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1 秒でも早く正確に
7月3日

消防訓練大会

案

日までの日

活力ある村づくり」 に全力を注ぐ
村長が所信を表明
令和４年村議会６月定例会が︑６月 日から７月
13

程で開催され︑副村長の選任や令和３・４年度補正予算など
20

30

件が︑全会一致で可決・同意されました︒

により地方交付税や税収等が増加し︑

村財政は一息つける状況にあります︒

このたびの村長選挙では︑村民の

な少子高齢化の到来と財政の悪化が

もに急激な人口減少が生じ︑本格的

村長所信表明
皆様を始め各方面から力強い御支

懸念されております︒

しかしながら︑この事業の終了とと

援・御厚情を賜り︑無投票で初当選

年にわた

今日の村を築き︑発展させてきた

本的な指針として︑次の３項目を掲

後４年間における私の村政運営の基

そうした事態に対処するため︑今

先人・先達の皆様と６期

げました︒

の栄に浴することができました︒

り精力的な行政運営と村内外におけ
る地方自治の発展に貢献されました

る人口減少や地域経済縮小を克服す

一つ目として︑喫緊の課題でもあ

る中でも︑安らぎを実感できる活力

行政経験を生かし︑﹁人口が減少す

雪地帯の指定をうける本村では最も

着実な推進︑二つ目として︑特別豪

指す﹁第５次東成瀬村総合計画﹂の

うるおいのある協働の村づくりを目

佐々木前村長に対し︑改めて敬意と
年余りの

ある村づくり﹂を村民の皆様ととも

現下の社会経済情勢は︑新型コロ

規模縮小に備えた財政運営の健全化

として︑急激な人口減少に伴う財政

ソフト両面の生活環境整備︑三つ目
ナウイルス感染症による厳しい制限

そして︑これらの基本方針の前提

であります︒
ロシアのウクライナ侵略により︑世

として︑これからの高齢社会へ適切

に対処し︑村民の皆様の健康や安心

和２年国勢調査における人口は県内

ダム建設事業が実施されており︑令

和８年度を期限とする国直轄の成瀬

このような状況の中︑本村では令

ればなりません︒

延ばす︑そのような村づくりでなけ

め︑人々の交流と学びが健康寿命を

くりや生きがいづくりを更に推し進

加してみたいと思えるような健康づ

安全な暮らしを支えるためには︑参

で唯一増加に転じております︒これ

騰しております︒

穀物等の国際商品の価格は軒並み高

界規模で不確実性が高まり︑原油や

は徐々に緩和されつつありますが︑

ございます︒

重要となる雪対策を考慮したハード︑

41

に築くため︑全力を傾注する覚悟で

これまで村に奉職した

るための総合戦略を盛り込み︑心に

24

感謝を申し上げる次第です︒
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「安らぎを実感できる

６月定例会議
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そのためには︑核となる家庭や地
域が助け合い︑主体的に健康を維持
し社会へ参加する意識を促進するた
めの政策を意識する必要があります︒

行政報告
◇ 新型コロナウイルス感染症関連
３回目のワクチン接種状況につき
歳か

ら

ましては︑新たに追加された

を守るという地方自治の基本的な体
現在で

日に地

歳に達

４２７件︑１８１８万６０００円と

令和３年度のふるさと納税は︑２

◇ふるさと納税

した方を対象者とし︑８月

なり︑令和２年度と比べ︑件数で８

◇成人式

域交流センターゆるるんにおいて開

０８件︑金額で１０２万２０００円

村においては︑前年度に

催する予定としております︒

の増加となっております︒

今年度から︑ふるさと納税運営業

務を株式会社ウィルドリブンに委託

◇地域おこし協力隊
地域おこし協力隊については︑４

しており︑この会社は︑県内他自治

４回目接種につきましては︑国の

・１％となり︑希望される

月から５月１日まで新たに７名が着

体のふるさと納税において大きな実

一人取り残さない﹂持続可能な社会
指導に基づいて３回目接種終了後５

一方︑鈴木大貴さんが２年間の任

るさと納税をしていただけるよう期

待しております︒

◇第三セクター関連
７月には２名の新隊員が着任する

日付けで退任し

績があります︒より多くの皆様にふ

任し︑村内での活動を始めておりま

の 実 現 を 目 指 すＳ Ｄ Ｇ ｓ の 理 念 を
か月経過の

期を満了し︑５月

す︒

もって︑村の未来を切り拓いてまい

歳以上の基礎疾患をお持ちの方へ実

歳以上の方全員及び

る所存です︒

ました︒

課題は山積しておりますが︑村民

歳以上の対象者の予約を

１月中旬以降の新型コロナウイル

本日から

予定となっており︑７月１日時点の

の皆様に寄り添い﹁気づく︑考える︑

日からワクチン接種を

始め︑７月

地域おこし協力隊員は
す︒

日間のスキー場臨

日の臨時会議において

約を締結しております︒

契約案を可決いただき︑同日付で契

ては︑４月

栗駒山荘の大規模改修工事につい

ます︒

直し︑好転できるよう努めてまいり

した︒現状の厳しい経営状況を立て

て私が代表取締役社長に選任されま

このような中︑今回の総会におい

厳しい状況となっております︒

時休業などにより︑前年に引き続き

したことによる

粛要請に加え︑社員に感染者が発生

教室の中止︑各種大会や合宿等の自

ス感染症再拡大の影響によるスキー

行動する村政﹂をスローガンに掲げ︑

15 20

名となりま

新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金事業として実施し
ている宿泊助成は︑５月末で２３６
８泊︑９４３万４０００円の利用が
ありました︒
小中学校や村民体育館における感
染防止対策となる環境整備事業は順
調に整備が進んでおり︑稲の種苗に
対する主食用米等作付け支援事業に
ついては︑現在対象者の取りまとめ
を行っております︒
当該交付金事業については︑４月

11

開始する計画です︒

18

に国から交付金の追加配分が行われ︑

21

村民皆様の福祉向上︑生命や財産
制の強化や次代を担う子供たちがこ
住民の皆様への接種は順調に進んで

日

の村に誇りや希望を持ち︑住み続け
おります︒

歳を含めた接種率が︑６月

たいと思える村づくりに向け︑﹁誰

12
27

関連事業にかかる予算を本定例会議

25

20

に提出しております︒
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施することとしております︒村では︑
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17

