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○と　　　き／5月31日（日）
　　　　　　　午前8時30分　受付開始
　　　　　　　午前9時30分　開会式
○と　こ　ろ／村役場東側水田
○参　加　料／無料
○申 込 締 切／5月22日（金）
○問い合わせ／田舎館村むらおこし推進協議会
　　　　　　　（事務局　企画観光課商工観光係）
　　　　　　　☎58−2111（内線242、243）

※画像は完成イメージです

第23回 田んぼアートテーマ決定!!

第23回
田植え体験

ツアー

参加者大募集

  

「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」

?

第
1
田
ん
ぼ
ア
ー
ト

※現在、第2田んぼアートオリジナルの図柄を制作中です。詳細については追ってお知らせします。

  「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」
第2田んぼアート

今年の田んぼアートのテーマが決定！海外からも注目を浴びている村の田んぼアートをさらに世界に発信したいとい
う思いから、今年は新旧名作ハリウッド映画がテーマです。
第1田んぼアートは、1939年に公開された不朽の名作「風と共に去りぬ」。レット・バトラーがスカーレット・オ
ハラを抱き抱えている、同映画のポスターとしても有名なシーンをモチーフにして田んぼに描きます。
第2田んぼアートは「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」。2015年12月18日（金）全国ロードショーの最新作と
のコラボレーションが実現しました。世界中で人気のスター・ウォーズの世界を田んぼに描きます。
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話 題 い ろ い ろ

　全村一斉空き缶拾いが村内各部落で行われました。川部・
和泉部落では川部公民館に集まった住民が 3 班に分かれてご
み拾いを開始。村役場駐車場に設置された 3 台の収集コンテ
ナは、各部落から集められたごみでいっぱいになりました。

春一番の空き缶拾い

駐在さんにインタビュー

4　
　5

駐在
紹介

　村文化会館文化ホールで白寿大学閉講式を行いました。
今年は 4人の大学生が全講座に参加したということで皆
勤賞として表彰されました。最後は講座に参加しての感想
を、皆勤者を代表して中山久

ひさ
江
え

さん（川部）が発表しました。

　「田園」未来を築く会主催の弥生体験田・体験畑説明会
が遊稲の館で行われました。参加者53人は会員による耕
作の説明を受けたあと、体験田オーナーとしての初仕事で
ある田んぼの石拾いをして田植えに備えました。

　3 月16日付けで田舎館駐在所に赴任してきた間山裕
ゆたか

巡査部長にお
話を伺いました。「歩行者、自転車搭乗者は特によく交通マナーを守っ
ていて、地域のみなさんは温かく接してくれる」と村の印象を語って
くれました。地域の安全を常に気に掛ける、とても誠実な駐在さんです。

全講座を終えて

拍手喝采！

今からウキウキです

3　
　24

4　
　19

　役場 3 階委員会室で行政連絡員会議を行いました。各
課長が今年度の事業説明をし、その後各部落の行政連絡員
と防犯灯や道路の補修に関することなどについて質疑応答
を行いました。

　村文化会館文化ホールで第20回芸能発表会が行われ、
14組の文化協会所属の団体・個人が歌や舞踊などを発表
ました。出演者は日頃の練習の成果を存分に発揮し、観客
席から盛大な拍手が送られていました。

村政の円滑な運営のために4
16

4　
　19

第23回 田んぼアートテーマ決定!!



平成27年5月号・いなかだて4

話 題 い ろ い ろ

　5 月11日から始まる交通安全週間に先立ち、村内では
様々な交通安全に関連する行事が行われました。

みんなで守ろう交通安全

新しい生活に期待を寄せて

4　
　7

自転車点検

4　
　8

4　
　5

3　
　25

4　
　9

交通安全教室

田舎館中学校入学式

村交通安全協会、村交通安全母の会
から小学校へ交通安全グッズの寄贈

4　
　2

田舎館保育園入園式

4　
　7

村内の保育園（所）ではそれぞれ入園式・入所式が
行われました。4 月 2 日に行われた田舎館保育園に
は、40人の子ども達が入園し、先生や在園児から歓
迎を受けました。

4 月 7 日には田舎館小・中学校で入学式が行われ
ました。小学校では48人の新 1 年生がそれぞれ名前
を呼ばれ、元気な返事で答えていました。中学校では
60人が真新しい制服を着て入学式に臨み、新入生を
代表して山谷羽

は
菜
な

さんが「挑戦を忘れず、１日１日を
大切に過ごしていきたい」と誓いの言葉を述べました。

田舎館小学校入学式

4　
7~10

街頭指導

ロードミラー清掃
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村職員を
   紹介します
　村民の皆さんとのコミュニケーションを大切にし、
親しまれ信頼される行政運営を進めるため、村職員
と各課が担当する主な業務を紹介します。各種相
談、手続きなどについてわからないことがありまし
たら、お気軽におたずねください。

