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行政報告 ︵全文︶

月

こうした状況から︑本村にお

めております︒本定例会議に関

指しており︑本村でも準備を進

11

69

２
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異株﹁オミクロン株﹂の感染が

確認されたことにより︑

月招集予定

万円相

いては︑新春恒例の消防団出初

連する予算を計上しております

当の給付を行うものであり︑う

式を通常どおり来年１月４日に︑

ので︑よろしくお願いいたしま

階警戒レベルは︑現在︑レベル

延期しておりました成人式を１

一方︑村の新型コロナウイル

す︒
ります︒

ス感染症対応地方創生臨時交付

金事業は順調に進ちょくしてお

政府においては︑

ら全国の感染者が減少している

る応援クーポン券事業の利用率

月

対策として求めてきた︑飲食や

が︑

％にとど
イベントなどの行動制限の緩和

まっていることから︑今後︑

12

月末現在で
を正式に決定しております︒し

ことから︑

りますが︑８月から実施してい

月下旬か

月９日に挙行する予定としてお

ち５万円は現金の年内給付を目

歳以下を対象として

予定となっております︒内容は︑

の臨時国会において審議される

こととしており︑

別給付金支給事業﹂を実施する

援する﹁子育て世帯への臨時特

済支援として︑子育て世帯を支

めております︒また︑新たな経

全世界に拡大するなど警戒を強

日から外国人の新規入国制限を

30
日に感染予防

10

月臨時会議で御可決いただいた

19

かしながら︑国内でも新しい変

11

―

月末で新規感

12

◇新型コロナウイルス
感染症関連
秋田県内では

日連続となるなど

11

感染者数が減少しており︑５段

18

11

10

染者ゼロが
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２となっております︒

18

低所得世帯の灯油購入費を助成
一世帯一万円
教育委員に横尾氏
―
令和３年村議会12月定例会議が、12月３日から17日までの日
程で開催され、教育委員会委員の任命や令和３年度一般会計補正予
算など13案件が、全会一致で可決・同意されました。

行政報告
１２月定例会議

リューションズ株式会社が

月

◇第三セクター

５日に設立し︑事業所を山村開

冒頭で申し上げましたが︑現
在の感染状況は落ち着いている

発センターに設置しております︒

宿泊助成事業とともに利用率の
向上に取り組んでまいります︒
ものの新たな変異株が確認され

月１日から公式ホームペー

月

月３日まで無

また︑ワクチンの接種状況で
るなど︑予断を許さない状況に

新型コロナウイルス感染症の

終えた割合は︑
・７％となっております︒３

予算編成方針は

で各所属長へ通知したところで
あります︒
次年度は首長選挙に当たるた
め︑一般的には骨格予算にすべ
きかと思われますが︑観光施設
の大規模改修︑移住定住対策や

大いに期待しているところであ

の目的としておりますことから︑

住を進め︑人口減少対策も一つ

同社は大都市圏からの移住定

ており︑昨年度を上回る売上げ

果により︑宿泊利用者は増加し

きた県民割キャンペーン﹂の効

荘ともに村宿泊助成事業や﹁あ

周年を迎える年に当たります

ジュネス栗駒スキー場は開場

となっております︒

月末現在で１４７０件９９

◇ふるさと納税

りたいと考えております︒

備など必要な支援を行ってまい

ります︒村としても住宅環境整

ますが︑ホテルブラン・栗駒山

事営業することができました︒

栗駒山荘は︑

歳以上で２回の接種を

ジで従業員を募集し︑首都圏か

影響により︑日帰り入浴やレス

すが︑
あることを十分認識し︑県及び

ら３名の採用を決定し︑１月か

トランの利用者は減少しており

日現在で
関係団体と連携を密にし︑感染

ら業務を開始するとの報告を受

月
予防に万全の態勢で臨んでまい

回目の追加接種については︑
歳以上の村民を対象に２月から
歳までのワクチ

開始できるよう準備を進めてお
り︑５歳から
ン接種につきましても︑国の方
針が決定次第︑速やかに対応し

◇令和４年度予算

けております︒

29

11

が︑新型コロナウイルス感染症

の影響などから経営環境は大変

厳しい状況にあります︒

件増加しましたが︑金額は１３

年度同期に対し︑件数は４４４

０万円の寄附がありました︒前

ケット﹂や村宿泊助成事業など︑

﹁秋田県プレミアムスキーチ

が

の活性化を図るために︑秋田県

しかしながら︑県内スキー場
業も多いことから︑新規事業を

６万円の減となっております︒

各種支援策に機敏に対応した経

月１日から実施している

除く骨格的な予算を編成する方

今後︑年末年始に向け︑引き続

営努力と更なる感染防止対策の

針としております︒

き返礼品の充実を図りながら︑
ＰＲに努めてまいります︒

12

12

てまいります︒

日付け

ります︒

10

徹底に努めてまいります︒

子育て支援など継続性のある事
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村内農産物等の消費拡大と村の

◇ 東 成 瀬 テックソリュー
ションズ株式会社
村内初のＩＴ産業としてシス
テム開発とコンサルティングを
主な事業とする東成瀬テックソ
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３

30

30

11

11

11
11

11

18
▲行政報告を行う村長

85

原油価格の高騰により石油製
の早期完成に努めてまいります

しました︒引き続き︑中部地区

民の皆様に大変御迷惑をおかけ

中は︑交通規制等により地域住

て完了しております︒工事期間

お願いいたします︒

上しておりますので︑よろしく

金の関連予算を本定例会議に計

め︑村単独の作付転換加算交付

とのことですので︑良好な生育

が︑相場は比較的安定している

れから本格的な出荷を迎えます

菌床シイタケについては︑こ

ります︒

月

日﹁第 回東成瀬

◇産業祭・種苗交換会

去る

高単価に支えられ︑販売額は前

は昨年度を若干下回ったものの

開催となりました︒その影響か

開を行わず農産物品評会のみの

スの感染状況を踏まえ︑一般公

今年度は︑新型コロナウイル

を上回りましたが︑アスパラ︑

は出荷量・販売金額ともに前年

そのほかの作物では︑イチゴ

れたものであり︑今後も大いに

産物及び加工技術が高く評価さ

賞されました︒これは︑村の農

した た
｢れドレッ が
｣農林水産大
臣賞を受賞したほか︑２名が入

◇簡 易 水 道 事 業

４
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◇ 低所得世帯灯油購入費
助成事業
品の小売価格が上昇しているこ
ので︑御理解と御協力をお願い