職員と一丸となり取り組んでまいり
ます︒

▲所信表明する村長

◇定住促進住宅︵仮称︶

◇消防防災関連

◇今春の稲作状況
村内の稲作状況は︑期間を通じ日

照時間が平年より多かったことから︑

日︑仁郷山国

有林内で県外の方による山岳遭難が

ハウス内の温度が高まり︑稲の生育

６月９日及び６月

募型プロポーザルを実施したところ︑
発生しましたが︑２件とも翌日に村

定住促進住宅建設事業について公
１社から参加申込みがありました︒

も概ね順調で︑田植作業も例年並み

て菅生田バイパス線の道路改良工事

を進めており︑今年度の事業完了を

目指しております︒

◇成瀬ダム事業

令和４年度の成瀬ダム建設事業の

計画については︑予算規模が２３２

億３８００万円となっており︑本体

工事や国道３４２号の付替工事等を

継続するとともに︑新たにダム管理

庁舎建築工事に着手する予定となっ
事業は︑岩井川地区において︑枯死

の基礎掘削が完了し︑本体工事は現

工事の状況については︑ダム本体

ております︒
したナラ林の伐倒処理を実施する予

副村長に谷藤氏を選任

ております︒

在︑材料採取︑堤体工事が実施され

然防止と景観向上等のため︑滝ノ沢

のある空間を排除し︑人的被害の未

ノワグマ等の野生動物が潜む可能性

豊かな里山林整備事業では︑ツキ

定です︒

とする︑マツ林・ナラ林等景観向上

秋田県水と緑の森づくり税を財源

◇ 水と緑の森づくり税等林業関
係事業

に終えております︒

遭難捜索救助隊の御尽力により無事
保護しております︒

提出された企画提案書を村プロ
ポーザル審査委員会で審査した結果︑
株式会社鈴木建設工業・積水ハウス
株式会社共同事業体が契約候補者と
して選定されました︒
本定例会議において債務負担行為
の設定を御承認いただいた後︑同事
業体と詳細について協議し︑契約を
締結することとなります︒
建設用地については︑地権者の皆
様との売買契約は締結済みで農地転
用の許可も下りております︒用地購
入費については︑補正予算に計上し
ております︒

地区の菅生田から昨年度実施した平
良地区の間の平野部との境界にある
森林に対して︑除伐などの施業を実
施する予定です︒

◇建設事業

事業については︑昨年度に引き続き

任期

（岩井川 61歳）

◇帯状疱疹予防接種助成事業
村では︑帯状疱疹ワクチン接種に
係る費用負担を軽減することにより
接種を促進し︑発症及び重症化を予
工事関係では︑主に岩井川・入道

宮田上林線の道路改良及び三又岩井

今年度の社会資本整備総合交付金

る費用の一部を助成するための関連

地区内への水道管埋設工事︑また︑

川線等の消融雪施設整備事業を実施

◇簡易水道事業

経費を補正予算に計上しております︒

各家庭の給水管埋設工事及び入道配

ている路線の改良整備を行う計画と

し︑地区要望の実現と通学路となっ

▲救助隊による捜索活動
水池築造工事を実施する予定となっ
ております︒

登

藤

令和４年８月１日から
令和８年７月 日まで

谷

防することを目的に︑予防接種に係
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しております︒また︑新規事業とし

のぼる

31

22

４

2022.７ 広報 ひがしなるせ

新型コロナウイルス対策関連情報

新型コロナワクチンの追加接種（４回目接種）について

３回目接種から５か月が経過した60歳以上の方へ、順次接種券及び接種日程表を送付しています。
４回目ワクチン接種予定は次のようになっています。

①

２月16日までの方

送付済

終了

７月下旬
②

２月17日から２月末までの方

送付済

７月22日から27日まで

８月中旬
③

３月１日から３月末までの方

７月下旬

接種券送付後

８月下旬

等に対する臨時特別給付金

令和４年度住民税非課税世帯

子育て世帯生活支援特別給付金

低所得の子育て世帯に対する

税となった世帯及び令和４年１月以

所得の子育て世帯に対し︑特別給付

食費等の物価高騰等に直面する低

︵ひとり親世帯以外︶

降新型コロナウイルス感染症の影響

金を支給します︒

令和４年度に新たに住民税が非課

を受けて家計が急変した世帯に対し

◆支給額

◆申請手続き

対象世帯へ案内及び

児童一人当たり５万円

臨時特別給付金を支給します︒
令和３年度の同給付金の支給対象

い︒

をご確認のうえ︑申請してくださ

申請書をお送りしますので︑内容

・７月下旬頃
万円

世帯︵未申請や辞退した世帯を含む︶
１世帯あたり

は支給対象外です︒
◆支給額

◆支給手続き

受付し︑審査後に随時支給します︒

申請を
対象と思われる世帯には︑７月下

・８月から翌年２月末まで
旬以降に順次︑村から﹁確認書﹂ま

令和４年４月分児童手当及び特別
※
児童扶養手当受給者で令和４年度

①住民税非課税世帯

たは﹁申請書﹂をお送りしますので︑

分住民税均等割が非課税である世

年１月以降の給与明細書︑源泉徴収

村へ申請が必要となります︒令和４

申請時点で住民登録のある市区町

い合わせください︒

がった世帯に該当される方はお問

近の収入が非課税相当の水準に下

令和４年１月以降に新型コロナウ
※
イルスの影響で家計が急変し︑直

帯は︑申請不要です︒

票等収入がわかる書類を添付のうえ

☎３４０５

申請してください︒申請期限は令和

民生課

﹁ひとり親世帯分給付金﹂受給者
※
は支給対象外となります︒

②家計急変世帯

い︒

内容を確認のうえ︑返送してくださ

10
☎３４０１

４年９月末です︒
総務課
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☎４７−３４０５
民生課

４回目接種日
予約受付
接種券送付予定
３回目接種完了日

※18歳以上60歳未満の方で、基礎疾患がある等の理由で４回目の接種を希望される方は、接種券発行

申請が必要です。希望される方は、３回目までの接種済証、お薬手帳等の基礎疾患がわかるもの、本
人確認書類をお持ちのうえ、民生課で手続きをお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策事業
村では、コロナ禍において原油価格や物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担を軽

減するため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」などを財源とした支援事
業を次のとおり実施します。