村　長
鈴 木  孝 雄

副村長
葛 西  幸 男

庶務係 文書の収受、条例、規則、規程
等の制定に関すること。

徴収係 税（国民健康保険税含む）
の徴収、滞納整理、納税貯
蓄組合に関すること。

税務係 村県民税の申告賦課、法人村民税、
たばこ税、入湯税に関すること。

防災交通係 防災計画、消防、交通対
策、防犯に関すること。 管財係 公有財産の取得管理、入札及び

契約並びに検査、物品の購入契
約及び検査検収に関すること。

財政係 村の予算編成及び執行に
関すること。

人事係 職員の人事、給与、研修、
儀式、褒賞に関すること。

税務課長・徴収係長
齊 藤　　 晋

課長補佐・税務係長
竹 内　哲 也

主　査
坂 本　貴 章

課長補佐・財政係長
上 田　貴 光

主　事
須 藤　貴 子

庶務係長・合併対策係長
工 藤　康 人

主事補
工 藤 優太朗

主幹・人事係長
相 坂　朱 美

主　事
工 藤　祐 介

主　事
田 澤　瑛 己

主　事
鈴 木　　徹

出身…新町
趣味…ランニング、
	 音楽鑑賞
抱負…１日でも早く仕事に

慣れて、皆さんのお
役に立てるよう頑張
ります。

New Face

総務課・合併対策室

税　務　課

固定資産係 固定資産の評価及び税の賦課、地籍調査、
軽自動車税、諸証明に関すること。

固定資産係長
佐々木 貴 詞

主　事
佐 藤　聡 子

主　事
小 森　好 展

防災交通係長
鈴 木　弘 和

主　事
長 内　亮 平

管財係長
平 川 健太郎

主事補
品 川　由 衣

総務課長・合併対策室長
阿 保　春 仁

教育長
金 枝  尚 明
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村職員紹介

福祉係

国保係

住民係 戸籍、除籍、住民登録、印鑑事務、外国人登録、埋火葬許可、自衛
官募集事務、出稼手帳の交付、行政相談及び人権相談に関すること。

環境衛生係 公害、保健衛生、保健師業務、乳幼児医療、清掃施設組合、保健協力員に関すること。

介護保険係 介護保険事業の運営、保険料の賦課に関すること。

保育年金係 国民年金、保育所、児童館、
児童手当、児童福祉審議会に
関すること。

社会福祉、老人、障害者及び母子福祉、生活保護、民生委員、赤十
字、援護事務に関すること。

国民健康保険事業の運営、国保税の賦課、
後期高齢者医療に関すること。

次　長
須 藤　芳 仁

厚生課長・介護保険係長
成 田　昭 文

主　事
斎 藤 麻希子

国保係長
阿 保　稔 人

課長補佐
工 藤　和 裕

主　事
金 澤 憲太朗

主任保健師
須 藤　照 枝

環境衛生係長
喜多島　　啓

保健師
今 井　英 乃

保健師
小 野 恵美子

住民課長・選挙管理委員会
事務局長・保育年金係長

工 藤　正 造
住民係長
赤 石 優恵子

主　査
平 川　　 敬

主事補
大 高　浩 慎

主　事
葛 西　和 士

保健師
高 屋　睦 子

主　事
工 藤　遼 輔

住民課・選挙管理委員会

厚　生　課

選挙に関すること。

選挙管理委員会

主　査
岩 間　涼 子

主　事
平 澤　晃 大

主幹・福祉係長
鈴 木　　 貴

主　査
菊 地　一 臣

主　事
長 濱 留美子
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村職員紹介 村職員紹介

建設第一係 道路及び橋梁の維持管理、河川及び
堤防に関すること。 建設第二係 都市計画、建築、開発許可

及び村営住宅の管理、農村
総合整備に関すること。

下 水 道 係 下水道事業、農業集落排
水事業に関すること。業務係、

上水道係
業務の総合調整、予算決算、工事契約。
水道用水の供給、水道施設の維持管理
等、水道料金に関すること。

産業係 農業経営基盤強化促進事業、米及び果樹等の生産及び流通、農業振興地域の整備及
び水田農業、認定農業者及び集落営農の育成、農用地利用集積に関すること。

企画係 行政の企画及び調整、広域行政、農村工業導入の促進、統計、広報、土地対策、国際交流に関する
こと。

農業委員会 農地の売買、賃借、転用等に関すること。耕作証明等の交付及び農業者年金
の事務に関すること。

産業課長・農業委員会事務局長
成 田　政 幸

主事補
福 原　奈 美

次　長
佐 藤　勝 彦

課長補佐・下水道係長
相 坂　　 篤

企画観光課長
福 士　　 勝

建設課長・建設第一係長・
建設第二係長

稲 葉　明 志
主　事
古 川　陽 介

主事補
小田桐 誠 也

主幹・業務係長・上水道係長
三 浦　道 好

主　事
櫻 庭　広 樹

課長補佐・産業係長
中 村 甲一郎

主　事
田 澤　裕 紀

主　事
木 村 和希子

産業課・農業委員会

建 設 課

主　事
佐々木 広 和

課長補佐・企画係長
鈴 木　　 勝

主　事
一 戸　亮 祐

主　事
阿 保　和 紀

企画観光課
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村職員紹介

学務係 教育委員会、学校教育、奨学金に関すること。

生涯学習係、
文化財係

生涯学習むらづくり推進体制の
整備、生涯学習に関すること。
文化財に関すること。 学校給食係 学校給食に関すること。

議会に関すること。
会計係 金銭の出納及び決算に関すること。

教育課長
中 山　　 稔

主　事
鈴 木　文 人

