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村議会6月定例会
第2回田舎館村議会定例会が6月3日から8日まで開かれました。7日には山﨑洋議員、田村道雄議員、品川正人議員、
平川重廣議員、鈴木孝一議員が一般質問を行いましたので、主な内容を要約してお知らせします。

一般質問

山﨑　洋 議員
①政治とお金の問題について
問 東京都知事の政治資金について、
私的な飲食費、高額な出張旅費など
が今問題となっている。過去に県内
では選挙違反による逮捕事件があ
り、村でも議員研修において不適切
な問題が発生している。こうした事
案について、村長の感想や意見は。
答（村長）政治に携わる者は、有権
者から不信を招くことのないよう、
お金の使途は公私をはっきり区別す
るべきだと思っている。新たに18
歳から有権者となる人たちのために
も、政治家は自らの行動や言動に、
責任を持って政治活動をすることが
大事だと思っている。
②村長の公約について
問 ア村長は公約を掲げ選挙で当選
しているので、その約束を守る責任
があると思うがどう考えているか。
答（村長）公約の考えについては、
3月定例会でお答えしている。時と
場合によっては、時間をかけ、状況
に合わせて手法を変えながら、実現
に向けて努力したい。

問 イ公約のうち、達成できていな
い項目はあるか。
答（村長）公約6項目のうち、川部
駅周辺整備については3月定例会で
もお答えしたとおり関係各所と協議
を重ねているが、効果的な整備方法
はまだ手探りの状態である。
問 ウ任期満了時までに達成できな
ければ、選挙で票を投じた方々を裏
切ることになると思うが。
答（村長）達成に向けてこれまで取
り組みを進めてきたが、時間を要し
ている。確証はないが、残りの任期
も最大限努力をする。
③まち・ひと・しごと創生について
問 ア人口減少対策として、今年度
はいくつの事業にいくらの予算計上
をしているか。
答（村長）子育て支援として義務教
育までの子どもの医療費を無料化す
る「子ども医療費給付」に1千3百
万円、移住者向けの住居対策として
「空き家対策計画策定業務委託」に
5百万円、移住、定住を促進するた
めの「むらの魅力再発見事業」に3
百万円、既婚率の上昇を目指す「婚
活支援事業」に2百万円、村の活性
化を目的とした「地域おこし協力隊
事業」に7百万円、黒石市、平川市
と連携し広域的な観光振興事業とし
て「ひと・もの・こと育成事業」に
1千7百万円の6事業、合計4千7百
万円を計上している。

問 イ田舎館村まち・ひと・しごと
創生総合戦略について、計画期間が
平成27年度からの5年間としてい
るが、年次ごとの、予算を含めた具
体的な事業計画を示す必要があると
思うがどう考えているか。
答（村長）国の動向や必要とされる
事業を見極め、その都度予算化の判
断をすることとしているため、年次
計画の策定は考えていない。
問 ウ年次計画が定められていなけ
れば、PDCAサイクルによる推進
が困難と思われるが。
答（村長）総合戦略では3つの目標
達成のために6本の戦略プロジェク
トを設定している。各プロジェクト
は、状況に合わせた事業展開ができ
るよう幅広く個別の施策が設定さ
れ、実施した事業ごとに評価、検証
を行って取り組むこととしている。

可決された主な案件
予算関係

・平成28年度田舎館村一般会計補正予算
・平成28年度田舎館村介護保険特別会計補正予算

・平成28年度田舎館村国民健康保険特別会計補正予算
・平成28年度田舎館村水道事業会計補正予算

条例関係
・田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並
びにその支給条例の一部を改正する条例

・田舎館村立歴史民俗資料館設置条例を廃止する条例

そ の 他
・財産の取得について
・繰越明許費繰越計算書について
・株式会社アイナックの経営状況について

・継続費繰越計算書について
・田舎館村土地開発公社の経営状況について
・専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
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村議会3月定例会村議会6月定例会

