市町村会館
「本会会議室」

■合格発表

合格者に通知します。

秋田県国民健康保険団体連合会
職員採用試験のお知らせ

ふるさと回帰支援センター内

・第１次試験
・第２次試験

１０月下旬以降
１１月下旬以降

秋田県国民健康保険団体連

合会

総務課総務班

☎０１８−８６２−６８６４

７月１９日（日）〜８月１６
日（日）は、夏の青少年健全
育成運動期間です。
※期間の初日と
最終日は、第３
日曜日「あきた
家族ふれあいサ
ンサンデー」で
す。

あきた回帰キャンペーン展開中！
東成瀬村では県と連携して、
県

外に住む学生や社会人の方々の

秋田での就職や定住をサポート

する
「あきた回帰キャンペーン」
を
年間を通じて展開しています。

ご家族が帰省する機会に
「秋

田に戻ってこない？」
と呼びかけ

【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

【ご寄付】

・高橋 陽子様（秋田県仙北郡美郷町）

てみませんか。

自立相談支援事業

やお知り合いで
「そろそろ秋田に

日時

秋田を離れて暮らすお子さん

帰ろうかな」
「 秋田に住んでみた

い」
という方がいらっしゃいまし

たら、是非、次の窓口を紹介して

ください。

■学生就活サポート・Aターン
就職相談窓口「Aターンプラザ
秋田」
場所：都道府県会館7階
県東京事務所内

☎０１２０−１２２−２５５
■移住・就職相談窓口

「あきたで暮らそう！Aターン
サポートセンター」
場所：東京交通会館８階

東成瀬村巡回相談
８月１１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

８月の心の健康相談
開催日 ８月２４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

2020.７ 広報 ひがしなるせ
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ちゃん

平成30年９月29日生
田子内／広輝・千春さん

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

６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〕

〜平成30年9月27日より無事故643日〜

いつも栞菜の笑顔に癒やされてるよ。
産まれてきてくれてありがとう。
元気に育ってね。成長を見守ってるよ。（パパ・ママより）

◎交通死亡事故『０』継続日数 1519日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
16日
〜令和２年6月15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
こなつ

大輔

木

下

小

夏

女 恵利子 滝ノ沢

木

下

夏

月

女 恵利子 滝ノ沢

伊勢谷

咲

なつき

さ

き

葵

大輔

女

亨
下田
宏子

◆ごめいふくをお祈りします
佐々木

孝

一（82）滝ノ沢

菊

地

昭

吾（90）平良

髙

橋

佐

藤

佐々木

【入選】 「ネイチャーアート」

撮影者
広報

佐

藤

あい子（秋田県秋田市）

令和２年７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
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No.660 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp
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安（87）谷地〜大柳
キヨミ（96）幸寿苑
賢

一（89）幸寿苑

村の人口と世帯
●人

口

男 1,240人 (＋ 3)
女 1,266人 (＋ 2)
計 2,506人 (＋ 5)
●世帯数 931戸 (+ 2)
●出生 ３人〔５人〕●死亡 ５人〔12人〕
●転入 12人〔27人〕●転出 ５人〔21人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は令和２年４月から

