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村議会3月定例会村議会9月定例会村議会9月定例会
第3回田舎館村議会定例会が9月1日から9日まで開かれました。6日には山﨑洋議員、田村道雄議員、品川正人議員、
鈴木孝一議員、平川重廣議員、品川新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

山㟢　洋 議員
①今年の田んぼアートについて
問 ア今年の第１、第２田んぼアー
トはどちらも図柄が非公開、田んぼ
アートの画像を使用した商品販売に
は著作権使用料が発生することから
関連商品の減少や販売の遅れが新聞
に取り上げられた。図柄を決める
際、著作権の問題が予測できたので
はと思うが、決定の過程はどのよう
になっているのか。
答（村長）田んぼアートの図案はむ
らおこし推進協議会が決めている。
第１田んぼアートは、青森県の担当
課を通してNHK大河ドラマ「真田
丸」の提案があった。石田三成は津
軽に縁があり、大河ドラマは話題性
があったためテーマとして決定し
た。
第２田んぼアートは映画「シン・ゴ
ジラ」を製作した東宝から提案があ
り、映画を題材にすることで集客効

果が見込まれたため決定した。
問 イ６月初旬に村民から、今年
は田んぼアートの関連商品が作れな
い旨の話を聞いた。著作権の諸問題
について村長は把握していなかった
のか。
答（村長）先方から提案されたもの
であり、著作権については話し合い
で応じていただけるものと考え前進
した。しかし落ち度があり、反省し
ている。今後は認識を改め慎重に対
応する。
問 ウ商品化に関わる説明会は７
月29日に開催されたと聞いている。
説明会を開くまで時間がかかったの
はなぜか。また、商品開発の遅れな
どの影響は考えていたか。
答（村長）「真田丸」ロゴの商業申
請にあたり、漏れが無いよう期間を
長く設けたためこの時期の開催と
なった。影響についてはご指摘のと
おりで、今後、期日などはよく検討
し速やかに対応したい。今後著作権
が発生する場合には、著作権の使用
期間、範囲等問題が発生しないよう
網羅し、経過を明文化し進める。
問 エ田んぼアートは入場料の収
入ばかりでなく、業者や村民が商品
を開発、販売し利益をあげる役割も
担っていると思う。田んぼアートに

は村を活性化する使命が求められて
いると思うがどう考えているか。
答（村長）田んぼアートの勢いを起
爆剤に、一つの産業として邁進した
い。また、村の誇りとし村民全体か
らの協力と賛同を得たい。
問 オ商品販売する業者や村民の一
部から例年より売り上げが４割減っ
たという話を聞いた。売り上げの減
少についてどう思っているか。
答（村長）４割という数値の根拠は
確認していただきたい。今後もどな
たかに納得いただけないような場面
があるかもしれないが、お互いに譲
り合い、改良して前進したい。
②川部駅ヤード跡地について
問 ア購入した目的はなにか。
答（村長）私が就任する前の平成
16年９月に村が村土地開発公社（以
下公社）に依頼し公社が購入したも
のであり、当時の購入目的は承知し
ていない。また、平成16年９月の
議会定例会において、公社への損失
補償が議決されている。
問 イ購入時期はいつか。また、購
入金額はいくらなのか。
答（副村長）購入金額や時期につい
ては公社が購入したものなので答え
ることができない。
問 ウ公社の借入金の発生状況は。

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年度田舎館村国民健康保険特別会計補正予算
・平成28年度田舎館村介護保険特別会計補正予算
・平成28年度田舎館村下水道事業会計補正予算
・平成27年度田舎館村一般会計歳入歳出決算認定について
・平成27年度田舎館村国民健康保険特別会計歳入歳出決算
認定について

・平成27年度田舎館村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算認定について

・平成27年度田舎館村介護保険特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

・平成27年度田舎館村農業集落排水事業会計決算及び剰余金
処分計算書（案）認定について

・平成27年度田舎館村下水道事業会計決算及び剰余金処分計
算書（案）認定について

・平成27年度田舎館村水道事業会計決算及び剰余金処分計算
書（案）認定について

条例関係
・田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置
に関する条例

・田舎館村税条例等の一部を改正する条例
・田舎館村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

そ の 他
・弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更す
る協定の締結について

・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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答（副村長）公社の経営状況は議会
６月定例会で毎年報告されておりそ
こで確認することができる。
問 エ土地は現在も活用されておら
ず不良資産に見えるが、利息を計算
するとおよそいくらになるか。
答（副村長）あくまでも公社に登記
されているもので、購入にあたり村
からの支出はなく、利息も発生して
いない。
問 オ例えば村が公社から買い上げ
て活用するような計画はあるか。
答（副村長）村から公社へ取得の依
頼をした際、取得目的は示されてい
ないのでそのような具体的なことは
話されていない。