田村　道雄 議員
①村の温泉施設について
問 ア前田屋敷老人福祉センターの
温泉では、利用者が湯あたりをおこ
し、幾度となく救急車が出動してい
る。浴室の天井が低いためと思われ
るが改築できないか。
答（村長）湯あたりの原因はご指摘
のとおりと考えている。浴室の排気
ができるようこれまで改修を重ねて
きたが、構造上の問題もあり、現状
は未だに解消できていない。解決の
ためには、大規模な改修が必要とな
るため、財政状況と合わせて検討す
る。
問 イ老人憩の家は施設が老朽化し
ている。田んぼアート会場も近いの
で、簡易的な宿泊施設を検討しなが
ら改築できないか。
答（村長）築40年以上で老朽化も
進んでいると認識している。老人福
祉センターと同様、財政状況と合わ
せて検討する。宿泊施設となれば
24時間体制が必要となるため、指
定管理者との協議や、宿泊者用駐車
場の確保など問題があると考えてい
る。
②農業用ハウスの助成について
問 4月17日からの強風で、ハウ
スへの被害がみられた。ハウス農家
に対し、園芸施設共済掛金の助成を
検討できないか。
答（村長）先般の強風により、村内
の農業用ハウス70棟で被害が確認
された。気象災害による被害から農
家を守るため、園芸施設共済掛金の
助成について、来年度から実施でき
るよう前向きに検討したい。

品川　正人 議員
①入札等制度改革について
問 ア村の入札は、どのような制度
で行っているのか。
答（村長）公共事業の入札は、地方
自治法をはじめ、会計法や建設業法
などに基づく入札制度で行われてい
る。村では、一般競争入札、指名競
争入札、随意契約など、競争性、透
明性、公平性を確保しながら行って
いる。

問 イ入札の内容について、村民は
なじみが薄く関心が低いと思われる。
広報やホームページで、もっと積極
的に情報公開を行う必要があると思
うがどうか。
答（村長）現在行っている公開方法
としては、入札の参加者や結果を確
認できる「開札一覧表」の閲覧、広
報とホームページによる落札状況の
公表がある。入札に関する役場での
閲覧情報やホームページなど、より
関心を持っていただけるような周知
方法について検討したい。
問 ウ入札に関する一連の内容に留
まらず、必要な改革に取り組む考え
はあるか。
答（村長）公共事業を円滑に実施す
るため、入札予定価格の設定や、費
用、期間に変動が生じた際の変更契
約など適切に図り、適正な入札、契
約の推進に取り組みたいと考えてい
る。

平川　重廣 議員
①村の人口減少と村外流出について
問 村の人口減少に歯止めをかける
ために、どのような対策を考えてい
るか。また、人口流出を防ぐ取り組
みはあるか。
答（村長）この質問については、山
﨑議員の一般質問と内容が重複する
ため割愛させていただく。

鈴木　孝一 議員
①人口減少の対策について
問 少子化対策には、親の経済的な
負担軽減を図るとともに、子どもを
産み、育てやすい環境を整えること
が大切だと思うが、そのための祝い
金、定住交付金、補助金などは考え
ているか。
答（村長）まち・ひと・しごと創生
総合戦略の戦略プロジェクトの中か
ら、子育て支援策として、義務教育
までの子どもの医療費無料化を始め
ている。今年度に実施した事業を検
証する中で、祝い金、定住交付金に
ついても、来年度以降、事業化に向
け検討を進めたい。
②旧光田寺小学校の再利用について
問 昨年12月定例会で質問した際、
校舎の買い取りについて話をいただ
いているとしていたが、現在の状況
はどうなっているか。
答（村長）福祉関係事業を行う団体
から、福祉関係施設として利用した
いとの申し出をいただいている。施
設を開設する場合は、青森県の許認
可が必要となる。今年度、青森県で
取りまとめが行われる平成29年度
健康福祉関係施設の整備計画書を提
出するため、準備を村でしている。
提出に関する通知がありしだい、団
体と協議を進め、計画書を提出した
いと考えている。

むらの魅力再発見事業　群馬県から来村した公立高崎経済大学学生による視察
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　６月７日、８日に第２田んぼアートの田植えを行いました。２日間にわたって村民有志の方々が田植えをしたほか、７日には
尾上総合高校全校生徒が参加しました。快晴のもと、生徒たちは泥の感触に歓声をあげながら田植えを体験しました。
　また11日には、むらの魅力再発見事業で村から委託を受け、群馬県から来村した公立高崎経済大学の学生13名と、共育型地
域インターンシップin田舎館の弘前大学学生３名が、村のことを知る一環として第２田んぼアートの田植えを体験しました。
　第１田んぼアートと同様に、第２田んぼアートも様々な人の手によって植えられ、完成に至りました。

6　
　7

6　
　11

尾上総合高校から全校生徒が参加

３年生は今年で３回目の参加。慣れた
手つきで苗を植えていました

村のことを知るため、まずは体験！

授業の一環で、
第２田んぼアートの
面積を測定

受け取って!!