と販売金額の上昇に期待してお

とから︑低所得世帯の負担軽減

低温や日照不足による一時的な

が︑夏秋トマトは梅雨入り後の

指定振興作物の生産状況です

◇青果物等の状況

を図るため︑冬期の暖房に必要

◇水稲の作況

いたします︒
新型コロナウイルス感染症

な灯油購入費用の一部を助成す
ることといたしました︒助成額
日に国が発表した秋田

ＪＡこまちの報告では︑出荷

年とほぼ同額となっております︒

ら出品数も大きく減少しました

村産業祭﹂を開催しておりま

月

契約数量に対して出荷は１０

リンドウについては︑天候不

が︑出品された農林産物は優秀

・

１％となり︑昨年に引き続き高

良の影響により品質の低下︑生

日から 月４日

シーズンを通して需要期よりも

まで能代市で開催された﹁第１

月

一方で︑全国的な米余りの影

早めの出荷となったことから︑

４４回秋田県種苗交換会﹂にお

なお︑今年度は飼料用米等の

枝豆︑いんげんは天候不良の影

期待するところであります︒

いて︑なるせ加工研究会が出品

また︑
響により米価が下落しており︑

％︑販売額も

りました︒

９・６％︑一等米比率は

品質で収穫量の多い出来秋とな

生育遅延が見られ︑梅雨明け後

を１世帯１万円とする関連予算

日で﹁交通死亡事

日に秋田県知事と秋

なものばかりでした︒

す︒

ます︒

月

◇交通死亡事故ゼロ
２０００日達成
村は
月

故抑止継続２０００日﹂を達成
し︑
田県警察本部長から表彰を受け

収量は前年の

％で前年を下回る状況であり

増産が進んだことから︑本村に

響で出荷量・販売金額ともに前

と思います︒

おいては飼料用米の生産が前年

ます︒

事業は順調に進ちょくしてお

た生産調整を推進していくとと

11
年を下回りました︒

今後も村民及び関係機関の御

29
比約１・５倍の増産となったた

ました︒

10

り︑今年度予定した工事はすべ

もに︑飼料用米や戦略作物への

引き続き生産の目安を参考にし

94

協力を得ながら︑記録が継続さ

ました︒

育のばらつきが見られ︑また︑

の猛暑などにより出荷量の減少

54

県の作況指数は﹁１０２﹂で

22

を本定例会議に計上しておりま

10
が心配されましたが︑総出荷量

HIGASHINARUSE
﹁やや良﹂となりました︒

25

すので︑よろしくお願いいたし

10
作付け転換を推進していきたい

74

24

10

れるよう引き続き努めてまいり

86

10

11

行政報告
１２月定例会議

◇有 害 鳥 獣 対 策
進めております︒

◇ジュネス栗駒
カントリーパーク

た︑海外からの従事者も約１０

０名となり︑主にスリランカ︑

ベトナムや中国などが出身国と

道５工事︑県道３工事が発注さ

パークゴルフ場の利用者数は６

ンの営業は

なっております︒

れ︑繰越し工事１件を除き降雪

６１２人となっております︒

カントリーパークの今シーズ

前に完了しております︒また︑

昨年は︑新型コロナウイルス

しておりましたが︑

県関係の事業については︑国

懸案事項として県に整備を要望

感染症による移動制限等で各種

緊急事態宣言等が解除され︑そ

今年の村内における有害鳥獣

１件と村内全域で目撃されてお
していた国道３４２号川通地区

大会がほぼ中止となりましたが︑

の後は徐々に増えております︒

回︑

件︑ニホンジカ

多く︑罠の設置回数は延べ

６人の増加となりました︒

◇成瀬ダム事業関連
ダム本体工事については︑堤

調に進ちょくしております︒社

村の建設事業については︑順

ぼ平年並みとされています︒し

と︑東北日本海側の降雪量はほ

表された３か月予報によります

㎥に達したことから︑

年

なっております︒また︑令和元

月

日

日には累計打設量が１００万

10
21
でしたが︑本年のピークも同月

昨年のピークが９月で７６５名

成瀬ダム建設の従事者数は︑

10

月以降は

内に限定したため︑少なく推移

拡大により︑９月までは秋田県

は︑新型コロナウイルス感染症

ダムの現場見学者数について

ります︒特に民家付近における
の道路改良については︑現在︑

本年は移動制限が緩和されたこ

ダム事務所等が主催した現場見

月９日に終了し︑

ツキノワグマの足跡等の目撃が
線形改良を行うための地形・路

とやワクチン接種が進んだこと

の目撃情報は︑ツキノワグマ

捕獲頭数は５頭でした︒イノシ

線測量及び詳細設計業務が実施

件︑イノシシ

シのくくり罠は延べ４回設置し
されております︒

日

ましたが︑捕獲には至りません

◇冬期交通対策
田子内地区において

日に

は積雪及び降雪が記録されまし

体打設量の総量が約１１５万２

に初雪が観測され︑翌日

月

により︑前年度と比較して８３

でした︒
引き続き出没等の警戒を呼び
かけるとともに︑県や猟友会等
の関係者と連携を深め︑被害対
策に努めてまいります︒

０００㎥となり︑総打設数量に

会資本整備総合交付金事業の大

かし︑昨年度の豪雪やここ数年

には堤体ＪＶの主催により記念

％の進ちょく率と

規模工事はすべて発注済みと

の大雪傾向を踏まえると決して

式典が執り行われました︒

対して約

日程度

た︒初雪は昨年よりも

日に気象庁から発

なっており︑ほとんどの工事は

油断できない状況であり︑冬本

月

降雪前に完了しております︒ま

番を迎え︑除雪体制には万全を

遅く︑

た︑地区要望に基づく事業につ

期し︑村民の安全・安心の確保

月

いては︑現在︑測量設計業務を

に努めてまいります︒

月の初打設以来︑本年