田村　道雄 議員
①りんごの黒星病対策について
問 昨年、今年とりんごの黒星病が
多く見うけられる。黒星病に効果の
ある農薬について、予防、撲滅対策
として来年度からの助成を検討でき
ないか。
答（村長）黒星病は村内でも一部地
域において発生を確認しており、販
売好調なりんご産業の障害になると
認識している。関係機関と情報共
有、連携し、発生状況や他市町村の
動向等を注視しながら対応を前向き
に検討する。
②農業機械、農機具の購入費に対す
る助成について
問 農業機械、農機具の購入費に村
からの助成を要望する農家は多い。
２百万円以上、以下の購入それぞれ
に、可能な範囲で助成を行えないか。
答（村長）農業機械、農機具の購入
費助成については、平成26年12月
定例会でお答えしているとおり国や
青森県の補助事業を現在も実施して
おり村単独で助成を行うことは考え
ていないが、今後の農業情勢を踏ま
えながら村の購入支援対策はどうす
るべきか検討したい。
③田舎館食品衛生協会への補助金に
ついて
問 村の各種団体には村から補助金
が交付されているが、食品衛生協会
には交付されていない。この団体に
も補助金の交付をお願いしたい。

答（村長）田舎館食品衛生協会の平
成27年度事業報告書及び収支決算
書によると、主な事業として村内対
象事業所の食品扱い従事者に対する
検便の実施と年２回の巡回指導が行
われ、会員数は50人、予算規模は
約60万円となっている。このうち、
商工会から補助金として３万６千円
が交付されている。平成27年度は
村から商工会に対し補助金として３
百万円を交付しているため、結果と
して間接的に補助がされていると考
えている。

品川　正人 議員
①少子化対策としての子育て支援に
ついて
問 国では現在、子育てに関する
様々な施策を推進しているが村独自
の取り組みとして、親子、親同士の
交流や育児の相談ができる子育て支
援センターの様な体制を有する施設
を、既存施設と村内保育所（園）の保
育士などを活用し月１～２回開設す
る考えはあるか。
答（村長）子育て支援の拠点を設置
することは必要であると考えてい
る。村が独自に実施する場合は設備
の用意や人材の配置等課題があるた
め、指定管理者制度によって管理運
営を委託している児童館での実施に
ついて、指定管理者と協議し検討す
る。
②村民相撲場付近へのトイレ設置に
ついて
問 昨年12月定例会でも質問した

が再度質問する。中学校サッカー等
の応援に来た保護者や、特に相撲大
会の応援に来た女性の方は仮設トイ
レの使用や校舎東側トイレまでの距
離に抵抗があるようで、相撲大会運
営者の管理上の負担軽減のため、恒
久的なトイレを設置する考えはある
か。
答（教育長）休日にトイレを使用す
る部活動に使用状況を調査したとこ
ろ特に不便な問題はなく、また、恒
久的なトイレの設置には最低でも１
千２百万円の工事費が必要となり常
時管理も要することから費用対効果
を踏まえ、現在のところ恒久的なト
イレの設置は考えていない。
③部落共同墓地の水道設備未設置の
解消について
問 水道設備が未整備の共同墓地で
は、墓参り等で自宅から墓地まで水
を持参する必要があり高齢者の負担
になっているようだ。この質問は平
成26年６月定例会でも質問し、集
落への補助については交付要綱の対
象になっておらず検討していきたい
と答えられていたがどのような結論
となったか。
答（村長）村内の墓地32箇所のう
ち、水道が整備されている、または
近隣施設から水が入手できる墓地以
外、26箇所が未整備となっている。
未整備の26箇所に接する道路には
水道本菅が敷設されておらず、水道
本菅からの引き込み工事ができない
墓地が数多くあることから、集落が
墓地に水道設備を設置する事業を村
の補助対象事業とする考えはない。
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鈴木　孝一 議員
①道路舗装補修工事について
問 村道の補修は５年間で完了する
ことになっているが村民から早めに
やってほしいと要望がある。２、３年
でできないか。
答（村長）補修が必要な路線が多く
なかなか難しい。財政状況を見なが
ら事業費の増額を検討し、計画的に
効率良く事業が進むようにしたいと
考えている。
②水田大型区画整備について
問 水田農家が多い旧光田寺小学区
の農道は、大型機械が入れないぐら
い狭い。今後、大型区画整備が必要
では。
答（村長）農業機械の大型化により
農道等には不便があると認識してい
る。大型区画整備はそのような不便
を解消するほか経営の効率化や生産
性向上にも重要と考え、農家の皆様
に説明会などを開催し地域の意識醸
成を図ってきた。国や青森県の補助
を活用した整備事業は農家負担が発
生するため事業化には至っていない
が、受益者全体の同意や強い要望が
あれば事業の採択に向け国及び青森
県へ強力に働きかけたい。