足が抜けないっ

細かい図柄は村民有志が担当
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話 題 い ろ い ろ

　遊稲の館で、小学校5年生による体験田の田植えが行わ
れました。参加した児童56名は、苗の植え方や品種の特徴
などについて説明を受けた後、9つに区分けされた水田に、
「においあかこ」、「朝紫」、「つがるロマン」の苗を植えました。

　むらの魅力再発見事業により来村した群馬県の公立高崎経
済大学学生13名と、共育型地域インターンシップin田舎館の
弘前大学学生3名が、ガイドと村内を巡るまちあるき体験をし
ました。両大学の学生は、今後も数回にわたって村を訪れ現状
を視察し、村の魅力や情報発信などについて提言を行います。

弥生水田で体験学習5　
　31

五穀成就、悪疫退散を願って6　
　12

　大曲集落でボーノ神送りが行われ、地域住民約20名が
参加しました。参加者は朝から、わらを使って夫婦や蛇の
人形6体を制作。完成後は、ねぷた太鼓と共に集落内を巡
り、集落を囲むように5つの場所へ人形を祭りました。

花で公園に彩りを

　花いっぱい運動実行委員会による環境美化活動が、平川
河川公園の緑地広場で行われました。参加した会員10名
は早朝から花壇の整備を行い、その後、用意したマリー
ゴールドの苗260本を植えました。

田舎館村ってどんなところ？ 白熱!! 3 on 3バスケットボール

　教育委員会主催による家庭教育講座が光田寺保育園で行
われ、児童・保護者合わせて約90名が参加しました。
　この日は、音楽講師の木村朗子さんによる「親子リズム
音遊び教室」が開催され、参加した親子は歌や手遊びを楽
しみながらコミュニケーションを図りました。

　村民体育館で、第3回3on3carnivalが開催され村内外から
約200人、15チームが参加しました。参加者は3人1チーム
で行うバスケットボールを楽んだほか、田舎館ミニバススポー
ツ少年団の公開試合も行われました。また後日、主催者から社
会福祉協議会へ、会場売店の売上金の一部が寄附されました。

音楽で親子のふれあいを6　
　4

6　
　12

6　
　12

6　
　18



平成28年7月号・いなかだて6

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

今月のお知らせ
お知らせ

今月の納税相談
と　き ところ

夜間納税相談 ７月27日（水）
午後5時～午後7時 税務課窓口

休日納税相談 7月31日（日）
午前9時～午後4時

▽問い合わせ／税務課徴収係（内線123）

今月の納税
　国民健康保険税（１期）、後期高齢者医療保険料（１期）、
介護保険料（１期）

▽問い合わせ／国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
 …厚生課国保係（内線151、157）
 　　　　　　介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）

今月の粗大ゴミ収集日
　7月27日（水）

▽問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

国民年金だより
　継続免除申請について

　国民年金保険料の免除等の始期と終期は、7月から翌
年6月までとなっています。このため、免除等の承認を
受けている方が今年7月以降も引き続き承認を得るため
には、平成28年度分の申請を行うことが必要です。た
だし、国民年金保険料の免除等のうち「全額免除」また
は「若年者納付猶予」の承認をされた方が、翌年度以降
も引き続き申請することを希望した場合（申請書下欄⑭
継続希望区分で「1．する」に○をされた方）は、継続
して同じ免除区分で申請があったものとして審査を行い
ますので、申請書の提出は不要です。審査後、申請結果
は日本年金機構から通知されます。
　また、継続申請を希望し納付猶予が承認された場合、翌
年度以降、世帯主の所得が基準以下となり全額免除に該当
するようになっても、前年と同じ納付猶予が承認されます。
全額免除を希望する場合は、あらためて申請が必要です。
　失業等の特例制度を利用して全額免除や納付猶予に該
当した場合は、継続申請の対象にならないため、あらた
めて申請が必要です。