進めており︑次年度以降速やか

◇建 設 事 業 関 連

23

11
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24

10

15

で８４２名となっています︒ま

学会に約２２００名︑鹿島建設

による﹁ＫＡＪＩＭＡ ＤＸ Ｌ

ＡＢＯ︵カジマディーエックス

ラボ︶﹂への直接見学者は約１

９００名となっており︑いずれ

令和７年

月

︵了︶

日まで

令和４年１月１日から

事

も大変好評を頂いております︒

人

教育委員

任期

美

尾

11

24

20

27

10

に工事着手できるように準備を
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５

雪

（下田）
※新任

横

31

24

10

12

11

11

新型コロナウイルス対策関連情報
子育て世帯等臨時特別支援事業
のお知らせ

新型コロナワクチンの３回目
接種（追加接種）について

令和3年11月19日閣議決定された「新型コロナウ

12月１日から、全国で新型コロナワ

イルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支

クチンの３回目接種（追加接種）が開始

援する臨時特別給付金を支給します。

されました。村では対象者となる方へ順

次の条件を満たす場合、児童1人につき100,000

円を支給します。

①村から令和3年9月分（10月支払い分）の児童手当
の支給を受けた方
②公務員受給者で令和3年9月30日（基準日）時点で、
村に住所を有する中学生以下の児童を養育している
方
③令和3年9月30日時点で、村に住所を有する高校生

での接種を予定していますので、案内が
届くまでお待ちください。
◆対象者

２回目接種完了から原則８か

月以上経過した方で、18歳以上の方
【２回接種後、村に転入された方へ】

村外で２回接種後村に転入し、追加接

種を希望される方は接種券発行申請書の

を養育する父母等
④令和3年10月１日令和4年3月31日までに出生した

提出が必要になります。接種済証・接種
記録書・接種証明書のいずれかをご持参

児童を養育する父母等
※詳しくは、民生課までお問い合わせください。
民生課

次接種券を発送します。２月から診療所

の上、民生課窓口で手続きをお願いしま
す。手続きが遅れると、接種可能な時期

☎４７―３４０５

になっても接種券をお届けできませんの
で、忘れずに手続きをお願いします。

宿泊施設応援キャンペーンwinter
◆助成金額
◆対象期限
◆対象施設

最大4,000円（１泊２食付）
令和４年２月28日（月）チェックアウトまで

なるせ温泉東仙歩

☎４７―３１８１

ペンションきのこ小舎

☎４７―２２５５

民宿

☎４７―２３６８

山野荘

グルメペンション
やまゆり温泉

◆その他

お山の大将

ホテルブラン

☎４７―３７１５
☎４７―３１０４

利用制限はありません。連泊可能です。
秋田県民割、あきた冬割及びGoToトラベルとの併

用が可能です。
現地での精算分のみ対象（事前決済は対象外）とな
ります。
企画課

☎４７―３４０２

【転出予定の方へ】

転出後は村の接種券を使用することが

できません。新たな住所地で転入届提出
時に必ず手続きを行うようお願いします。
民生課

保健師

☎４７―３４０５

使用期限は１月31日まで！
応援クーポン券・生活応援商品券
「東成瀬村応援クーポン券」と「東成
瀬村生活応援商品券」の使用期限は、令
和４年１月31日までとなっています。
期限を過ぎると使用できませんので、
お早めにご使用ください。クーポン券・
商品券に関するお問い合わせは、企画課
へご連絡ください。
企画課

☎４７―３４０２

2021.12 広報

６

叙勲

実さん

令和３年度秋の叙勲において︑

年４月に消防

古谷実さんが瑞宝単光章を受章
しました︒
古谷さんは昭和
団に入団し︑部長︑分団長を経て
年間︑

月に副団長に就任︒平

月に退団するまで

年

年

平成
成

防火・防災活動に尽力されました︒

平成16年 2月16日 日本消防協会から精績章を授与された。

瑞宝単光章

谷
歳・下田︶

吉田正監査委員が

社会教育の

東北地区社会教育委員

充実発展に尽力

令和３年度

連絡協議会表彰

全国表彰

全国町村監査功労者表彰

村代表監査委員の吉田正さん︵田
子内︶が︑功労者として全国町村監
査委員協議会から表彰されました︒
今回の表彰は︑町村監査委員として
７年以上在職し︑その功績が認めら
れたことによるもので県内からは吉

日︑秋田市で開催された秋

連絡協議会表彰を受賞しました︒お

︵岩井川︶が東北地区社会教育委員

るさん︵五里台︶と髙橋忠治さん

の充実︑発展に尽力された高橋かお

委員として長年にわたり︑社会教育

周年記念大会において︑村社会教育

田県社会教育委員連絡協議会結成

月

25

47

おめでとうございます︒

田委員１名が表彰されました︒

▲表彰を受ける吉田監査委員

▲高橋かおる委員（左）髙橋忠治委員（右）

50

11

めでとうございます︒

2021.12

広報

７

歴

賞

月定例会議の開会に先立ち︑村
長から表彰状が伝達されました︒

12

41

12

11

21

25
消防団団員
消防団班長
消防団部長
消防団副分団長
消防団分団長
消防団副団長
退団
昭和47年 4月 1日
平成10年 6月 1日
平成11年 4月 1日
平成15年 5月 2日
平成20年 1月 1日
平成21年12月 1日
平成25年11月30日