学校給食センター長・学校給食係長
小 野　淳 也

主　事
山 谷　賢 吾

主　査
田 澤　由 貴

議会事務局長
工 藤　修 市

田舎館中学校用務員
鈴 木　敏 也

学務係長
竹 内 理智子

田舎館小学校用務員
葛 西　修 一

主　事
館 山　一 晃

課長補佐・生涯学習係長・文化財係長
武 田　嘉 彦

主　事
清 野　静 子

社会教育係 社会教育及び社会体育の計画実施、社会教育団体及び社会体育団体の指導育成、
視聴覚教育、芸術文化活動の振興、人材育成、スポーツ振興、青少年問題に関す
ること。

主　事
肥 後　紀 洋

社会教育係長
田 村　友 則

主事補
深 井　裕 奈

学校給食センター

議 会 事 務 局

教 育 課

商工観光係 商工業及び観光の振興、消費者行政、労働対策に
関すること。

会計管理者・会計課長・会計係長
日 村　博 文

主　事
福 地　香 織

主　事
福 士　大 輝

会 計 課

主　査
平 川　建 清

商工観光係長
浅 利　高 年
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村職員紹介

お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。
役場 ☎58-2111（代表）役場からのお知らせ

今月の納税相談
夜間納税相談 休日納税相談

とき
じかん
ところ

5月27日（水）
午後5時～午後7時
税務課窓口

5月31日（日）
午前9時～午後4時
税務課窓口

▽問い合わせ／税務課徴収係（内線123）

今月の粗大ゴミ収集日
　5月27日（水）

▽問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線152、153）

人権行政相談
○と　き／5月14日（木）、6月1日（月）
○ところ／役場1階相談室
○じかん／午前9時～正午

▽問い合わせ／住民課住民係（内線164）

新年度所得証明書等の発行について
　平成27年度の所得証明書及び課税証明書等は、6月
1日（月）から発行します。ただし、平成27年 1月 1日
現在、村内に住所がない方には発行することができませ
ん。また、ご本人以外の方の申請は、「代理人選任届」
が必要となる場合があります。
※平成27年度の所得証明書は、平成26年中の所得を証明す
るものです。

▽問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

村情報公開開示・個人情報保護運用状況
村情報公開条例第30条及び個人情報保護条例第38条
の規定に基づき、平成26年度の開示・運用状況を公表
します。請求件数、処理件数は次のとおりです。
○情報公開開示状況／請求件数7件、非開示件数2件
○個人情報保護運用／請求件数0件

▽問い合わせ／総務課庶務係（内線221）

国民年金だより
知っていますか？  保険料の免除制度

国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の
減少や失業等により保険料を納めることができなくなる
こともあります。しかし、未納のままにしておくと、将
来の年金（老齢年金）や、障害や死亡といった不測の事

態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取
ることができない場合があります。そのような状況を防
ぐため、本人からの申請により保険料が「全額免除」ま
たは「一部免除」される制度があります。

全額免除…保険料の全額※を免除
　　　　　※平成27年度は月額15,590円
一部免除…保険料の一部を免除
� （4分の3免除・半額免除・4分の1免除）

《免除が承認された場合の保険料額》
全額
免除

4分の3
免除

半額
免除

4分の1
免除

保険料額
（月額） 0円 3,900円 7,800円 11,690円

・減額された保険料を納めていない期間は、未納扱いとなり
ますのでご注意ください。

 免除を受けるための条件 
　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、下記の
計算式の金額であれば、免除を受けることができます。

全額免除 （扶養親族等の数+1）×35万円＋22万円
4分の3免除  78万円

118万円
158万円

＋社会保険料控除額等
＋扶養親族等の控除額半額免除

4分の1免除

・平成26年 7月～平成27年 6月分の申請については、平成
25年中の所得で審査を行います。

 将来の年金への影響 
　免除が承認された期間は、全額納付場合と比べ保険料
が軽減されているため、下図のとおり受け取る老齢基礎
年金額が少なくなります。

1    
1－2

5－8
3－4

7－8

全額納付 全額免除 3/4納付 半額免除 1/4免除

受け取る年金額の割合

・免除が承認された期間は、年金を受け取るために必要な期
間（受給資格期間）に含まれます。

・平成21年 3月以前の免除期間は、以下のとおり図の割合
とは異なります。

●全額免除…1/3　　●4分の3免除…1/2
●半額免除…2/3　　●4分の1免除…5/6

 付加年金・国民年金基金に加入されている方はご注意ください 
　全額免除または一部免除が承認されると、付加年金お
よび国民年金基金はご利用できません。また、付加年金
および国民年金基金は、さかのぼっての加入が出来ません。