納付猶予制度について
　これまで、国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢は
30歳未満でしたが、平成28年7月より50歳未満に拡大
されます。
　納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給額が増えること
はありませんが、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基
礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウント
されます。納付猶予の承認を受けた期間の保険料につい
ては、後から納付（追納）することにより、老齢基礎年
金の受給額を増やすことができます。

▽申し込み・問い合わせ／住民課保育年金係（内線161）
　　　弘前年金事務所　☎27－1339

人権行政相談
○と　き／7月19日（火）、8月17日（水）
○じかん／午前9時～正午
○ところ／役場1階相談室

▽問い合わせ／住民課住民係（内線164）

村議会委員会等活動記録
　下記の日程で委員会等活動がありましたので、お知ら
せいたします。
○と　き／5月27日（金）
　議員全員協議会
　内容／株式会社アイナックの経営状況について
　　　　他２件
　議会運営委員会
　内容／平成28年度第２回議会定例会会期日程について

▽問い合わせ／議会事務局（内線311）

農地パトロール（利用状況調査）の実施について
　農業委員会では、毎年全ての農地を対象に利用状況調
査を実施し、遊休農地の把握と違反転用の防止等に努め
ています。地区の農業委員が調査にあたり、遊休農地や
違反転用を発見した場合は、所有者等に対して農業委員
会が指導、勧告などを行います。また、調査員が農地内
に立ち入ることもありますが、皆様のご理解とご協力を
お願いします。農地のことでお困りの方は、農業委員ま
たは農業委員会事務局へご相談ください。
○調査月間／７月～８月

▽問い合わせ／農業委員会事務局（内線131）

就学に向けて心配や不安はありませんか？
　教育委員会では、就学についてのご質問、ご相談に応
じております。
・小学校ではどんな学校生活になるの？
・落ち着きがないからちょっと心配…
・友だちと上手く遊べるか心配…
・平仮名や数の勉強はやっておいた方がいいの？等々
また、来年度以降に就学するお子さんがいる方もご相談
等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

▽問い合わせ／教育課学務係（内線331、332）
　　　　　　　☎58－2363（直通）
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I n f o rm a t i o n

第71回市町村対抗青森県民
体育大会開催のお知らせ

　今年も市町村対抗青森県民体育大会が下記日程で開催
されます。今年は西北地域が主会場となっております。
応援をよろしくお願いします！
　競技会場など詳しいことはお問い合わせください。
○と　　き／７月30日（土）、31日（日）
○参加競技／陸上・軟式野球・ママさんバレーボール・
卓球・剣道・相撲・ソフトボール女子・バスケットボー
ル男女・バドミントン・ボウリング・ゲートボール・
テニス・サッカー　以上13競技14種目

▽問い合わせ／中央公民館（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

平成28年度田舎館村成人式の
実行委員募集について

　教育委員会では、平成29年１月８日（日）に成人式を
挙行する予定です。式典や記念パーティー、記念品など
の企画、進行について、10月中旬から成人式に向けた
会議を３回程度開催します。ご協力いただける新成人
の方は、氏名、住所、連絡先を添えてお申し込みくださ
い。
○対象／平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれで、
　下記①～④のうち1つでも該当する方
　①村内在住の方
　②平成20年度に村内各小学校を卒業した方
　③平成23年度に田舎館中学校を卒業した方
　④村内の学校に在籍していた期間がある方（転校等）
○締め切り／９月30日（金）