消防歴

消防功労
古
︵
71

▲瑞宝単光章を受章した古谷さん

役場からのお知らせ
募集 入居者募集
若者定住促進住宅

募集 会計年度任用職員
（管理栄養士）
を募集します

〇滝ノ沢定住促進住宅２−Ａ

◆職種及び採用人数 管理栄養士１名

〇田子内定住促進住宅１−Ａ
◆規格
◆家賃

木造２階建

２ＤＫ（1階車庫）

◆敷金

３０，０００円
６０，０００円

◆採用期間

令和４年４月１日（金）から

◆勤務地

東成瀬村役場

令和５年３月31日（金）まで

◆職務内容

◆申込み資格

栄養指導業務及び関連事務業務

◆応募資格者

①東成瀬村に定住を希望し、かつ、居住するための住宅

管理栄養士免許を有する方
普通自動車運転免許を有する方

を必要としている者

②入居を許可されたときの年齢が満45歳未満の者（世

◆申込受付期間

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

令和４年１月14日（金）まで
書類選考及び面接

※その他詳細は申込みをいただいた方へ別途ご連絡

④地方税等を滞納していない者であること。

します。

⑤入居希望者又は同居しようとする者が、暴力団員でな
◆申込み期限

令和３年12月20日（月）から

◆選考方法

できること。

いこと。

パソコン操作ができる方

総務課

☎４７−３４０１

令和４年１月１３日（木）

◆入居時期

令和４年２月上旬頃

※申込みは郵送可としますが申込み期限まで必着とします。
詳細はホームページをご覧ください。
企画課

☎４７−３４０２

﹁償却資産﹂の
申告をお忘れなく

農業・商店などの経営や不動産の

賃貸などの事業に用いる構築物・機

械・備品は償却資産と呼ばれ︑土地

2021.12 広報

税金

事業所・個人事業主
の皆様へ

固定資産税の一部免除制度があります

情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サー
ビス業、コールセンターに係る事業等を指します。

や家屋と同様に固定資産税が課税さ

に村外の顧客に向けて販売しているものを指します。
※３

れます︒

村内で生産された農水産物または、当該農水産物を原材
料として製造、加工、調理されたものを、店舗において主

償却資産の所有者は︑毎年村に申

対象資産の圧縮記帳後の合計価格です。

※２

告が必要であり︑新規に事業を始め

※１

た方や今年度中に償却資産がなく

500万円以上
５，
０００万円超
機械・装置、
建物・附属設備、 1,000万円以上
１億円以下
構築物の新増設に係る取得
2,000万円以上
１億円超

なった方︑事業を辞めた方も対象と

500万円以上

なります︒

改修等に係る取得

昨年度申告があった方には申告書

５，
０００万円以下 構築物の新増設、制作、

農林水産物等
販売業※２
情報サービス
業等※３

を送付しますが︑別途用紙の送付を

機械・装置、
建物・附属設備、

令和３年
４月１日以降

製造業
旅館業

希望される方や記入方法が不明な場

象

過疎地域の持続的発展の支援に関
する特別措置法の施行により︑次の
要件を満たすことで︑当該資産に対
する３年間の固定資産税の免除を受
けることができます︒
建物等については新増改築︑修繕
または模様替えのための工事により
取得または建設したものが対象とな
ります︒
また︑土地については取得の日の
翌日から起算して︑１年以内に当該
土地を敷地とする家屋の建設の着手
があった場合に限ります︒
詳しくは税務課へお問い合わせく
ださい︒
税務課 ☎３４１０

対

合などはお問い合わせください︒

事業者の規模
（資本金等）

令和４年１月１日時点で︑

取得価格※１
取得時期

①対象者

土地︑家屋以外の

村内に事業用の償却資産をお持ち

の方

②申告する資産

有形固定資産であり︑確定申告で

令和４年１月 日
︵月︶

☎３４１０

﹁減価償却費﹂を費用計上する資

産

③申告期限

税務課

31

税金

８

information

児童
福祉

令和４年度
保育施設利用申込み受付
及び相談会のお知らせ

募集
福祉

◆助成内容

令和４年度の保育施設（なるせ保育園等）利用申込
み受付及び相談会を次のとおり開催します。利用を希
望される方は、関係書類を持参のうえおいでください。
◆日時

令和４年１月30日（日）

◆場所

防災情報センター３階

助成します！ 灯油購入費
非課税世帯１世帯につき１万円分の灯油

購入券を交付します。

◆助成対象者

令和３年12月１日において、村に居

住地を有する方であって、令和３年度の村民税非課
税世帯の世帯主（居住の実態がない、または冬期間
村外の他の世帯などに滞在している方は除く）

午前９時から11時まで

◆助成方法

対象となる方には、12月下旬まで灯油

購入券を郵送します。

○現在ご利用中で次年度も継続希望の方

再度申請が必要です。近日中に申請用紙を送付しま

◆利用可能店

すので必要事項をご記入のうえ持参してください。

〇（株）こまちライフサービス仙人給油所

役場民生課に申請用紙がありますので事前にお取り

〇佐々由商店給油所

○初めて申込みをされる方

寄せいただき必要事項をご記入のうえ持参してくだ
さい。（ホームページよりダウンロードできます）

☎４７−２１７４
◆利用期限
民生課

令和４年２月28日（月）
☎４７−３４０３

見本

※就労証明書は勤務先で作成していただき、提出して
ください。
※上記の日程で都合がつかない方は、２月４日（金）
までに民生課へ提出してください。
民生課

☎４７−３４０５

74

日本脳炎（第Ⅱ期）

2021.12

高校３年生に相当する年齢の方
※現在ワクチン供給が不足しており、
お待ちいただくことがあります。

忘れずに受けましょう

破傷風・ジフテリア
（DT） 小学校６年生

健康
医療

各種予防接種

年長児

次の定期予防接種対象の方には︑

麻疹・風疹（MR）

個別に案内を送付しています︒忘れ

今年度６５歳になる方、７０・７５・
８０・８５・９０・９５・100歳になる
方でこれまで未接種の方

ず︑年度内に受けるようお願いしま

高齢者用肺炎球菌
ワクチン

す︒

対象年齢

日本脳炎Ⅰ期初回対象者で未接種
※
の方も︑忘れず受けるようお願い

広報

40

します︒

民生課 保健師 ☎３４０５

９

予防接種の種類

31

お済みですか？

子育て世代包括支援センターでは、
妊娠（不妊）、出産、子育てに関す
る相談会を次のとおり開催します。
◆日時 令和 4 年１月 12 日（水）
１月 26 日（水）
午前 10 時から正午まで
◆場所 防災情報センター１階
※上記以外でも随時相談を受け付け
ております。
子育て世代包括支援センター
（民生課内）☎４７−３４０５

国保

特定健診︑後期高齢者健診

お気軽にご相談ください！

村国保に加入している から 歳
までの方に対する特定健診と後期高
齢者健診は︑秋田県内の協力医療機
関でも受診可能です︒
検診対象者調べで医療機関受診を
希望された方には︑受診券を送付し
ていますので︑まだ受診していない
方は是非受診してください︒
・受診券の有効期限は令和４年３月
日までです︒
・受診の際は︑事前に医療機関へ予
約をお願いします︒
・医療機関用の受診券と健康保険証
が必要です︒
受診券を無くした方や︑総合検診
で受診せず今後医療機関での受診を
希望される方は︑民生課保健師まで
ご連絡ください︒
民生課 保健師 ☎３４０５