原油価格高騰対策
農業者支援事業
◆補助対象者及び支援内容

原油価格高騰対策
事業継続支援事業
◆補助対象者

①水稲を作付けしている村内の農業者
・作付面積10ａあたり2千円を交付

（自家用飯米分として10ａは対象外）

・村内に事業所・店舗を有し、村内事業所等におい
て事業を行っている法人
・村内に住所地を有する個人事業主

②村水田収益力強化ビジョンに基づく作物を作

・村有施設の運営管理等を村から受託している事業

・作付面積10ａあたり3千円を交付

◆補助対象経費、支援内容等

付けし、産地交付金の支給対象となった農家

・対象作物

いんげん、平良カブ、ほうれんそ

う、小玉スイカ、なす、だいこん、ねぎ、ア
スパラガス、えだまめ、トマト、いちご、り
んどう、トルコギキョウ

③菌床しいたけを販売目的で栽培している農家
・１農家あたり10万円を交付

※対象となる農業者には、後日個別に通知しま
す。
農林課

☎４７−３４０６

者（村外事業者含む）
①②の対象者を除く補助対象者

事業所の規模（従業員数）により定額を助成します。
・従業員２人以下

助成額 3万円

・従業員３から10人

助成額 7万円

・従業員21人以上

助成額15万円

・従業員11から20人 助成額10万円
②宿泊施設（民宿・キャンプ場を除く）及び社会福
祉施設等を運営する事業者、村有施設の指定管理
または管理運営を受託している事業者

・対象経費

電気料金または燃料費のいずれか

・補助率等

令和４年４月から12月分として支出
した対象経費と前年同月期との差額の

応援クーポン券事業

１／２
※補助金の申請手続き等の詳細は、８月以降に村
HP等でお知らせします。

◆交付対象者

令和４年５月 31 日において東成瀬村の住民

企画課

☎４７−３４０２

基本台帳に記録されている方。（クーポン券
発行日までに死亡・転出された場合は対象外）
◆発行額
◆使用期間

１人あたり5千円

※共通券のみ

令和４年８月１日から翌年１月
31日まで

◆使用店舗

取扱店舗一覧はクーポン券と一緒

に配布します。（村HPにも掲載します。）
※取扱店は随時募集しています。
※クーポン券は、７月下旬から順次発送します。
企画課

学校給食費支援事業
学校給食の食材価格高騰による小中学生保護者
の負担軽減を図るため、給食センターに対し食材
費高騰分を助成します。
教育委員会

事業費

76万円

☎４７−３４１５

☎４７−３４０２

2022.７ 広報 ひがしなるせ

６

役場からのお知らせ

information

３年ぶりに開催

東成瀬村消防訓練大会

７月３日︑多目的グラウンド駐車

場で東成瀬村消防訓練大会が開催さ

れました︒

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため︑小型ポンプ操法のみの実施

となりましたが︑来賓及び多数の応

援団が見守る中で消防団の皆さんは

練習の成果を発揮し︑第３分団第３

部が優勝しました︒

日︵日︶に湯沢市松ノ木グラ

なお︑優勝した第３分団第３部は︑

７月

ウンドで開催される湯沢市雄勝郡支

部消防訓練大会に村の代表として出

場します︒

︻大会成績︼

第３分団第３部︵大柳︶

◆小型ポンプ操法の部

優

第１分団第４部︵平良︶

勝

第２位

票率となりました。

男

ゆ

久

女

1,084
761
323
70.20

合計

2,082
1,511
571
72.57

※選挙区、比例代表とも同数

政党等名称
ＮＨＫ党

得票数

12票

り

日本共産党

50票

無所属

569票

井

ひろお

自由民主党

751票

伊

東

万美子

無所属

88票

参政党

24票

さ

第２分団第２部

︵肴沢・蛭川︶

前回投票率の73.55％を0.98ポイント下回ったものの、全県市町村別では最高の投

石
さ

第３位

◆総合成績

幸

村 岡 としひで

７

第３分団

候補者名（届出順）
本

投開票結果

７月10日に行われた第26回参議院議員通常選挙の本村の投票率は72.57％で、

◆秋田県選挙区開票結果
投票総数
1,511票
有効投票数
1,494票
無効投票数
17票
持ち帰り他
0票
田

勝

髙
橋
峰
︵第３分団第３部︶

第26回参議院議員通常選挙

998
750
棄 権 者 数（人） 248
投
票
率（％） 75.15
当日の有権者数（人）
投 票 者 数（人）

藤

▲優勝した第3分団第3部によるポンプ操法

本村の投開票結果は次のとおりです。

◆投票結果

本

優

佐
藤 龍太郎
︵第１分団第４部︶

投票率は
全県一の
72.57％

◆部門別優秀選手

佐

指揮者

２番員
藤 勝 也
︵第３分団第３部︶

１番員

３番員
伊勢谷
亨
︵第１分団第３部︶

選挙

31
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◆比例代表開票結果
投 票 総 数 1,511票
有効投票数 1,370票
政党等名称（届出順）
幸
日
れ
公
ご
立
国
参
日
日
新
自
社
Ｎ
維

福 実 現
本 維 新 の
い わ 新 選
明
ぼ う の
憲 民 主
民 民 主
政
本 第 一
本 共 産
党 く に も
由 民 主
会 民 主
Ｈ
Ｋ
新政党・新

党
会
組
党
党
党
党
党
党
党
り
党
党
党
風

得票数
1票
93票
43票
290票
1票
103.487票
42.512票
15票
0票
93票
1票
651票
12票
20票
0票

無効投票数
持ち帰り他
政党等の得票数
1票
83票
40票
210票
1票
88.487票
30.512票
14票
0票
89票
1票
515票
11票
17票
0票

※いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数
あん分の際切り捨てられた票数 0.001票

141票
0票
名簿登載者
の得票数
（特定枠除く）

0票
10票
3票
80票
0票
15票
12票
1票
0票
4票
0票
136票
1票
3票
0票

４票

役場からのお知らせ
でない方に︑７月下旬から９月上旬

域連合からマイナンバーカード交

は令和３年度に後期高齢者医療広

住基
戸籍

マイナンバーカード交付
申請書をお送りします

にかけて︑マイナンバーカード交付

付申請書が送付されている方

マイナンバーカードをまだお持ち

申請書が順次送付されます︒

郵送によるカード交付申請のほか︑

スマートフォン等で申請書のＱＲ

コードを読み取ることで︑オンライ

◆失業や病気療養などにより、前年より５割以上

ンでの申請も可能です︒

お問い合わせください。

９月末までに申請すると︑最大２

が減額となる場合があります。詳しくは税務課へ

為等に準ずる行為の被害者として︑

また、次の要件を満たす世帯は、国民健康保険税

万円分のマイナポイントがもらえる

徴収猶予等の納税相談を行っています。

住民票の住所と異なる居所情報を

情により期日まで納付が困難な場合、分割納付や

ため︑早めの申請をおすすめします︒

とに世帯毎に計算して決定されますが、特別な事

登録している方

国民健康保険税額は被保険者の前年の所得をも

是非︑この機会にマイナンバーカー

ドを取得してください︒

相談 国民健康保険税の納税相談について

収入が減少する場合

第５期

11月30日

第３期

9月30日

第６期

12月26日

社会
福祉

次の方には︑交付申請書が送付さ

8月31日

れません︒

第２期

75

歳以上の方で︑令和２年度また

10月31日

◆

第４期

◆令和４年１月１日以降に出生また

8月 1日

は国外から転入された方

第１期

☎㊼３４０４

国民健康保険税・介護保険料 納期限

◆在留期間の定めのある外国人住民

☎４７−３４１０

の方

税務課

民生課

３割以上収入が減少する場合

◆配偶者からの暴力︑ストーカー行

◆新型コロナウイルス感染症の影響で、前年より

後期高齢者医療の被保険者証を２回お送りします

令和４年10月１日から、後期高齢者医療制度の医療費の窓口における自己負担割合に、これまでの「３割」

と「１割」に加え、新たに「２割」が新設されます。

これに伴い、令和４年度は、後期高齢者医療に加入されている全ての方について、被保検者証の更新が２回行

われるため、受け取りにご協力ください。

1回目

7月にお届け

２回目

９月にお届け

今までの被保険者証

新しい被保険者証

新しい被保険者証

〈有効期限〉
令和４年７月31日まで

〈有効期限〉
令和４年８月１日から
９月30日まで

〈有効期限〉
令和４年10月１日から
令和５年７月31日まで

「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、昨年度に引き続き該当される方には、８月１日からの「限度額適用・標準負担額

減額認定証」を７月に被保険者証と一緒にお送りします。被保険者証の裏側にありますのでご注意ください。
「保険料額決定通知書」をお送りしています。

令和４年度の保険料額とお支払方法を通知しましたのでご確認ください。

特別徴収（年金からの納付）の方は、申請することで口座振替に変更できます。

特別徴収の対象にならない方は、普通徴収（口座振替または納付書）による納付となりますが、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がおすすめです。
詳細は民生課までご相談ください。
民生課

☎４７−３４０３
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国民健康保険高齢受
給者証などの更新・
申請について

◆高齢受給者証
８月１日︵月︶から有効の新しい
歳対象︶を︑７月中にお送り

がん治療に伴う医療用
補正具の購入費用助成
について

村では︑がん治療に伴う医療用補
正具︵ウィッグまたは乳房補正具︶
の購入費用を助成しています︒
◆対象者 ︵次のすべてに該当する方︶
・村内に住所を有すること
・がんと診断され︑がん治療を受け
た︑または現に受けていること

つ

う

でんわ

﹁国民健康保険高齢受給者証﹂︵
から
します︒８月１日からは新しい受給
者証で受診してください︒なお︑有
・がん治療に伴い脱毛又は乳房を切

ため、秘密は守られます。）電話でも受け付

まも

き

はなし

こしつ

れんらく

きぼう

うけつけじかんがい

効期限が過ぎた受給者証は︑民生課

除し︑医療用補正具を購入してい

平日午前8時30分から午後5時15分まで

受付日時

子育て世代包括支援センター
（民生課内）☎４７−３４０５

８月は秋田県子ども・子育て支援月間です

にお返しいただくか破棄してくださ
ること

・過去に秋田県及び他の自治体から︑
補正具に要する助成金の交付を受
けていないこと
◆助成対象医療用補正具と助成額
対象者一人あたりそれぞれ１個に
限ります︒
・医療用ウィッグ︵全頭用︶３万円
・乳房補正具
︵補正パッドまたは人工乳房︶
２万円
◆申請書や申請に必要な書類につい

る方はご連絡ください。（個室でお話を聞く

ひみつ

い︒

日

◆限度額適用認定証︑限度額適用・
標準負担額減額認定証
認定証の有効期限は７月
︵日︶です︒新しい認定証の交付を
希望される方は︑８月１日以降に民
生課へ申請してください︒認定証は︑
申請月の初日から有効となります︒
有効期限が過ぎた認定証は︑民生

保険証・印鑑

課にお返しいただくか破棄してくだ
さい︒
◆申請に必要なもの

ては︑民生課までお問い合わせく

そうだんあいて

村民税非課税世帯で過去１年間に
※

受付時間外の相談もできますので希望され

そうだん

せてください。

き

はなし

よ

まどぐち

かい

ど

たた

おとな

助成
ださい︒
☎㊼３４０５

情報センター１階の窓口に寄ってお話を聞か

な

ぼうさい

きがる

つ

う

そうだん

はなし

など

・相談相手がいない

からの相談も受け付けています。気軽に防災

き

・話を聞いてもらえない

みな

こうせい

ちゅう

しょう

まも

けんり

い

ひと

いえ

じょうほう

・大人に、叩かれた・怒鳴られた

の権利を守るために、小・中・高生の皆さん

・友達や家の人にひどいことを言われた

こ

せだいほうかつしえん

こそだ

かんけい

かぞく

ともだち

日を超える入院をした場合は︑

民生課

はな

子育て世代包括支援センターでは、子ども

・友達や家族との関係がうまくいかない

ともだち

けんり

いけん

ひと

いえ

病院の領収書もご持参ください︒
☎㊼３４０３

ひと

あ

けんり

さんか

けんり

まも

そだ

けんり

い

おも

なん

おお

こ

70
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けんり

「生きる権利」「育つ権利」

他の人にとっては何でもないことと思わずに
ほか

権利があります。

・家の人と意見が合わない

「守られる権利」「参加する権利」の４つの

話してみませんか？

子どもには大きく分けて
なや

こんなお悩みありませんか？

はなし

なや

みな

こうせい

ちゅう

74

民生課
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小・中・高生の皆さん、悩みごとをお話してみませんか？
しょう

相談

保険
90

けます。

役場からのお知らせ
information

れる方を対象に、８月１日から有効となるマル福カー

ドをお送りしますので、お手元に届きましたらご確認
ください。

詳細はマル福カードに同封する通知をご覧ください。

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

草刈りを忘れずに行いましょう

カメムシ防除の徹底を！

小・中学生・高校生

※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）」に該当する方（マル福

☎４７−３４０３
民生課

・農道・畦畔の草刈りは出穂 から
日前までに︑できるだけ地域一
斉に除草を行います︒７月下旬か
ら９月上旬まで草刈り禁止期間と
なりますので︑まだ行っていない
場合は忘れず行いましょう︒
・本田の防除薬剤散布は︑出穂 日
後頃と同 日後頃の２回を基本に
行います︒
カメムシ被害が多い状態で色彩選
※
別機にかけると故障の原因となる
ため︑使用をお断りする場合があ
ります︒
農林課 ☎㊼３４０６