▽問い合わせ／住民課保育年金係（内線161）
　　　　　　　弘前年金事務所　☎27－1337

⎧⎪
⎨⎪
⎩

I n f o rm a t i o n
お知らせ



平成27年5月号・いなかだて10

緑化推進事業費の助成について
　村緑化推進委員会では、5月31日までの日程で「緑
の募金」のご協力をお願いしています。皆さまから寄せ
られたご好意は、森林・緑づくりに活用されるほか、様々
な緑化推進事業の支援に役立てられます。
　公園などの公共施設や身近な環境の整備、苗木の配
布、植樹祭やシンポジウムなど緑化に関する事業及び普
及啓発活動を行う団体には、事業費の助成を行っていま
すので、活用する場合は、下記までお申し込みください。
○締め切り／�7月1日（水）

▽申し込み・問い合わせ／産業課産業係（内線142）

農地の借受希望者の募集と農地の貸付希望者の
受付開始～農地中間管理事業で有利に規模拡大を！～
公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、昨
年、県から農地中間管理機構の指定を受け、農地中間管
理事業を実施しています。
この事業は、経営規模を縮小する出し手農家から機構

（支援センター）が農地を借り入れ、公募に応募し公表
された規模拡大する受け手農家に、まとまった農地を貸
し付けるものです。受け手の公募は、機構（支援セン
ター）のホームページに掲載するほか、役場産業課の窓
口に応募用紙を用意してありますので、是非応募してく
ださい。応募は、5月末、10月末に取りまとめて翌月に
公表することにしています。
また、農地を機構に貸したい希望者（出し手）につい
ても受け付けていますので、役場産業課にお問い合わせ
ください。なお、今年度から、農作業受委託を利用権設
定に切り替える場合は、受託していた受け手を優先する
こととして、貸付ルール（事業規程）を変更しておりま
すので、事業の要件など詳細については、村役場産業課
産業係、機構または機構地域担当（中南地域県民局に配
置）へご相談ください。

▽問い合わせ／産業課産業係（内線141、142）
　　　　　　　公益社団法人あおもり農林業支援センター
　　　　　　　　☎017－773－3131
　　　　　　　機構中南地域担当
　　　　　　　　☎090－1490－1317

入札結果のお知らせ
　下記のとおり入札結果をお知らせします。詳しい内容は総務課管財係で公表しています。

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

平成27年4月16日 公用車
（ニッサン エクストレイル） 3,346,227円 2,785,137円 建 設 課 ヤギモータープロ㈱ 平成27年6月26日

平成27年4月16日 児童用机・椅子 2,914,000円 2,790,720円 田舎館小学校 ㈱弘前事務機器商会 平成27年6月19日

平成27年4月16日 パソコン機器 1,996,000円 1,943,136円 田舎館小学校 ㈱ビジネスサービス弘前店 平成27年6月30日

※予定価格及び落札価格は消費税込額です。

▽問い合わせ／総務課管財係（内線223）

軽自動車税のグリーン化特例について
　三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例
（軽課）が適用されます。適用条件は、平成27年4月1日～平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及
び四輪の軽自動車（新車に限る）で、次の基準を満たす車両について平成28年度分の軽自動車税に限り、グリーン化
特例（軽課）を適用します。

車　種　区　分 税　　率
（ア） （イ） （ウ）

軽　自　動　車

三　輪 1,000円 2,000円 3,000円

四　輪　以　上
乗　用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円

自家用 2,700円 5,400円 8,100円

貨物用 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

（ア）電気自動車及び天然ガス自動車（平成21年排出ガス10％低減）
（イ）乗　用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
　　　貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
（ウ）乗　用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準達成車
　　　貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車
　　　※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

▽問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

今月のお知らせ
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青森県知事選挙　投票日6月7日（日）
　任期満了に伴う青森県知事選挙が6月7日に執行されます。政治への参加は、まず一票から。貴重な一
票を大切にみんなそろって投票しましょう。投票時間等は次のとおりです。

○投票時間／午前7時から午後8時まで
○投 票 所／各地区で指定された投票所
　　　　　　（投票入場券に記載）
○投票できる方／平成7年6月8日まで

に生まれた方で、平成27年2月20日
以前から田舎館村の住民基本台帳に登
録され、投票日まで引き続き村内に住
所がある方。

 期日前投票・不在者投票 
　投票日に仕事や用事などの予定がある方は、期日前投票ができます。ま
た、県が指定している病院、老人ホーム等に入院または入所している方及
び仕事などで村外に滞在している方は、不在者投票となりますので早めに
請求手続（告示日前可能）をお執りください。
　期日前投票をすることができる期間等は次のとおりです。
○投票期間／5月22日（金）～6月6日（土）
○投票時間／午前8時30分～午後8時まで
○投票場所／役場庁舎１階「エントランスホール」

▽問い合わせ／村選挙管理委員会（内線162）

平成27年度村税等の納期一覧表
　村の税金等の納期は次のとおりです。それぞれ表記されている月の月末が納期限です。なお、月末が土日祝日の場
合は翌平日が納期限となります。