相談

☎４７−２３１２

役場からのお知らせ

除雪作業にご協力をお願いします

路上に大量の雪を置かない
路上に大量の雪を出されると道路
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

流雪溝のフタを開けたままにする

協力して除雪時間をずらすなど︑

れ出す恐れがあります︒近所の方と

路上駐車をすると除雪作業の妨げ
になるので︑絶対にやめましょう︒

除排雪中の事故に
注意しましょう！

昨シーズンは記録的な豪雪に見

舞われ︑村では４件の人的被害と

１５７件の建物被害が発生しまし

た︒

雪の事故防止のため︑除排雪作

業を行う場合は安全対策を万全に

して行いましょう︒

安全対策のポイント

・こまめに休憩しましょう

・２人以上で作業しましょう

やむを得ず１人で作業する場合
※
は︑家族や近所の方に声をかけ

てから作業しましょう

・雪下ろしの際は︑ヘルメット・

命綱・安全帯を装着しましょう

・﹁はしご﹂を使用する場合は︑

しっかり固定しましょう

・携帯電話を持って作業しましょ

う

・除雪機を使用する際は周囲をよ

く確認しましょう

・落雪に注意しましょう

屋根に積もった雪が落ちてくる
※
可能性があるので︑軒下には近

☎３４０３

づかないようにしましょう

民生課

10

2021.12 広報

道路沿いの樹木管理のお願い
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︒
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
や枝払い等の処置をして適切な樹木

☎３４０８

管理をお願いします︒

建設課

▲路上に雪を出すと通行の妨げになります

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く
ださい︒また︑道路敷地にはみ出し

流雪溝に一度にたくさんの雪を

て物を置かないでください︒

故のないスムーズな除雪作業にご協

投入しない
流雪溝に一度にたくさんの雪を流

と︑通行人が落下する恐れがあり大

﹁ゆずり合いの心﹂をもって対応し

すと︑下流で雪が詰まって水があふ

変危険です︒また︑除雪車が開いて

ましょう︒

と除雪車を破損する恐れがあります
ので︑使用後はキチンと閉めましょ
う︒︵個人の不注意により破損した
ときは︑修理費を負担していただく
場合もあります︶

路上駐車をしない

いる流雪溝のフタに衝突して︑フタ

流雪溝のフタはきちんと閉じる

力をお願いします︒

ます︒次の点にご注意いただき︑事

ため︑冬期間の除雪作業を行ってい

村では道路交通の安全を確保する

除雪

information

日︑防災情報センターにお

災害に備えて
自主防災組織研修会
月

いて自主防災組織研修会を開催しま
した︒
今年５月に改正された災害警戒レ

日︵日︶
時まで

季節を感じよう

華道教室 体(験型 芸術・趣味コース︶

毎月１回︑木曜日の午前９時から
華道教室をふる里館で開催していま
す︒この教室では︑前後左右の立体
感や空間を意識しながら季節の花を
生けます︒春夏秋冬それぞれの季節
月

日︵木︶に開催し︑正月用

が感じられ心が癒やされます︒次回
は

の花を生けます︒

無料人権相談所を
開設します！

◆日時

︑ 日
︵金︶

時から午後３時まで

大曲支局

☎０１８７２１００

秋田地方法務局

湯沢生涯学習センター

午前

令和４年１月

す︒︵申込み不要・相談無料︶

の相談を人権擁護委員がお受けしま

近隣との争いごと︑扶養・相続等

▲先生に習って

ベルの変更点についての説明と︑村

令和４年１月

成人に対する
ＡＥＤを含んだ
普通救命講習会です
◆日時

午前９時から

湯沢雄勝広域消防本部２階
講堂
名

無料︵普通救命講習Ⅰの

23

で配備している避難所用テントと段
ボールベッドの設置訓練を行い︑災
害発生のおそれがある場合の行動や
避難所開設時の準備について確認し
ました︒
災害の被害は︑日頃の準備によっ
て減らすことができます︒各家庭で
も災害時の行動について話し合い︑
災害に備えましょう︒
☎３４０３
◆会場
◆定員
◆受講料

修了証が交付されます︶
湯沢雄勝広域消防署
☎０１８３３１５１

◆申込み・問
救急班

相談

◆場所

28

▲段ボールベッドの設置訓練

筆記用具を持参のうえ︑動きやす
※
い服装でおいでください︒

12

29

民生課

▲避難所用テントの設置訓練

生涯
学習

教育委員会 ☎３４１５

14

▲季節の花を生ける

▲クリスマス

12 23

感染症対策としてマスクの着用を
※
お願いします︒

2021.12
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防災
11

新型コロナウイルス対策関連情報
子育て世帯等臨時特別支援事業
のお知らせ

新型コロナワクチンの３回目
接種（追加接種）について

令和3年11月19日閣議決定された「新型コロナウ

12月１日から、全国で新型コロナワ

イルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支

クチンの３回目接種（追加接種）が開始

援する臨時特別給付金を支給します。

されました。村では対象者となる方へ順

次の条件を満たす場合、児童1人につき100,000

円を支給します。

①村から令和3年9月分（10月支払い分）の児童手当
の支給を受けた方
②公務員受給者で令和3年9月30日（基準日）時点で、
村に住所を有する中学生以下の児童を養育している
方
③令和3年9月30日時点で、村に住所を有する高校生