ハンターになろう！

狩猟免許の取得を支援します

助成

村では︑ここ数年クマやイノシシ
の目撃件数が増加しており︑農作物
への被害等を防止するため︑鳥獣被
害防止対策実施隊員︵狩猟者︶の確
保や育成に取り組んでいます︒新た
に狩猟免許を取得する方に対し︑費
用の一部︵上限６万円︶を助成しま
す︒また︑秋田県の免許取得や散弾
銃等の購入に係る補助制度も活用で
きますので︑取得を予定している方
はご連絡ください︒
免許取得までは時間を要するので︑
早めに手続きを始めることをおすす
めします︒
農林課 ☎㊼３４０６
雄勝地域振興局農林部
☎０１８３ ５１１１

作品作りの楽しさ！
陶芸教室

陶芸教室は︑週２回︑木曜日と金
曜日の午前９時から岩井川地区防災
センターで開催されています︒粘土
をこねて︑形を作っていく作業に没
頭し︑自分の作品が出来ていく楽し
さと喜びを味わってみませんか︒是
非︑ご参加ください︒次回開催につ
いては︑教育委員会までご確認くだ
さい︒
教育委員会 生涯学習担当

生涯
学習

☎㊼３４１５

▲形作り

方）は、今回の更新はありません。
10

７月 31 日でマル福カード受給者証の有効期限が切

ここ数年︑カメムシ被害により米
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
よりも早く︵前年並︶︑発生量は平
年よりやや多い︵前年よりやや少な
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︒

▲形を整える

カードの対象区分が「７３」「７８」から始まる
15

小学校入学前の児童

24

乳幼児（未就学児）

10

格
資
給
受
者
象
対

社会
福祉
８月１日から有効の福祉医療費
受給者証（マル福カード）を
お送りします

農業

10
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日

釣れたよ、ザリガニ
生き生き東中生

成瀬仙人太鼓

成瀬仙人太鼓の会会長の谷藤勉さ

んを講師にお迎えし︑成瀬仙人太鼓

の練習が１年生から始まりました︒

１年生は全員初心者のため︑２年生

の模範演奏を聴くことからスタート
しました︒

月８日︵土︶開催予定の東中祭

で全校生徒が披露することになって

います︒谷藤さんには︑本番に向け

て４回の練習会でご指導いただく予

定です︒東中祭を楽しみにお待ちく

日にしごと博覧会が行われ

しごと博覧会

６月

ました︒この事業は︑秋田県雄勝地

域振興局が主催し︑キャリア教育の

一環として湯沢雄勝の中学２年生を

対象に実施しているものです︒コロ

ナ禍になってからはオンラインで

行っており︑今年度で２回目の開催

です︒

地域企業の概要︑仕事に対する誇

りや生きがい︑苦労したエピソード

等について伺い︑質疑応答の時間も

積極的に質問をし︑とても充実した

設けていただきました︒生徒たちは︑

▲たくさん質問をしていました

夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

ＩＣＴを活用して
課題解決
小・中連携授業研究会が６月
に行われました︒様々な感染対策を
した上で︑県教育庁の皆様や視察者
の皆様をお迎えし︑５年生が社会
﹁食料生産のさかんな地域﹂の授業
を公開しました︒ＩＣＴを活用し︑
野菜や果物がさかんに栽培される地

10

ださい︒

▲２年生の模範演奏

域の自然条件のヒミツを探りました︒

７月８日に１・２年生が︑生活科
の学習で真人公園へザリガニ釣りに

▲ザリガニいたぞ！

匹釣ることできました︒

▲「せーの！」

子どもたちは熱心に課題解決へ向か
い︑一人一人が自分の言葉でまとめ
ることができました︒

行きました︒初めて釣る１年生に︑
同じグループの２年生がザリガニを
釣るコツや網に入れるタイミングを
教え︑仲よく楽しく活動していまし
〜

た︒どのグループも大漁で︑１時間
ほどで

しながら様子を観察します︒

け選んで持ち帰り︑しばらく世話を

２年生は︑各グループごとに１匹だ

30

30

学びの場となりました︒

広報 ひがしなるせ 2022.７
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20

24

▲タブレットで調べ学習

が大盛況︒子どもたちも限られた時

提出
採用申込書をなるせ保育会にご

詳しくは、なるせ保育会募集係
提出してください。

間の中で︑日頃の成果を精一杯発揮

することができました︒

申込み及び締め切り
選考方法 書類選考及び面接

に採用申込書をなるせ保育会に
令和4年8月31日(水)までに

申込み及び締め切り
令和２年10月９日(金)まで

たごない歩け歩け大会

採用試験
就業内容 令和２年10月25日(日)
献立作成及び調理等

自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

採用予定
採用予定 令和３年４月１日
令和5年4月1日

目標︵完歩︶を達成することができ
ました︒頑張ることの大切さと頑張
れる自分を認める自己効力感を高め
てくれたと思います︒これからも
徐々に色々な行事が再開されるよう
になることを祈るばかりです︒

募集人員
募集人員 法人正職員
法人正職員 １名
１名

なるせっ子運動会

保育士採用試験
栄養士採用試験

乳幼児予防救急

日︑多目的グラウンドで運

一緒に楽しく保育をしませんか！
一緒に楽しく仕事をしませんか！

親子遊走に会場が
大盛況！
６月

す︒当日は天気にも恵まれ︑親子遊

事開催できたことに感謝いたしま

策へのご理解とご協力をいただき無

保護者の皆様方にはコロナ感染症対

模を拡大して行うことができ︑また

動会を開催しました︒昨年度より規

11

走ではコスプレを楽しむ親子に会場

係に問い合わせください。
０１８２−３８−８６１１

▲笑顔で、歩け！歩け！
▲完歩目指して元気にスタート

日常のこころがけが大切

▲真剣なママさんたち

７月５日の﹁なるせっ子広場﹂
は︑雄勝広域圏消防署東成瀬分署よ
り蒔野さん・菅野さんをお迎えし︑
乳幼児予防救急について教えていた
だきました︒人形を使用し︑誤飲や
心肺蘇生などの応急処置を体験した
ママさんたち︒いざという時に知っ
ておくべきポイントなど︑丁寧に分
かり易く教えていただきました︒
▼小児用のAED

▲親子でコスプレ

に問い合わせください。
詳しくは、なるせ保育会募集

３年ぶりの完歩

６月 日︑３年ぶりに﹁たごない
歩け歩け大会﹂が開催されました︒
天気予報は雨で心配しましたが︑雨
は降らず一安心でした︒また︑梅雨
時のじめじめと︑暑い日差しで熱中
症も心配されましたが︑子どもたち
は大変元気で脱落者もなく︑全員が
26

▲一緒にハイ、チーズ！

☎０１８２−３８−８６１１

12
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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！