平川　重廣 議員
①村営住宅の老朽化について
問 村営住宅の４棟10戸は建築から
約40年が経過し文化的な生活を営む
状態ではない。和式トイレは障害者
や高齢者の大きな負担となっている。
入居者に聞き取りを実施したとこ
ろ、屋根の損傷、雨漏りやカビの発
生、建具や床のゆがみなど家屋内外
の様々な部分の老朽を確認した。村
では今後新築移転の考えはあるか。
また、新築の場合、入居者の家賃負
担に最低保障を確保できるか。
答（村長）平成10年８月に８棟16
戸を建て替えした際、入居者にアン
ケートを実施したところ、低家賃の
ほうがよく、建て替えを希望しない
方がいたことから低家賃対策住宅と
して４棟10戸を残した。建築工法
が古くリフォームは難しいものと考
えられるため、状況を判断し建て替

えを検討する。建て替えた際の家賃
負担は特例措置があり、５年間の減
額制度を利用し負担を軽減する対応
を考えている。

品川　新一 議員
①りんごの黒星病対策について
問 今年は黒星病が異常なほど発生
しており、落胆している農家が多い。
薬剤散布の方法等様々な話を聞く
が、仮に１回で済んでいた散布が２
回に増えると農家への負担も増え
る。負担軽減のために補助金を検討
できないか。
答（村長）田村議員の一般質問にも
あるとおり販売好調なりんご産業の
障害になると認識しており、関係機
関と情報共有、連携し、発生状況や
他市町村の動向等を注視しながら対
応を前向きに検討する。
②田んぼアートについて
問 ア今年の田んぼアートの待ち
時間はこれまでより解消されている
ようだが、エレベーターの待ち時間
が長いため改良したほうがよいとい
う声が聞かれる。次年度以降、エレ
ベーターの改良や新設を考えている
か。
答（教育長）文化会館に設置された
エレベーターは竣工から21年が経
過、耐用年数が過ぎ信頼性や安全性
が低下していることから、改修工事
費１千５百87万６千円を計上し今
年度中に改修工事を行う。エレベー
ターの待ち時間については、現在の

構造上最高速度で運転できる距離が
短く、時間短縮は技術的に難しいと
考えられる。
問 イ第２田んぼアートでは駐車
場が不足したため、急遽JRAウィ
ンズ津軽の駐車場を借り対応したよ
うだが今後の対応はどうなるのか。
答（村長）これまで駐車場としてい
た部分に故石原裕次郎氏の石アート
を作成した影響で、駐車場が不足し
たため対応した。既存駐車場の収容
可能台数は限りがあり来場者が駐車
に苦慮することが予想されるため、
来年度以降も今回同様に駐車場を借
りられるよう交渉を行い、駐車場不
足対策としたい。
③学習指導要領改訂について
問 学習指導要領改訂が発表され、
小学校５、６年生の科目に外国語を
教科化すると発表された。平成30
年度より先行実施、平成32年度よ
り全面実施、読み書きを加えた年間
70時間を導入するようだが、導入
にあたりどのような対応をするの
か。
答（教育長）８月１日に国の中央教
育審議会特別部会が学習指導要領の
改訂版を大筋了承したことを受け、
教育委員会では平成31年に教科書
を採択して準備をすることになる。
新学習指導要領が実施された場合、
現在小学校で行われている英語学習
をベースに、英語で考え、理解し、
応えることができる子どもの育成を
目指して対応したいと考えている。
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　5月にご逝去された名誉村民鈴木喜代春氏を偲ぶ集いを、黒
石市メモリアルホールにしやで開催しました。集いには村内
外から約90人が参列。村長と、教職時代の教え子だった竹内
勝美さんがお別れの言葉を述べ、出席者は略歴の紹介や作品朗
読を聞きながら、鈴木氏の功績や思い出を振り返りました。

在りし日の鈴木氏を偲んで

健脚を競う

8　
　28

　第29回青森県消防操法大会兼第25回全国消防操法大会
青森県予選会が青森県消防学校で行われました。ポンプ車
の操法動作を競うこの大会では、小型ポンプの部に南黒地
区代表として村消防団が出場し3位入賞を果たしました。

　第24回青森県民駅伝競走大会が青森市で開催され、村
選手団が出場しました。大会は村の部4位・市町村総合
26位で完走、8区を走った中学校3年の堅田陽雅さん（東
光寺）が村の部で区間賞に輝きました。

訓練の成果を披露

田んぼアートの完成度に感動

8　
　27

9　
　2

9　
　４

　津軽南地域新幹線開業効果研究会と弘南鉄道（株）主催による「キャラ電の日」が弥生の里展望所を主会場に開催されま
した。貸し切り列車に乗って会場を訪れた参加者は米こめくんなど総勢10キャラクターと、記念撮影や宝探しゲームな
どを楽しみました。