での接種を予定していますので、案内が
届くまでお待ちください。
◆対象者

２回目接種完了から原則８か

月以上経過した方で、18歳以上の方
【２回接種後、村に転入された方へ】

村外で２回接種後村に転入し、追加接

種を希望される方は接種券発行申請書の

を養育する父母等
④令和3年10月１日令和4年3月31日までに出生した

提出が必要になります。接種済証・接種
記録書・接種証明書のいずれかをご持参

児童を養育する父母等
※詳しくは、民生課までお問い合わせください。
民生課

次接種券を発送します。２月から診療所

の上、民生課窓口で手続きをお願いしま
す。手続きが遅れると、接種可能な時期

☎４７―３４０５

になっても接種券をお届けできませんの
で、忘れずに手続きをお願いします。

宿泊施設応援キャンペーンwinter
◆助成金額
◆対象期限
◆対象施設

最大4,000円（１泊２食付）
令和４年２月28日（月）チェックアウトまで

なるせ温泉東仙歩

☎４７―３１８１

ペンションきのこ小舎

☎４７―２２５５

民宿

☎４７―２３６８

山野荘

グルメペンション
やまゆり温泉

◆その他

お山の大将

ホテルブラン

☎４７―３７１５
☎４７―３１０４

利用制限はありません。連泊可能です。
秋田県民割、あきた冬割及びGoToトラベルとの併

用が可能です。
現地での精算分のみ対象（事前決済は対象外）とな
ります。
企画課

☎４７―３４０２

【転出予定の方へ】

転出後は村の接種券を使用することが

できません。新たな住所地で転入届提出
時に必ず手続きを行うようお願いします。
民生課

保健師

☎４７―３４０５

使用期限は１月31日まで！
応援クーポン券・生活応援商品券
「東成瀬村応援クーポン券」と「東成
瀬村生活応援商品券」の使用期限は、令
和４年１月31日までとなっています。
期限を過ぎると使用できませんので、
お早めにご使用ください。クーポン券・
商品券に関するお問い合わせは、企画課
へご連絡ください。
企画課

☎４７―３４０２

2021.12 広報
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叙勲

実さん

令和３年度秋の叙勲において︑

年４月に消防

古谷実さんが瑞宝単光章を受章
しました︒
古谷さんは昭和
団に入団し︑部長︑分団長を経て
年間︑

月に副団長に就任︒平

月に退団するまで

年

年

平成
成

防火・防災活動に尽力されました︒

平成16年 2月16日 日本消防協会から精績章を授与された。

瑞宝単光章

谷
歳・下田︶

吉田正監査委員が

社会教育の

東北地区社会教育委員

充実発展に尽力

令和３年度

連絡協議会表彰

全国表彰

全国町村監査功労者表彰

村代表監査委員の吉田正さん︵田
子内︶が︑功労者として全国町村監
査委員協議会から表彰されました︒
今回の表彰は︑町村監査委員として
７年以上在職し︑その功績が認めら
れたことによるもので県内からは吉

日︑秋田市で開催された秋

連絡協議会表彰を受賞しました︒お

︵岩井川︶が東北地区社会教育委員

るさん︵五里台︶と髙橋忠治さん

の充実︑発展に尽力された高橋かお

委員として長年にわたり︑社会教育

周年記念大会において︑村社会教育

田県社会教育委員連絡協議会結成

月

25

47

おめでとうございます︒

田委員１名が表彰されました︒

▲表彰を受ける吉田監査委員

▲高橋かおる委員（左）髙橋忠治委員（右）

50

11

めでとうございます︒
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歴

賞

月定例会議の開会に先立ち︑村
長から表彰状が伝達されました︒

12

41

12

11

21

25
消防団団員
消防団班長
消防団部長
消防団副分団長
消防団分団長
消防団副団長
退団
昭和47年 4月 1日
平成10年 6月 1日
平成11年 4月 1日
平成15年 5月 2日
平成20年 1月 1日
平成21年12月 1日
平成25年11月30日

消防歴

消防功労
古
︵
71

▲瑞宝単光章を受章した古谷さん

ここは、みなさんが主人公になるコーナーです。
情報お待ちしていますっ！

ここは、みなさんが主人公になるコーナーです。
情報お待ちしていますっ！

ALT

Relaxing season change
リラックスした季節の変わり目
With the fall season ending, and winter soon
arriving, it is the perfect time to go outside to
hike and take pictures. Suzi and I decided to
travel to Fudo-taki and get some photos to

Bryan Charles Benjamin Lewis

（ブライアン・チャールズ・ベンジャミン・ルイス）
父の転勤でスイス、アメリカ、フランス、
ドイツ、シンガポールなど、多くの国に滞
在していました。
村に住む３年前までは、アメリカで農業協
同組合のCFO（最高財務責任者）を務めて
いました。
趣味は車、パソコン、カメラです。
宜しくお願いします！

send to our families.
While it is still cold, drinking hot cocoa and
eating local pickled daikon made for a relaxing
picnic.

秋が終わりもうすぐ冬が来るので、外に出てハイキングや
写真撮影をするのに最適な時期です。 スージーと私は不
動滝に行き、写真を撮って家族に送ることにしました。
寒い中でしたが、ホットココアを飲んだり大根漬けを食べ
たりして、リラックスしたピクニックを楽しみました。

▲不動滝をバックにスージー先生を撮影

きて
たんせ

おらほの図書館

ジップ＆キャンディ

〜ロボットたちのクリスマス〜
西野

亮廣

著／幻冬舎

漫才コンビ キングコング
の西野亮廣さんの作品。
新型ロボットのジップは、
旧型ロボットのキャンディに
恋をした。クリスマスに会う
ことを約束したが、キャン
ディのメモリー機能に異変が…。恋するすべての
人へ贈る、感動のクリスマス・ストーリー。

※ALT=「Assistant Language Teacher」
の略。外国語指導助手。

ぞうのボタン

―字のない絵本―

うえの

のりこ

作／冨山房

なるせ
児童館

図書室

ぞうがいます。おなかにボ
タンを4つつけています。その
ボタンをはずすと、中から出
てきたのは…？
文字がない絵本なので、逆
に想像力をふくらませて自由
に楽しめる絵本です。

〜おしらせ〜

１月の休館日 1 日（日）から 3 日（月）まで
10 日（祝）
、16 日（日）
、30 日（日）
おはなし会 15 日（土）10 時 30 分から

ツイッター
やってます。
@NaruseLibrary
2021.12 広報
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成瀬ダム工事事務所

ダム本体工事の進捗状況（令和3年11 月 末時点）
ダム上流側上空から撮影した写真
＜ダム堤体施工進捗状況＞
全体計画
485万m3
R2年度まで
35万m3
R3年度施工量
80万m3

Ｒ３年11月１7日撮影

R3年11月末進捗率約 24%
※コンクリート部を含む。
ＫＡＪＩＭＡ ＤＸ
ＬＡＢＯ

造成岩盤
（コンクリート）

A測線

原石山採取工事の進捗状況（令和3年11月末時点）
原石山上空から撮影した写真

＜原石山採取施工進捗状況＞
全体計画
216万m3
R2年度まで
45万m3
R3年度施工量
95万m3

R3年11月末進捗率約 65%
Ｒ３年11月17日撮影
19
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※コンクリート部を含む。