日︑﹁仙北道を歩こう﹂が

姥懐・柏峠・首もげ地蔵

仙北道を歩こう

６月
開催され︑仙北道を考える会の会員
が古道に設置されている標柱チェッ
クもかねて秋田県側ルートを探索し
ました︒当日は天気にも恵まれ︑古
道から焼石連峰︑今回の山頂︑柏峠
からは東山を望むことができまし
た︒様々な鳥のさえずり︑木々の間
から吹く爽やかな風︑大自然を満喫

が考える土木の未来や成瀬ダム工事について、体

感・学習できる施設です。今年度も施設の見学予約

を受付していますので、是非お申込みください。
（11
月中旬まで予約を受付します。）

予約方法 予約サイトから申込み
集合時間・場所 予約完了後にメールでご案内
参加費
無料
所要時間
約90分

しながら歴史の道古道を堪能しまし
た︒

星と水がおりなす︑夏の氷晶

︵ダイヤモンドダスト︶

岩井川産米使用日本酒（第２弾）
販売開始

昨年度農事組合法人岩井川ファー

ムが栽培した酒造好適米﹁星あか

り﹂を使用した日本酒︵商品名 氷晶

︵ダイヤモンドダスト︶︶が︑先月

に引き続き浅舞酒造株式会社︵天の
戸︶より新たに販売されました︒

販売開始から多方面で高評価をい

ただいており︑あきたこまちが主流

となっている村の稲作農業におい

て︑新たな可能性を模索する第一歩
として期待しています︒

令和３年度の栽培状況や醸造の様

子︑ダイヤモンドダストの特徴など

詳細は天の戸のＨＰから確認できま
す︒

仙人ゆりがお出迎えします！

仙人ゆりは︑﹁秋田プチホワイ

ト﹂という品種で背丈が低く︑花粉

やにおいが少ないうえに小さく可憐

な花を咲かせるのが特徴です︒

今年は国道３４２号と国道３９７

号の分岐点に定植し︑まもなく満開

を迎える時期となる見込みです︒花

盛りの仙人ゆりが︑通行する方々を

見守ってくれることと期待していま

す︒

広報 ひがしなるせ 2022.７
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LABOは、鹿島建設株式会社
DX
KAJIMA

DX

KAJIMA

▲柏峠、東山を望む
▲古道を歩く

☎２３−５１８５

26
LABO

完成した成瀬ダムが体感できます！

◀予約サイト(URL https://coubic.com/
kajima_dx_labo/booking_pages）

鹿島・前田・竹中土木特定建設工事共同企業体

成瀬ダム堤体打設ＪＶ工事事務所

ALT

Summer Fun
夏の楽しみ
Summer is finally here and

いよいよ夏を迎 え 、とても暑いで

it’s very hot! So, I went to the

す！田沢湖に行き、水がとても涼し

beach at Lake Tazawa. The

くてさわやかでした。友達と一緒に

water was very cool and

スワンボートに乗り、たくさんの魚を

refreshing. I even went for a
swan-boat ride with my

見てびっくりしました！ 私たちは魚
に餌を与え、魚は私たちのボートを
追いかけていました。次回は愛犬の

friends. I was very surprised

アキにも田沢湖を楽しんでもらいた

（スージー・オシェィ）

to see many fish! We gave

いです。

アメリカのイリノイ州出身です。
イリノイ大学在学中に神戸の
甲南大学に９ヶ月間通ってい
ました。2018年に東成瀬中
学校のALTに着任しました。
趣味は読書、テレビゲーム、
ランニングです。よろしくお
願いします！

them some food and they

Suzi O'Shea

followed our boat. Next
time, I want to bring Aki so
he can enjoy Lake Tazawa,
too.

日本への旅、帰国した人形
ふる里館企画展
アメリカ合衆国デンバー市に拠点を置く日本館本間
学館長が４０年以上にわたって収集し、村に寄贈され
た７００点以上のコレクション（陶製人形や軍盃）の
一部を展示公開します。

期間 ８月２日から３０日まで（毎週月曜日は休館）
午前９時から午後４時３０分まで
※詳細は別紙のチラシをご覧ください。

せ
きてたん

おらほの図書館

ふる里館

さるのオズワルド

エゴン・マチーセン 作
松岡 享子 訳 ／こぐま社

女人入眼

本のご予約承ります。

☎ 38−8711まで

なるせ
児童館

図書室

ちっちゃくて愛嬌ものの「さる
のオズ ワルド」と仲 間 たち の 物
語。毎日仲間と楽しく暮らしてい
ると、そこへ乱暴で威張りやのボ
スざるがやってきて…
言葉 遊びをしながら社会性の

永井 紗那子 著 ／ 中央公論新社

源頼朝と北条政子の娘・大姫
の入内に材を取った歴史小説。
「鎌倉幕府最大の失策」と呼ばれ
る謎多き事件・大姫入内。
その背後には、政治の実権をめ
ぐる女たちの戦いと、わかり合え
ない母と娘の物語があった。
第 167 回直木賞ノミネート作品。

４７−２２４１

ルールを諭してくれる、一石二鳥のユニークな
絵本。

８月の休館日
おはなし会

〜おしらせ〜

7 日（日） 11 日 ( 祝 )
14 日（日）
6 日（土）10 時 30 分から

ツイッター
やってます。
@NaruseLibrary
2022.７ 広報 ひがしなるせ

14

成瀬ダム工事事務所
原石山展望台からの眺望

◆
成
瀬
ダ
ム
情
報
◆

見学の様子

このバスツアーでしか見ることのできない第３の展望台、
『原石山展望台』です。必見です！
標高480mまでできあがった堤体

CSGの製造設備

標高480m▽

工事用道路を走行し、堤体となるCSGやコンクリートの製
造設備を通り、ダム右岸側の標高480mまで、できあがっ
た堤体の上を通過します。

45

右岸展望広場

10

大型２台、普通車20台の駐車が可能です。

URL h�p://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/

右岸展望広場は「月曜日から土曜日」の「午前9時
から午後4時30分」まで開放しています。
より近くで現場の様子を見ることができるので、今
まで成瀬ダムの現場を見たことがある方も、初め
ての方も！！ぜひ見学にお越しください。
右岸展望広場からの眺望
←ダム本体の工事現場
を間近で眺望できます。

☚アドレス
はこちら

15

重ダンプの大きさや大きな音など、近くでないと
感じることができない迫力を体感してください！

広報 ひがしなるせ 2022.７
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新
し
い
現
場
見
学
が
始
ま
り
ま
し
た
！