税目 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
村県民税 1期 2期 3期 4期
固定資産税 1期 2期 3期 4期
軽自動車税 全期
国民健康保険税　介護保険料
後期高齢者医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期

▽問い合わせ／・村県民税…税務課税務係（内線124）　　　　・国民健康保険税…厚生課国保係（内線151）
　　　　　　　・固定資産税…税務課固定資産係（内線121）　・介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）
　　　　　　　・軽自動車税…税務課固定資産係（内線122）　・後期高齢者医療保険料…厚生課国保係（内線157）
　　　　　　　・納税組合担当…税務課徴収係（内線123）

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
○保険料の決まり方（年額）

均 等 割 額
［被保険者全員が納める額］ ＋ 所 得 割 額

［所得に応じて納める額］ ＝ 保険料額
（限度額57万円） ※基礎控除後の所得とは、前年の総所

得金額等から基礎控除額（33万円）
を差し引いた額です。40,514円 基礎控除後の所得（※）×7.41％

○保険料の軽減措置について
　平成27年度は2割、5割軽減の判定基準を拡大して引き続き実施されます。

・所得が低い方の軽減
同一世帯内の被保険者及びその世帯の世帯主の所得を合わせた
合計所得に応じて、次のとおり均等割額を軽減します。

世帯の所得額の合計 軽減割合
33万円以下かつ被保険者全員の年金収入が年額80万円
以下（その他の各種所得がない） 9割

33万円以下 8.5割
33万円＋（26万円×被保険者の数）以下 ※1 5割
33万円＋（47万円×被保険者の数）以下 ※2 2割

　　※1　平成26年度は、33万円＋（24万 5千円×被保険者の数）以下
　　※2　平成26年度は、33万円＋（45万円×被保険者の数）以下

・加入日の前日まで被用者保険の被
扶養者であった方の軽減
均等割額が 9 割軽減され、所得
割額の負担はありません。

※被用者保険とは、全国健康保険協会管
掌健康保険、船員保険、健康保険組合、
共済組合などです。

　被保険者の基礎控除後の所得が58万円以下の方は、所得割額が 5割軽減されます。

▽問い合わせ／厚生課国保係（内線157）
　　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　☎017－721－3821

健康診査を受けましょう
健康づくりや生活習慣病の早期発見
のため、健康診査を受けましょう。

（生活習慣病で服薬治療中の方でも
受診することができます。）健康診
査は1年に1回無料で受診できます。

▽問い合わせ／厚生課環境衛生係
　　　　　　  （内線152、153）
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自動車税のグリーン化について
　県では、毎年 6月に自動車税の納税通知書をお送り
していますが、自動車税は、自動車環境対策の観点か
ら、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自
動車については、その排出ガス及び燃費性能に応じて税
率を軽減（軽課）し、新車新規登録から一定の年数を経
過した環境負荷の大きい自動車については税率を重く
（重課）する制度が実施されています。特に、平成27年
度の自動車税からバス・トラックを除き、重課の割合が
15％（改正前：10％）に引き上げられます。詳しくは、
青森県庁ホームページ「県税・市町村税インフォメー
ション」内の「自動車税のグリーン化について」をご覧
になるか、お問い合わせください。
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/013_01green.html

▽問い合わせ／中南地域県民局県税部納税管理課
　　　　　　　☎32－1131（内線231）

「法務局なんでも相談所」開設
　青森地方法務局弘前支局、弘前人権擁護委員協議会で
は、6月1日の「人権擁護委員の日」にちなんで、公証
人会、弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会・弘前
人権擁護委員協議会の協力を受け、「法務局なんでも相
談所」を開設いたします。相談は無料、秘密は厳守いた
しますので、土地や建物の登記や遺言に関する問題、供
託・戸籍の問題、近隣・家庭・学校・職場の問題、子ど
もに関する悩みごとなど、また、どこに相談したらよい
か分からない方などもお気軽にお越しください。公証
人、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員、
法務局職員が相談に応じます。
　なお、会場にお越しの際は、城東循環100円バス（「弘
前駅城東口」バス停で乗車し、「城東タウンプラザ前」
バス停で下車）のご利用が便利です。
○と　き／6月 6日（土）　午前10時～午後4時
○ところ／弘前市大字早稲田3丁目1番地1
　　　　　青森地方法務局弘前支局

▽問い合わせ／青森地方法務局弘前支局総務課
　　　　　　　☎26－1150

その他お知らせ

特定健診でわかること
～血管の状態を知る～
特定健診は体格測定、血圧測定、血液・尿検査を行います。その中で、下の図のような「血管を傷める原因」を見
つけることができます。
血管は全身に張り巡らされ、栄養や酸素を細胞へ運んでいます。血管が傷めば、最悪の場合栄養や酸素の供給がス
トップします。これが脳や心臓や腎臓に張り巡らされた血管にまで及ぶと、生命の危険にさらされることもあります。
特定健診で血管の状態を知ることで、食事や運動等の生活習慣の改善を図ることができます。
特定健診の検査値のことや�生活習慣の改善の方法がわからない場合は、遠慮なく保健師にご相談ください。