▽申し込み・問い合わせ／中央公民館（内線501・502）
 ☎58－2250（直通）　FAX58－2394

給水装置工事事業者の指定について
　新しく給水装置工事事業者として、次の業者が指定さ
れましたのでお知らせします。

▽問い合わせ／建設課業務係（内線234、235）

名誉村民 故 鈴木喜代春氏を偲ぶ会
開催のお知らせ

　鈴木喜代春氏のご逝去に伴い、これまでの村に対する
教育、文化振興へのご尽力に心から感謝と哀悼の意を込
め、集いを開催し、温厚、誠実で教育に対し信念を持っ
て作品を執筆し続けた鈴木氏の足跡を振り返ります。当
日は、村内を送迎バスが巡回します。皆様の多数のご参
加をお待ちしております。
○とき／８月28日（日）午前10時 受付、午前11時 開始
○ところ／メモリアルホールにしや　黒石市緑町２－195
偲ぶ会
○内容／献花、故人のスライド紹介など
○会費／無料
語る集い
○内容／会食、作品朗読など
○会費／
　村内在住の方　１人 2,000円
　村外在住の方　１人 3,000円
○参加申込／住所、氏名、電話番号、バス利用の有無を、
下記またはお住まいの地区の行政連絡員へお知らせく
ださい。
○申込締切／８月10日（水）
○その他／会場には平服でお越しください。故人へのご
香典、ご供花は固くご辞退申し上げます。バスをご利
用の方には、バスの経路を別途ご連絡いたします。

▽申し込み・問い合わせ／総務課「故 鈴木喜代春氏を
 偲ぶ会」担当（内線224、225）

8月1日から介護保険制度の一部が変わります
　介護保険３施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）やショートステイを利用する方の
食費、部屋代はご本人による負担が原則です。低所得者の方には負担軽減を行っており、食費、部屋代の利用者負担段
階の判定に、現在は対象者本人の課税年金（老齢年金など）収入のみを用いています。
　自宅で暮らす方、保険料を負担する方、老齢年金を受給している方との公平性をさらに高めるため、食費、部屋代の
利用者負担段階の判定に非課税年金（遺族年金・障害年金）を含めて判定するよう改正が行われます。現在、世帯全員
（世帯を分離している配偶者を含む）の村民税が非課税であり、対象者本人の年金収入等が80万円以下で一定額以上の
預貯金等をお持ちでない場合は、利用者負担段階を第２段階としておりますが、このうち、非課税年金を一定額受給
されている方は、この改正により段階が第３段階になる場合があります。
○負担限度額（日額）／ 多床室 従来型個室 ユニット型準個室 ユニット型個室 食費

第２段階 370円 490円（特養420円） 490円 820円 390円
第３段階 370円 1,310円（特養820円） 1,310円 1,310円 650円

▽問い合わせ／厚生課介護保険係（内線156）

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 工事番号 工事名 予定価格 落札価格 工事箇所 業者名 工期
平成28年６月16日 第8号 展望所周辺整備工事（第3工区） 4,168,800円 3,996,000円 高樋地内 東青建設㈱ 平成28年７月22日
平成28年６月20日 第9号 垂柳部落集会施設駐車場舗装工事 1,933,200円 1,846,800円 垂柳地内 ㈱丸勝小野商事 平成28年７月15日

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28年６月20日 水道メーター 1,676,160円 1,056,196円 建設課 ㈱日幸商會 青森営業所 平成28年９月９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）

平成28年6月6日付
GON設備（田舎館村）　☎26－7505

【予告】
村では今後、故 鈴木
喜代春氏の企画展を予
定しております。場
所、日時が決まりまし
たら、あらためてお知
らせします。
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その他お知らせ

今月のお知らせ

自衛官募集案内
募集種目 資格 受付期限 試験日

航空学生 高卒（見込み
含）21歳未満

9月8日（木）

9月22日（木）

一般曹候補生

18歳以上
27歳未満

9月17日（土）
自衛官候補生
（男子）

9月27日（火）・
28日（水）

自衛官候補生
（女子） 9月26日（月）

　受験資格など詳細については、下記へお問い合わせく
ださい。

▽問い合わせ／自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所
　　　　　　　☎27－3871

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、村お達者くらぶを開催します。
○とき・ところ／

７月22日（金） 午後１時30分～
午後３時

前田屋敷老人福祉
センター大広間

７月29日（金） 川部温泉大広間

○テーマ／健康体操教室　　講師：鬼武由美子先生
○参加費／無料

▽問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704

「田園」みらいを築く会からのお知らせ
会員の募集について
　「田園」みらいを築く会は、村埋蔵文化財センター・博
物館、総合案内所「遊稲の館」を村の指定管理者として
運営しており、弥生体験田の稲作体験作業やどろリンピッ
クなど稲、米にこだわった活動を展開しています。
　会では随時会員を募集しています。私たちの活動に興味
のある方は下記問い合わせまでお気軽にお電話ください。