◆
成
瀬
ダ
ム
情
報
◆
令
和
３
年
度
の
成
瀬
ダ
ム
進
捗
状
況
に
つ
い
て

テレマークスキーに挑戦
青西

靖夫

たいと思っていますので︑是非︑こ
ちらの方もチャンネル登録していた

月にかけては︑天江で

の原木きのこ栽培や平良でのいぶり
だければと思います︒

月から

がっこや紋漬け︑なるせ加工研究会
の平良カブの麹漬け︑生涯学習講座
の﹁家庭菜園﹂の様子などを撮影さ
せて頂きました︒ご協力頂いた皆
様︑ありがとうございました︒

▲村道日影線周辺から撮影

山の方は一休みですが︑紅葉や初
雪の東成瀬村の様子などを動画やブ
ログで紹介していますので︑よろし
月末には新しい動画

ければ覗いてみてください︒
そして︑
チャンネル﹁テレマークスキーに挑
戦

ひがしなるせのあおチャンネル
―

大貴

お久しぶりです︒協力隊の鈴木で

す︒前回は６月の広報で私の活動報

告をしましたが︑今回はそれ以降の

私の活動を報告します︒

日︵火︶に

20

2021.12 広報

観光物産協会で活動中！
鈴木

まず︑以前と大きく変わった点

は︑所属が農林課から観光物産協会

へ変わったことです︒理由はいろい

ろありますが︑私の活動の幅が広が

るのではないかと配慮していただき

ました︒

観光物産協会での主な活動は︑村

の観光ＰＲの手伝いです︒村の観光

サイトに掲載する写真を撮影した

り︑イベントの事務作業を手伝った

りしています︒今月の広報と一緒に

配られている﹁年の瀬朝市﹂のチラ

月

シも私が作成しました︒

﹁年の瀬朝市﹂は

しください！

▲天正の滝を撮影

役場前車庫で開催します！是非おこ

28

▲テレマークス
キーに挑戦
―ひがしなるせ
のあおチャンネ
ル２―

▲紋漬け（平良地区）

２ ―
﹂を開設しました︒私自身がは
じめて﹁テレマークスキー﹂に挑戦

12

12

11

しつつ︑その魅力をお伝えしていき

▲テレマークスキーに挑戦！

▲観光物産協会にいます

▲イワナが釣れました！

10

ふるさとへの便り

投稿者に懐かしさを重ねて

越して間もなくの頃︑当時住

所にＡＴＭだけが置かれていた︒

電器屋さんも︒銀行のあった場

る︒よく行った魚屋さんがない︒

んでいた集合住宅を見にいった︒

過ぎし歳月と割り切るには心寂

ることになろうとは︒

集合住宅は跡形もなく一戸建て

しい︒表通りから住宅地に入る︒

れる︒その一方で︑当時の面影

の住宅地に変貌していた︒時の

その後︑何度か車で通り過ぎ

を残す住宅や空き家も見受けら

比較的新しい住宅が目につく︒

ることはあったが︑車を止めて

れた︒

流れとはいえ心に感じるものが

まで降り立つことはなかった︒

来年４月︑地域内にある二つ

二世帯住宅と覚しき住宅も見ら

休日の暇つぶし程度と考えて

思い出が失せたわけではない︒

の小学校が統合になるという︒

あった︒

に懐かしさが重なる︒かれこれ

いたがとんでもない︒試合後の

いつでも来られる﹁近場﹂の思

世代交代がうかがえる場景の中

ていた︒また︑市の大会などに

年も前の話になる︒娘︵小学

飲み会は言うに及ばず︑ミー

いがあったから︒

興味深く読ませてもらってい

校︶のＰＴＡ﹁ソフトボール大

ティングと称する飲み会やバー

も参加する根っからのソフト

会﹂に参加しての帰り際︑校門

ベキュー︑カラオケなどの誘い

懐かしい投稿者︒名前が同じ

る朝刊の投稿欄︒投稿者の名前

を出たところで見知らぬ男性に

の電話︒たまに家にいると︑妻

だけかもしれない︒いや︑間違

ボール好きおじさんたち︒

声をかけられた︒地域のソフト

に﹁今日は何もないの﹂と言わ

いない︒そう思うと︑無性に

に目が留まる︒記憶に残る名前

ボールチームへの誘いであった︒

れる始末︒子供たちにも評判の

﹁懐かしい情景﹂の中を歩いて

されている住宅団地︒娘たちが

分ほど︑公営の集合住宅が併設

休日の朝︑やや早めに出かけ

と言う︒

あっさりと︑﹁行ってみようか﹂

ｔｏｋｏ

に少子高齢化を実感する︒

一回り以上も上に見える男性の

悪い父親になってしまった︒

みたくなった︒あまり期待せず︑

地域にソフトボールチームが

生まれ育った地︒その娘たちが

る︒あらかじめ決めていたルー

妻 に 声 を か け て み る ︒意 外 に

もうひとつあった︒そちらは比

小学５年と２年の春︑仕事の関

トを歩く︒賑やかだった表通り

最寄りのＪＲ駅からバスで

熱心な誘いに根負けした格好に
なった︒以来︑その男性と友人
たちに親しいつき合いをしても

較的若いチーム︒私の入った

係から転居することになった︒

らった︒

チームはいわゆるおじさんチー

それから

たシャッターにわびしさを感じ

の商店街︒閉めたであろう錆び

ム︒その２チームと近隣の数

の生まれ育った近くに戻って来

数年︒また︑娘たち
チームでリーグ戦を活発に行っ

30
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Ａターンフェア

秋田

秋田県では、県内就職希望者を対
秋田」を開催します。

象 と す る 就 職 イ ベ ン ト「 Ａ タ ー ン
フェア
当日は、県内企業がブース出展し、

公益財団法人秋田県ふるさと定

○服装、入退場自由
問
住機構
☎０１８（８２６）１７３１

就職を希望する新卒者の皆様へ
秋田新卒応援ハローワークや県内

個別面談を行うほか、Ａターン就職
相 談、 移 住 相 談 等 を お 受 け し ま す。

のハローワークでは「新卒者集中支

行っています。気軽にご利用くださ

けた様々な支援やサービスを無料で

のコーナーでは、皆さんの就職に向

また、今回は特設サイトでオンライ

日（木）

援コーナー」を開設しています。こ

月

ン面談を同時開催することとなりま
した。
令和３年
時から午後３時まで

▼日時
午前

問

ハローワーク湯沢
☎０１８３６１１７

公 共 職 業 訓 練（ ハ ロ ー ト レ ー ニ
ング）について
▼ 訓 練 科（ 定 員 ） テ ク ニ カ ル オ ペ

込みをされた方で、新たな技術・技

秋田職業能力開発促進センター

能を身につけて再就職を希望される

方

問

（ポリテクセンター秋田）訓練科

受講生支援室

☎０１８（８７３）３１７８

交通事故の損害賠償問題でお困
りの方へ

自動車事故の被害にあわれ、示談

をめぐる損害賠償の問題でお困りの