７月１日、地域おこし協力隊２名がなるテックの募集管理業務委託
により新たに着任しました。

水澤

敦史

みずさわ

三浦

あつし

葵

みうら

あおい

出身

埼玉県

出身

福岡県

前職

GMO、カカクコムなどIT数社

前職

医療事務、施工管理、一般事務

趣味

フットサル、読書、自然観賞、

趣味

美容 ( ファッション、メイク )、
スポーツ全般、グルメ・料理

キングダム、Mr.Children
今後の意気込み

今後の意気込み

時間や場所を自由に選択して働くため、渋谷

以前は東京で事務職をしていました。
個人としての力を付け、将来場所を選ばず仕

から移住しました。

事ができる環境を作るために入社しました。

豊かな自然の中で仕事をしながら、ITの力で
地域課題を解決したいです。また、全国の町村

まずは自分が村の良さを知り、日本だけでは

との協業やインバウンドの取入れによる新たな

なく世界中に村の魅力を伝えられるよう頑張り

地方創生モデルを作りたいです。

ます。

開催日

7月29日（金）

時間

会場名

地域交流センターゆるるん

参加費

無料

午後２時から４時まで

※申込み不要、どなたでも参加できます。
なるテック成果報告会事務局
☎０８０ー８２２０ー５５６９
2022.７ 広報 ひがしなるせ
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ふるさとへの便り

打開策はある︒もう

る気力も失いかけている︒どう

の居心地の良さに努力も挑戦す

容認することはできない︒現状

化に舵を切り始めている自分を

し か し 考 え る に ･･･ 挑 戦 を
忘れ日常のルーチンワークの消

はなく自信もあった︒

今の力量で仕事に不自由なこと

だ︒それでも渋谷の会社では︑

からどんどん乖離していくだけ

までは過去の知識と技術が現実

めるわけにはいかない︒このま

もできない︒﹁年だから﹂を認

過去にできたことが今はとて

出す気力の源泉になる︒過去の

と知識が不可欠で︑記憶を引き

識の吸収には過去の資料と経験

クターだ︒新しい情報収集と知

過去に近づく打開策のキーファ

け自宅でまとめる︒この作業が

ために必要な資料を会議に先駆

題の定例会議に参加する︒その

崎市にある本社ビルでの経営課

ある︒月に４回程度︑兵庫県尼

と開発業務を兼ねた特任顧問で

５年ぶりのコンサルタント業務

この３月から始めた仕事は︑

の仕事に身を置くことにした︒

に西に方向転換︒新しい環境で

ネスとレジャー組み合わせの造

と言われるブリージャー︵ビジ

泉で満たすつもりだ︒出張休暇

訪で︑我が心を感動と思い出の

まだ知らない町の散策や味覚探

生まれる時間を有効に使える︒

が︑今は余裕もでき出張延期で

だけで気持ちに余裕が無かった

い︒今までは勤務地を往復する

る︒見聞も広がること間違いな

地方とかなりの範囲が探索でき

足を延ばそうなら︑近畿︑中部

京都︑奈良に近距離と好立地︒

表する主要都市の大阪︑神戸︑

間が生まれる︒新天地は西を代

一泊すると二日目にフリーな時

ない理由はない︒出張を延期し

に今は急いで帰らなければなら

復︒これは正直疲れるが︑幸い

と は ･･･ 片 道 ３ 時 間 半 ︑ 一 日
７時間かける新拠点と自宅の往

た︒さしあたり直ぐにできるこ

てみよう︒２０２２年５月

ない新しい自分探しの旅を始め

ランスを最優先に︑今の自分に

方向転換を機に︑仕事と心のバ

東︵東京︶から西︵大阪︶への

くことにしよう︒小田原駅で︑

め込み︑こころが喜ぶ人生を描

真っ白な時間のキャンバスに埋

つ一つ大事に︑自由に使える

やり残したパズルのチップを一

などなどである︒これからは︑

健康増進︑ゴルフや友との親交

る︒海外旅行︑語学力を磨く︑

やり残してきたことは沢山あ

たようだ︒サラリーマン人生で

時代への入り口までたどり着い

抜け出し︑やっと人生１００年

い︒マスク着用緩和が話題にな

人生100年時代、

するか？

自分を追い越すことはできない

語︶という俺流のライフスタイ

歳︑健康良好・私の

冨田

年卒

秋雄︵

東成瀬中学校

人生まだまだこれからだ︒

日︑年齢

15

り︑コロナ禍の危機もどうやら

一度︑必死に努力しなければ前

が︑差は縮められそうに思う︒

歳︶

41

71

歳から新たな自分探しの

に進まない仕事のスタートライ

人生１００年時代と言われ

まだまだ︑仕事で未知への挑

仕事に埋もれることは避けた

71

旅を始める。
（後）

ンに立ってみることだ︒まだ︑

る︒新しい仕事を機に︑この先

戦は続けるが︑今までのように
過ごすかを真剣に探すことにし

ルである︒

気力と知識が残る今が決断の分

年の新たな自分の人生をどう

水嶺かもしれない︒このことが
引き金になり思い切って東から

広報 ひがしなるせ 2022.７

17

30

71

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
日（金）

時まで

員になり次第受付を終了します。

説明会は、事前予約制により、定

制度説明会を毎月開催しております。

税務署では、消費税のインボイス

事 業 者 の 皆 さ ま！ イ ン ボ イ ス 制
度の準備はお済みですか？

地域交流センター
ゆるるん

ください。
◆説明会内容
・消費税の仕組みから知りたい事業

問

湯沢税務署
☎０１８３５１００
（音声案内２番）

７月

日（金）から

９月

日（日）

・警察行政職員（高卒程度）

日（日）

東成瀬駐在所

９月

問

☎０１８２㊼２１７０

横手警察署

☎０１８２㉜２２５０

あきた気候変動適応セミナー開催！

「気候変動適応と県内への影響と

適応策」についてセミナーを開催し

ます。専門家による講演や県の温暖

化対策に関する取組について紹介し

ま す。 申 込 み 方 法 な ど、 詳 し く は、

)