▽問い合わせ／村埋蔵文化財センター　☎43－8555
第8回どろリンピック開催！
　田んぼで短距離競走や綱引き、ビーチボール取り競争
などを行うどろリンピックを今年も開催します。
　ご家族、お友達みんなで楽しくどろ遊びをしませんか。
○と　き／７月24日（日）午前８時～午前９時　受付
　　　　　　　　　　　　午前10時～午後１時
○ところ／遊稲の館
○参加費／1,200円 （小学生未満800円）
　　　　　※昼食、保険料を含みます。
○持ち物／着替え、水着、水中メガネ、サンダル
○申込締切／７月20日（水）
　参加された方はシャワー室がご利用いただけます。
　小雨決行ですが、大雨等の場合は当日午前７時以降
にお問い合わせください。

▽問い合わせ／遊稲の館　☎58－4689

農地中間管理機構集積協力金の
単価が変わります

　農地中間管理機構に農地を貸し付けし、要件を満たし
た場合に交付される機構集積協力金の単価が変わります。
　この単価は目安額のため、平成28年度の最終的な単
価は平成29年１月頃に決定する予定です。
○交付単価の目安額／

協力金名 農地の貸付面積 平成28年度目安額

地域集積協力金
2割超5割以下 0.9万円／10a
5割超8割以下 1.2万円／10a
8割超 1.5万円／10a

経営転換協力金
0.5ha以下 18万円
0.5ha超2.0以下 30万円
2.0ha超 42万円

耕作者集積協力金 － 0.6万円／10a

▽問い合わせ／青森県構造政策課　
　　　　　　　☎017－722－1111（内線5055）

ふるさと探訪バスツアー参加者募集
　津軽広域連合ではふるさとの魅力を再発見、再認識し
ていただくため、津軽地域に数多くある美しい自然や文
化、歴史等の名所を訪ねるバスツアーを実施します。詳
細は津軽広域連合ホームページhttp://tsugarukoiki.jpを
ご覧ください。みなさまのご参加をお待ちしております。
○とき／９月10日（土）午前８時～午後６時（小雨決行）
○集合場所・時間／①黒石市役所：午前８時、②弘前
運動公園：午前８時30分、③JR弘前駅城東口バスプー
ル：午前８時50分
○訪問コース／
　Ａ「津軽平野～岩木山～白神山地を辿るコース」
　Ｂ「寺院・田んぼアート・酒造満喫コース」
○対象者／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の方
○募集人数／各コース40名
○参加費／１名につき2,000円（昼食代・施設入場料込）
○応募方法／ハガキまたは電子メールで、希望のコー
ス、バスの乗降場所、住所、氏名、年齢、電話番号を
明記し、下記に送付（送信）してください。１通に
つき２名１組までとします。電子メールでの申込み
は１通までとします。２名の申込みの方は、代表者
を明記、住所と電話番号が別々の場合はそれぞれを明
記してください。
〒036-8053　弘前市大字和泉２丁目1－1
フラワー観光株式会社「ふるさと探訪バスツアー」係
メールアドレス　hirosaki＠flower-travel.com

○応募締切／８月19日（金）当日消印有効

▽問い合わせ／フラワー観光株式会社
　　　　　　　☎26－2112（日、祝日を除く）
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お誕生おめでとうございます

工　藤　　昴
すばる

　 くん
（優・多美子）畑　　中

福　士　來
らい

　空
く

 くん
（敬大・めぐみ）前田屋敷

中　嶋　夏
か

　向
なた

 くん
（真哉・秋花）川　　部

工　藤　光
みつ

　稀
き

 くん
（慎也・真子）田 舎 舘

ご結婚おめでとうございます

宮　城　　司　 東 京 都
工　藤　祐　希 十二川原

古　川　龍　己 黒 石 市
佐　藤　ちひろ 和　　泉

櫻　庭　幸　彦 弘 前 市
花　田　沙　織 八 反 田

花　田　寿　人 二 津 屋
今　井　朝　子 平 川 市

おくやみ申し上げます

阿　保　　昇　（81歳） 八 反 田
小　野　春　𠮷（76歳）垂　　柳
中　山　ア　イ（89歳） 東 光 寺
田　澤　久太郎（72歳） 諏 訪 堂
工　藤　順　三（79歳） 二 津 屋