名）
令和４年３月２日（水）

レーション科（
▼訓練期間

ハローワークに求職申

問

公益財団法人交通事故紛争処理

りますのでご確認をお願いします。

（注）ご相談になじまない場合もあ

まずは、電話で予約をお願いします。

弁 護 士 費 用 は 一 切 か か り ま せ ん。

も安心です。

律知識がなくても、交渉に不慣れで

被害者ご本人に損害賠償問題の法

いをします。

場で、当事者間の紛争解決のお手伝

方へ、弁護士が「中立・公正」な立
分から午後

日（火）まで（６

から令和４年８月
か月）

午前９時
分まで

▼訓練時間
３時
い。

上市）
令和４年１月５日（水）

ポリテクセンター秋田（潟

▼会場

▼支援対象者

▼募集期間

日（金）まで
無料（テキスト代等は自
▼応募資格

己負担です）

▼受講料

から令和４年１月

▼会場

ル秋田４階及びオンライン

学・短大・専修学校等の学生、高校生、

ＡＮＡクラウンプラザホテ

▼対象等

中学生、卒業から３年以内の既卒者
求人情報の提供・応募

就職を希望する大

○県内就職を希望する方（一般・学

▼支援内容

日時

生、県外在住・県内在住問わず）

30

東成瀬村巡回相談

書類の指導・面接指導・個別求人開
拓等

担

当

1 月 24 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
開催日
時 間
場 所
30

自立相談支援事業
○予約不要（オンライン面談は要予
約）

1 月の心の健康相談

28

30

15

in
12

１月 11 日（火）
10：00 ～ 12：00
場所 東成瀬村保健センター
問 秋田県南福祉事務所
企画福祉課
☎０１８２－３２－３２９４
40

in

11
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☎０２２（２６３）７２３１

センター仙台支部
提出すると、相続登記、相続税の申

を発行する制度です。この証明書を

的な証明書を無料で必要とする通数

☎０１８（８６２）１１７４

問

があればお問い合せください。

もご案内しています。ご不明な点等
秋田地方法務局登記部門

告、年金手続、預貯金及び保険の払
い出し等の際に戸籍謄本等の提出が

戸籍謄本等と相続人を一覧にした図

こ の 制 度 は、 相 続 が 発 生 し た 際、
度です。この制度のご利用方法等に

続関係手続が行える非常に便利な制

うことができるなど、スムーズな相

どと電話があり、そのつもりで来訪

「古着や不要品を買い取ります」な

不要となり、複数の手続を同時に行

（法定相続情報一覧図）を法務局に
つきましては、法務局ホームページ

を 承 諾 し た の に、 最 初 の 話 に は な

「法定相続情報証明制度」を利用
しよう

提出していただくと、登記官が確認
に掲載しており、お近くの法務局で

最 近、 身 近 な と こ ろ で こ う し た
消費生活相談が増えています

した上で、法定相続人を特定した公

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

かった貴金属の買い取りを持ちかけ
られる訪問買取の相談が寄せられて

願いします。

湯沢雄勝ＬＰガス協議会事務局

います。

問

（株式会社高田屋内）

一旦、買い取られてしまった商品
を返品してもらおうとしても、さま

☎０１８３８１２０

れました。

ホ、タブレット等の端末）が拡充さ

設備投資の範囲（パソコン、スマ

改善助成金が使いやすくなりました

最低賃金の引き上げに向けて業務

秋田労働局からのお知らせ

ざまな理由をつけられ取り戻せない
ことがほとんどです。
事前に電話で承諾した内容とは異
なる物の買取を勧誘する行為は、法
律で禁止されています。むやみに貴
金属を見せない、触らせないよう注
意しましょう。
困ったときはすぐに役場または秋

田県生活センターに相談しましょう。

問

秋田労働局雇用環境・均等室
問

☎０１８（８６２）６６８４

秋田県生活センター南部消費生
活相談室（秋田県平鹿地域振興局内）
☎０１８２㊺６１０４
または消費者ホットライン１８８
（いやや）へ。

2021.12
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ル

イド
ア
の
家
が
我

11月の
東成瀬村

伊勢谷

さ

咲

き

葵

ちゃん

令和２年６月19日生
下田／亨・宏子さん

「日本で最も美しい村」連合
に加盟しています。

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116１日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 ２０3７日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
21３日
〜令和3年5月2日より〜

慶弔（敬称略）
母ちゃんには甘えん坊！ 父ちゃんにはツンデレ！
これからも兄妹仲良く過ごしてね!
家族のみんなより

◆ごめいふくをお祈りします
備

前

洋

一 （61） 岩井川

菅

原

勝

子 （83） 手

鈴

木

秀

男 （85） 幸寿苑

後

藤

百合子 （89） 滝ノ沢

倉

今月の一枚

村の人口と世帯
●人

口

男 1,221人 (− 7)
女 1,206人 (− 6)
計 2,427人 (−13)
●世帯数 937戸 (−9)
●出生 ０人 ５人〕●死亡 ４人 34人〕
●転入 ２人 42人〕●転出 11人 69人〕

注( )内は前月比、
〔 〕
は令和３年４月から

東成瀬村の地域おこし協力隊が
You Tube で動画を公開しています!

サンタさんくるかな…
要〜KANAME〜

クリスマスツリー飾りつけ なるせ保育園
撮影 広報担当

東成瀬村
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in Japan
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ひがしなるせ
ひがしなるせの
あおチャンネル

秋田に移住した
テスラ乗りの記録
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