美の国あきたネットをご覧ください。

分から

秋田県立大学

無料

１００人

県公式ウェブサイ

ト「美の国あきたネット」※画面

◆申込み方法等

◆定員

◆料金

秋田キャンパス講堂

◆場所

午後１時

８月５日 金
(

◆試験の区分
Ａ（第２回）（大学卒業・卒業見
・警察官Ｂ、女性警察官Ｂ（警察官

・消費税の課税事業者向け説明会

◆日時

年４月２日以降

日（水）まで
昭和

（除草ボランティア）

・警察官Ａ（第２回）、女性警察官

に生れた方

◆受検資格

月

◆受付期間

秋田県警察官等採用試験のお知らせ

担
込の方）

談会

Ａ、女性警察官Ａ以外の方）
・警察行政職員（高校卒業程度）

会議室
）

◆第一次試験日

湯沢税務署

調査部門

◆会場

◆申込み先

・警察官・女性警察官

（湯沢市大工町２―

※制度の内容については、国税庁Ｈ

湯沢税務署

18

25

当

８月８・22 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

・インボイス発行事業者登録申請相

者向け説明会

８月の心の健康相談

Ｐにも掲載しています。

８月９日（火）
10：00 ～ 12：00
場所 東成瀬村国保診療所
相談室
問 秋田県南福祉事務所
企画福祉課
☎０１８２－３２－３２９４

開催日時については、国税庁ＨＰ

時から午後

８月５日（金）、

ます。（申込み不要、相談無料）
◆日時
午前

日時

湯沢生涯学習センター

会場

【村へのボランティア】
・なるせ防犯ボランティア
の皆様
・株式会社 佐々木機械土木

30

◆場所

７月 24 日（日）

8

東成瀬村巡回相談

または湯沢税務署までお問い合わせ

※入場無料

大曲支局

24 名がそれぞれの昔っこ

22

26

自立相談支援事業
32

秋田地方法務局

午前９時 30 分から

問

を披露します。

日時

62

3

☎０１８７２１００

県南の語り部の皆さん

17

10

県南語り人の会

18

2022. ７ 広報 ひがしなるせ

え ～ ど ご「 県 南 」 よ っ て げ 市 を
開催します！
秋田ふるさと村で県南３地域の観
光物産展を開催します。西馬音内盆
踊りの公演や秋田ＰＲキャプテン

◆対象者

歳

本以上自分の歯（入れ歯やイン

・秋田県内に住所がある方
・

年４月１日時点で、満

プラントを除く）がある方
・令和

以上でこれまでに表彰（認定）を

協力歯科医療機関で認定審査を受

◆申込みの流れ

れた方は除く）

（過去に協力歯科医院から推薦さ

・協力歯科医院から推薦された方

在宅リモートワークの環境整備を

持ち家を断熱改修

万円を加算し補助

受けていない方

額、最大
◆断熱改修支援

雄勝地域振興局建築課

％、最大８万円を補助

す る 世 帯 に、 補 助 対 象 工 事 費 の
問

月

日（金）

内に認定証を交付します。
◆締切

秋田県歯科医師会

7

秋田県総合県税事務所雄勝支所

☎０１８３３１８１

東北電力からのお知らせ

ムリのない範囲で節電をお願いし

ます。

省エネ・節電手法をホームページ

https://tohoku-epco.co.jp/

で紹介しています。

（

）
dprivate/saving/
問 ☎０１２０（２００）３５２

ふくしのしごと総合フェア 秋田

９月３日（土）

◆会場

求職者、学生、求人事業所

ホテルメトロポリタン秋田

◆日時
公共料金の支払いと同様に、個人

◆対象

午後１時から午後３時まで
事業税も口座振替にしませんか。金

秋田県社会福祉協議会

☎０１８（８６４）２８８０

問・申込み

みが必要です。

※求職者、求人事業所とも事前申込

秋田県総合県税事務所納税部
☎０１８（８６０）３３３１

問

人事業税の口座振替ができます。

ると、令和４年度から２期分から個

令和４年９月末日までに申込みす

行は、県外の支店でも可能です。

秋田銀行、北都銀行及びみずほ銀

うちょ銀行は利用できません。）

ば、 ど な た で も 利 用 で き ま す。（ ゆ

信用組合、農協等に預金口座があれ

県内の銀行、信用金庫、労働金庫、

て、安全、確実です。

融機関へお出かけになる手間が省け

◆個人事業税の納税も口座振替で

月１日（月）に発送予定です。

いします。納税通知書は令和４年８

ている方は、預金残高の確認をお願

限内に納めましょう。口座振替をし

忘れずに最寄りの金融機関等で期

和４年８月３１日（水）です

◆個人事業税（１期）の納期限は令

県税事務所からのお知らせ

☎０１８（８６０）１４２６

秋田県健康づくり推進課

☎０１８（８６５）８０２０

問・申込み

10

上 部「 サ イ ト 内 を 検 索 す る 」 に
秋田県温暖化対策課

６６３０５と入力
問
☎０１８（８６０）１５７３

秋田県住宅リフォーム制度

分から午後５時まで

日（日）

の「んだッチ」も登場します。是非、
ご来場ください。
午前９時

秋田ふるさと村「ふるさと

雄勝地域振興局地域企画課

広場」

◆会場

31

８ ０ ２ ０（ ハ チ マ ル ニ イ マ ル ）
いい歯の表彰募集

☎０１８３８１９１

問

日（土）、

県では、住宅のリフォーム 増
･改
築に要する費用を助成しています。

万円を補助

月

◆日時
歳以下の子２人以上

◆子育て支援
・持ち家型

％、最大

と同居する親子世帯に、補助対象
工事費の
歳以下の子と

万円を補助

30

30

けていただきます。対象者には年度

in

・中古住宅購入型

％、最大

同居する親子世帯に、補助対象工
事費の

％、最大

実家に戻る移住世帯

◆移住者支援（移住後３年以内の方）
・定着回帰型

等に補助対象工事費の
万円を補助
購入した中古住

象工事費の ％、最大 万円を補助

宅 を 改 修 す る 移 住 世 帯に、 補 助 対

・中古住宅購入型

20

行う場合、補助対象工事費の相当

80

40

18

60

60

※子育て・移住者支援の共通として、

30

7
4

18

20

30

20

☎０１８３６１６６

広報 ひがしなるせ 2022. ７

19

20

40

10

ル

イド
ア
の
家
が
我

６月の
東成瀬村

髙

橋

こはる

來

暖

ちゃん

令和３年６月23日生
谷地/嵩拓・風香さん

「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1373日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 ２249日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
425日
〜令和3年5月2日より〜

慶弔（敬称略）
こはるの笑顔に毎日パワーをもらっているよ。ありがとう。
これからもたくさん笑って過ごそうね。
お父さんお母さんより

◆ごめいふくをお祈りします
佐

藤

正

治 （76） 平良

佐

藤

榮

進 （82） 滝ノ沢

髙

橋

百合子 （66） 入道

佐

藤

榮

一 （74） 平良

髙

橋

節

子 （84） 蛭川

第８回東成瀬村写真コンクール
（成瀬ダム部門）

村の人口と世帯
●人

口

男 1,223人 (

0)

女 1,190人 (− 2)
●世帯数

計 2,413人 (− 2)

968戸 (＋7)

●出生 ０人 ０人〕●死亡 ５人 14人〕

●転入 ９人 44人〕●転出 ６人 21人〕
注( )内は前月比、
〔 〕
は令和４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!

要〜KANAME〜

【優秀賞】「明日に繋ぐ彩橋」

東成瀬村

Higashi Naruse Village
in Japan

撮影者

広報

村

令和４年７月20日

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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