▽問い合わせ／厚生環境課衛生係（内線152、153）

今月のお知らせ

血圧

高血糖

体重 腹囲

血液
検査

内臓脂肪 が多いと
高い圧力がかかり
破れやすくなる

血管壁がぼろぼろ
になりやすい

尿酸の結晶が血管壁
をつついて傷める

血管壁にたまったり、
血管が詰まる原因になる

上記をさらに悪化させる！

高尿酸
（通風） 脂質異常

高血圧

特定健診でみていること
　　＝血管を傷める原因
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第22回あおもりいのちの電話相談員基礎講座
傾聴から始まるカウンセリング基礎講座

　この講座は、あおもりいのちの電話相談員基礎講座の
一部を一般市民も受講できるように構成したプログラム
です。日頃から人の話を聴く技術を身につけたいと感じ
ている方、相談活動に従事している方は、この機会にぜ
ひ受講してみませんか。
○と　　き／5月30日（土）～7月11日（土）
　　　　　　毎週土曜日午後2時～午後4時
○と こ ろ／弘前市：弘前市社会福祉センター
　　　　　　十和田市：市民交流プラザ
○受講対象／①あおもりいのちの電話の相談ボランティ

アになることを希望する方（平成27年
4月 1日現在で20歳～65歳の男女）

②相談活動、福祉や医療などの援助活動に
関わっている方、または目指している方
③カウンセリングについて学びたい方

� � 　※職業、学歴不問。②、③は年齢も不問
○内　　容／ 1．コミュニケーションとは？傾聴とは？
� 2．他者理解・自己理解のワークショップ
� 3．傾聴のロールプレイ1～4　他
� � 　※部分参加はご遠慮ください
○定　　員／先着30名（十和田市会場の受講者が 8名

に満たない場合は弘前市会場で合同開催）
○受 講 料／10,000円（前納、分割可）
○申込締切／5月22日（金）必着
※あおもりいのちの電話の相談員になるためには、カウンセ
リング講座（第 1課程）修了後、7月～平成28年 4月に
弘前市会場で行われる研修を受講する必要があります。（受
講料等別途）

▽申し込み・問い合わせ／あおもりいのちの電話事務局
　　　　　　　　　　　　☎38－4343

男子自衛官候補生（陸・海・空）募集
○受験資格／入隊時点で18歳以上27歳未満の者
○受付期間／6月 1日（月）～12日（金）
○試 験 日／6月20日（土）
○試験場所／陸上自衛隊青森駐屯地・八戸駐屯地（予定）
○合格発表／7月上旬予定

▽問い合わせ／自衛隊弘前地域事務所　☎27－3871
　メールアドレス　aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.mod.go.jp

地域資源特派員を大募集！！
　津軽広域連合では、３つのテーマで身近な地域資源
を報告してくれる特派員を募集しています。
　あなたの日常にあるものが、活用次第で地域の魅力を
大きく向上させる可能性を秘めています。これまで気づ
かなかった、思いがけない津軽を見つけてください。ご
応募お待ちしています。
○募集テーマ

あなたのまわりの
“季節を感じる” もの

四季折々の風景（山・川など）、
行事、草花、生き物など

まちで見かけた
“時代を感じる” もの

ビンテージカー、建築物、レト
ロ看板、家電製品、食べ物など

あなたのまちの
“奇祭・奇習”

祭り、宵宮、イベント、その地
域ならではの独特の習わしなど

○応募資格／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住、在勤または在学
している方

○地域特派員の登録方法等／登録を希望される方は、登
録申込書を送付しますので下の問い合わせまでご連絡
ください。なお、登録申込書は当広域連合ホームペー
ジからダウンロードできます。

○報告および公表／地域資源を見つけたら、郵送または
電子メールでレポートを提出してください。レポートは
当広域連合の広報紙・ホームページにて掲載します。
　※ペンネームでの公表も可能です。
○申し込み／〒036-8003　弘前市大字駅前町9番地20
　津軽広域連合「地域資源特派員」係
　メールアドレス　tsugarukoiki09@hi-it.jp
　ホームページアドレス　http://tsugarukoiki.jp/

▽問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201

警察官A募集─明日を　守る人になる

○受 験 資 格／昭和58年4月2日以降に生まれた者で、
大学を卒業した者または平成28年 3月
31日までに大学卒業見込の者

○受 付 期 間／5月11日（月）～6月19日（金）
○第一次試験／7月12日（日）
○第二次試験／8月下旬
○合 格 発 表／9月上旬

▽問い合わせ／黒石警察署　　☎52－2311
　　　　　　　田舎館駐在所　☎58－2241
　　　　　　　川部駐在所　　☎75－3012

I n f o rm a t i o n
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田舎館村シルバー人材センター会員募集
　村シルバー人材センターでは、村内に居住する60歳以
上で働く意欲がある人を対象に、新入会員を募集します。
○シルバー人材センターのしくみ