▽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。ぜひご利用ください。

戸 の籍 窓 5月21日～6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

・税務署は3年泳がせる。
 飯田真弓／著　日本経済新聞出版社
・夜を乗り越える 又吉直樹／著　小学館
・戦地の図書館－海を越えた1億4千万冊
 モリー・グプティル・マニング／著　東京創元社
・どこかでベートーヴェン 中山七里／著　宝島社

・たまちゃんのおつかい便 森沢明夫／著　実業之日本社
・神去なあなあ夜話 三浦しをん／著　徳間書店
・本日は、お日柄もよく 原田マハ／著　徳間書店
・やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち
 なかやみわ／著　白泉社
・おべんとパズル よしだともこ／著　教育画劇
・たまこおばあちゃん たびにでる
 ませぎりえこ／著　偕成社

ほか

新刊図書のご案内図 書 室 だよ り

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250

社

（
（
（
（

人口と世帯
（平成28年 6月末日現在）

男 3,801人 （＋8）

女 4,243人（＋13）

計 8,044人（＋21）

世帯数 2,710世帯 （＋8）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成28年 6月末日現在）

6　　月
県　内 村　内

件  数 292（1,771） 5（20）

死  者 3 （15） 0 （0）

傷  者 354（1,645） 9（28）
（　）は１月からの累計
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名前：山谷空
く う

羽さん
学校：6年 1組
地区： 前田屋敷
一言：「学校の授業は体育が得意です。
光田寺サッカースポ―ツ少年団に所属し
ていて、サイドバックで練習をしていま
す。広報の題字に選ばれて驚きました！」

  あとがき
今月号の表紙を撮るため、小学校いちご狩

り体験に同行しました。参加した児童は、自
分で探して収穫したいちごをおいしそうに食べ
ていて、とても楽しそうでした。も…もちろ
ん、私は撮影に終始専念しておりましたので、
いちごのつまみ食いはしていませんよ！

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

小学生
いちご狩り体験

今月の
表紙

※広報では、 8月生まれのお子さんの写真を募集中です。（7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。

平成24年7月7日生
父…友徳さん　母…倫子さん

「お馬に乗ったよ！とっても楽し
　かった☆」

奈良岡 里
り お

桜ちゃん

川　部

平成25年7月16日生
父…昌敬さん　母…知子さん

「早く大きくなってね！生まれてき
　てくれてありがとう♡」

須藤 湧
ゆ う や

也くん

大　曲

平成22年7月5日生
父…勇さん　母…朗子さん

「いよいよ来年は小学生だね！楽し
　いことがたくさんありますように☆」

阿部 桃
もも

佳
か

ちゃん

川　部

Happy Birthday 7月生まれのおともだち

　６月10日、小学校の校外活動の一環で、１年
生児童によるいちご狩り体験が行われました。
　参加した児童69名は、生産者から説明を受
けた後ハウスへ入り、赤く色づいたいちごを一
生懸命探して収穫を楽しみました。また、15日
には２年生児童もいちご狩りを体験しました。
　この日は共育型地域インターンシップin田舎
館の弘前大学学生３名も体験に同行し、参加児
童や生産者へ取材を行い、村の魅力や農家の
現状について情報収集を行いました。

青森オータイ（株）はパルプ・紙加工品、プラスチック製品の製
造を主とする企業で、昭和52年4月に村へ設立されました。設立
は川部地区でしたが、その後事業拡大のため平成９年に大曲地区
へ移転し、現在17名の従業員がいます。
主要製品は30㎏精米袋や、粉粒状物質の梱包などに使われるワ
ンウェイフレキシブルコンテナ。製造のほかに、平成27年からは
フレキシブルコンテナ用清掃機を導入し、清掃補修も行っていま
す。企業は王子製袋グループの一員で、キャッチコピーは「For 
Next Need－毎日をつつみ、明日へ運ぶ－」。物流包装資材の総
合メーカーとして常に挑戦する心を持ち続け、業界トップを目指し
て従業員一丸となって業務に取り
組んでいます。

誘致企業だより 青森オータイ株式会社

小学生による
　今月の題字