お客様

センター

会　員

仕事の依頼
仕事の提供

配分金
ご入金

責任を持って
仕事を達成

　会員が安心して働けるよう、就業規則やシルバー保険
等（傷害・賠償責任）が設けられています。
○作業内容／農作業、草刈り、草取り、雪囲い、除雪、
施設管理、せん定等

▽問い合わせ／村シルバー人材センター　☎58－3990

弘前消防本部からのお知らせ
危険物安全週間

「無事故へと　気持ち集中　はっけよい」
（平成27年度危険物安全週間推進標語）

6月 7日～13日は危険物安全週間です。
今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等にお
いて幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透
し、その安全確保の重要性は益々増大しています。
しかし、近年、全国的に危険物を取扱う際の事故が増
加傾向にあります。事故の原因は、誤った取扱いやうっ
かりミスなどの人的要因がほとんどです。危険物を取扱
うときは、安全を再確認するように心掛けましょう。
消防本部では、危険物安全週間期間中、危険物関係事
業所の消防訓練や立入検査などを実施します。

危険物取扱者保安講習のご案内
　危険物取扱者免状の交付を受け、現に危険物の製造所
や貯蔵所および取扱所で危険物の取扱い作業に従事して
いる危険物取扱者、また危険物の取扱い作業に従事して
いなかった者が、新たに従事することとなった場合は、
定められた期限内に保安講習を受講してください。

○と　　き／7月 9日（木）
○と こ ろ／弘前市大字賀田1丁目18番地4
　　　　　　岩木文化センター「あそべーる」
○種　　別／①給油取扱所関係＝給油取扱所で危険物の

取扱い作業に従事している人
　　　　　　②一般取扱所関係＝①以外の危険物施設で

危険物の取扱い作業に従事している人
○受講期限／①免状交付日または前回講習日以後の最初

の4月1日から3年以内

　　　　　　②新たに危険物取扱い作業に従事すること
となった日から1年以内

○受付期間／6月12日（金）～25日（木）
○受 講 料／4,700円（青森県収入証紙）
○申請書配付／弘前消防本部予防課（弘前市大字本町2

番地1）、管内の消防署及び分署

甲種防火管理再講習  該当する施設は受講を！
○と　　き／6月26日（金）　午前10時～正午
○と こ ろ／黒石市追子野木1丁目576番地
� 黒石消防署　2階講堂
○申し込み／6月 1日（月）～15日（月）
� 弘前消防本部予防課、管内の消防署及び分署
○受 講 料／講習料は無料ですが、事前に書店等でテキ

ストを購入していただきます。
※詳細は弘前地区消防事務組合のホームペー
ジでも見ることができますのでご覧下さい。
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
shobojimu/

▽問い合わせ／弘前消防本部予防課　☎32－5104
　弘前地区消防事務組合黒石消防署田舎館分署
　☎58－2962

村地域包括支援センターからのお知らせ
家族介護者のつどい in 田舎館村
「家族に介護が必要になっても、

認知症になっても田舎館村で暮らしたい」

○内　　容／最新の排泄ケア～正しいおむつの使い方～
○と　　き／6月15日（月）　午前10時～正午
○と こ ろ／村ふれあいセンター（川部温泉）大広間
○参 加 費／無料
○申込締切／6月 9日（火）

村お達者くらぶ開催のお知らせ
65歳以上の方を対象に、加齢に伴う転倒予防・認知
症予防を目的として、お達者くらぶを開催します。

○内　　容／料理教室　　講師：葛西ちか子先生
○と　　き／6月12日（金）　午後1時～午後3時
○と こ ろ／村中央公民館調理室・大広間
○参 加 費／無料
○申込締切／6月 5日（金）

※無料送迎いたします。希望する方はそれぞれの申し込
みの際に合わせてお知らせください。

▽申し込み・問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　☎58－3704

今月のお知らせ
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▽問い合わせ／総務課庶務係　☎58−2111（内線222）

☎58-2151防災無線を
聞き逃したら！！

　防災無線で放送された内容を聞き逃した時は、右記の電話番号に
かけると聞くことができます。是非ご利用ください。

・虚像の道化師� 東野圭吾／著　文藝春秋
・輝ける昭和のフロントランナー　白桃世代
� 大久保元春／著　文芸社
・トヨタで学んだ「紙1枚! 」にまとめる技術
� 浅田すぐる／著　サンマーク出版
・ズボラさんのための片づけ大事典
� 吉川永里子／著　エクスナレッジ

・新幹線お掃除の天使たち
　「世界一の現場力」はどう生まれたか？
� 遠藤功／著　あさ出版
・クックパッドの大絶賛レシピ「決定版」お菓子
� クックパッド株式会社／編　角川マガジンス
・はじめてであうえほんシリーズ　にーっこり
� いしづちひろ／作、くわざわゆうこ／絵　くもん出版
・おなかのこびと� よしむらあきこ／作　教育画劇
・いちごパフェエレベーター� 石崎なおこ／作　教育画劇
・おべんとうだれとたべる？� あずみ虫／作　福音館書店

ほか

新刊図書の案内図 書 室 だよ り

▽問い合わせ／中央公民館　☎58−2250

戸 の籍 窓 3月21日～4月20日受付
本村に現住所のある方を掲載しております。� 敬称略

お誕生おめでとうございます

福　地　寿
す
々
ず
音
ね
 ちゃん

（崇・里美）八 反 田

ご結婚おめでとうございます

大　林　操　起� 弘 前 市
古　村　秋　菜� 田 舎 舘

平　川　拓　也� 和　　泉
下　山　　　恵� 弘 前 市

阿　保　憲太朗� 八 反 田
金　澤　麻里子� 弘 前 市

おくやみ申し上げます

小　野　ミトル（87歳）�垂　　柳
工　藤　勝　二（87歳）�高　　田
齋　藤　た　そ（89歳）�大 根 子
葛　原　キヨヱ（89歳）�豊　　蒔
佐　藤　成　一（88歳）�畑　　中
田　澤　信　雄（85歳）�諏 訪 堂
葛　 　茂　光（77歳）�大 根 子
工　藤　美智子（61歳）�枝　　川
平　川　直　義（92歳）�和　　泉
阿　部　すさゑ（85歳）�畑　　中

（
（
（

人口と世帯
（平成27年 4月末日現在）

男 3,867人（−17）

女 4,251人（−11）

計 8,118人（−28）

世帯数 2,651世帯（−4）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成27年 4月末日現在）

4　　月
県　内 村　内

件��数 265（1,213） 12（22）
死��者 2 （13） 0 （0）
傷��者 317（1,522） 15（28）

（　）は１月からの累計
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※広報では、 6 月生まれのお子さんの写真を募集中です。（5月20日締切）❶氏名（ふりがな）❷生年月日❸住所
❹両親の氏名❺コメントなどを書いて、企画観光課企画係まで郵送またはご持参下さい。写真は後日お返しします。

Happy Birthday ５月生まれのおともだち

ゲートボール愛好会は
現在50代～90代の会員
23人で、「和気あいあい」
をモットーに明るく楽し
く活動しています。毎週
木曜日、午前 8 時30分
に克雪トレーニングセン
ターに集まり、午前 9 時

から休憩をはさみつつ午後 3 時頃まで試合形式で練習をしていま
す。青森県民体育大会や東北地域選手権大会予選、近隣市町村の団
体が主催する大会など、多数の大会に参加しています。青森県民
体育大会では町村の部 2 位に輝いたこともありますが、成績より
も健康で長くゲートボールを続けていくことを目標としています。
90代の会員も、試合では主力として元気に活躍しています。

当愛好会では会員を募集しています。練習時間に克雪トレーニン
グセンターに来ていただければ、見学はもちろん練習試合に参加す
ることもできます。その際は基本的なことからお教えしますので、
一緒に楽しんでいきましょう。

会長　一戸　 090－8617－9065

名前：山谷遥
はる

斗
と

さん
学校：田舎館小学校6年2組
地区：前田屋敷
一言：「6年生になってまず感じた
ことは、勉強がより難しくなったと
いうことです。工作や絵を描いたり
するのが好きで、特に模写を頑張っ
ています。」

  あとがき
今年の田んぼアートのテーマを

聞いて舞い上がってしまった私。
映画館でスター・ウォーズ仕様の
3Dメガネを偶然見かけたときは、
当然、考えるまでもなく買いました。

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

今月の題字

五穀豊穣、　
　　悪疫退散今月の

表紙

3月29日、田舎舘部落で春の伝統行事
「ボノ神送り」が行われました。子ども達
は浴衣などを身にまとい、「太刀振り」「荒
馬」を披露しながら部落内を回りました。

「ささら」と太鼓の音に合わせて子ども達
が発する「イイトコダー」のかけ声が、部
落中に響き渡っていました。

体協だより
ゲートボール愛好会

平成23年5月7日生
父…新さん　　
母…真由美さん

「やさしい女の子に育ってね♡」

八木橋 咲
さき

ちゃん

境　森

平成22年5月10日生
父…浩幸さん　
母…菜穂子さん

「『いらっしゃいませ！』マックでお手伝いし
てきたんだぁー」

三浦 來
ら

結
む

ちゃん

二津屋

平成22年5月25日生
父…裕也さん
母…春菜さん

「お絵かきや絵が好きな、ここちゃん♡4月か
らHIP☆HOPも始めました♪頑張れ心愛♡」

肥後 心
ここあ

愛ちゃん

田舎舘

平成22年5月10日生
父…友徳さん
母…倫子さん

「保育園で習字をがんばっています。」

奈良岡美
み

桜
お
ちゃん

川　部

平成26年5月26日生
父…亮平さん
母…顕実さん

「もうちょっとで、歩けるね♡色んなところ
へ遊びに行こうね！！」

菊地 皐
さつき

月ちゃん

大根子

平成22年5月5日生
平成25年5月13日生
父…昌明さん
母…結さん　

「こはる、いつもお手伝いありがとう♡ひまり、
これからもっとおしゃべりしようね♡いつまでも
仲良し姉妹でいて下さい。」

ひまりちゃん

花田こはるちゃん
八反田