　大河ドラマ「真田丸」で真田昌幸役を演じた俳優の草刈
正雄さんが第1田んぼアートを視察しました。田んぼアー
トで表された自身を眺め、「田んぼアートのモデルになり
とても光栄。浮かび上がるような迫力があり、想像以上に
似ていた。」と完成度の高さに驚いていました。

ゆるキャラが豪華共演8
28
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　田んぼアートの里田舎館秋祭りが弥生の里展望所で開催
されました。祭りでは特産品の販売やじゃんけん大会のほ
か俵かつぎ大会が行われ、「これくらい余裕です！」と60
㎏を軽々とかつぐ人や、10㎏に苦戦する子どもなど多く
の来場者で賑わいを見せました。

米俵で力自慢！

　田舎館保育園で第11回運動会が行われました。開会式
では年長組による和太鼓が演奏されました。児童は保護者
など来場者の応援を受けながら、徒競走や障害物競走、遊
戯などで練習の成果を披露していました。

　敬老会を村民体育館で行いました。70歳以上の村民約
250人が出席し米寿12人、金婚15組の顕彰を祝いました。
式終了後は、アトラクションとして村文化協会によるカラオ
ケや舞踊の公演を楽しみました。

　9月1日～10月9日の期間で中南津軽まちあるき博覧会
2016が村をはじめ、大鰐町、藤崎町、黒石市、弘前市、
西目屋村、平川市で行われ、各市町村の特徴を活かしたま
ちあるきが開催されました。村では田舎あるぎ衆がガイドを
行い、城址や文化財、刀の庵を参加者と巡りました。

みんなで楽しく運動会

健康長寿を祝って

中南津軽のまちあるきが一挙開催

　中学校3年生の授業の一環として赤ちゃんふれあい教室が
中央公民館大広間で行われ、0～3歳までの親子12組が生徒
とふれあいました。生徒は「泣かれないか心配。」と慎重に
赤ちゃんを抱っこしたりあやしながら、妊娠中の日常や子育
てについて保護者へ質問し育児の経験談を聞きました。

　第58回田舎館村部落対抗野球大会が、小学校グラウンド
と中学校野球場で行われました。15チームがトーナメント
方式によって2週に渡り対戦した結果、田舎舘部落会が優
勝を勝ち取りました。また、最優秀選手賞に八木澤凌さん
（田舎舘）、優秀選手賞に北川享さん（垂柳）が選ばれました。

未来の父親、母親を意識して

村民が熱戦

9
15

9 
10,11

9 
11,18

まち
あるき

9　
　13

9　
　10
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今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 10月23日（日）
午前9時～午後4時

税務課窓口
夜間納税相談 10月26日（水）

午後5時～午後7時

▽問い合わせ／税務課徴収係（内線123）

今月の納税
　村県民税（3期）、国民健康保険税（4期）、後期高齢者
医療保険料（4期）、介護保険料（4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、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）

ごみの収集について
今月の粗大ごみ収集日
　10月26日（水）
▷問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

個別健診を受けましょう！
病院で受診できます
　村では、ご自分の都合に合わせて医療機関で受診でき
る特定健診・健康診査を行っています。通院先が個別健
診の対象医療機関であれば、通院と併せて受診すること
もできます。生活習慣病は自覚症状がなく発症、進行し
ますので元気で過ごすために、ぜひ健診を受診し健康を
守りましょう。受診までの流れや対象医療機関について
は、お問い合わせください。
　また、健診結果に応じて保健師が健康相談を行います。

特定健診 健康診査

対象者
田舎館村国民健康保険に
加入し、年度内に40歳以
上、受診日時点で74歳以
下の方

後期高齢者医療
保険に加入して
いる方

受診料 1,000円 無料
定　員
(先着順) 100人 70人

申込期限 平成29年2月21日（火）まで

受診期間 平成29年2月28日（火）まで

○健診項目／問診、診察、計測（身長･体重･腹囲）、血
圧測定、尿検査（蛋白･糖･潜血）、血液検査（脂質･
肝機能･血糖･HbA1c･クレアチニン（※1）･尿酸（※1）･貧
血（※2））、心電図（※2）

　※1�健康診査では実施しません。
　※2�健康診査では医師の判断により実施します。
▷申し込み・問い合わせ／厚生課環境衛生係
　　　　　　　　　　　　（内線152・153）

国民年金だより
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます
　国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において、
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料
全額が社会保険料控除の対象となります。この社会保険
料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類
の添付が義務付けられています。
　このため、平成28年1月1日から9月30日までの間
に国民年金保険料を納付された方は11月上旬に、平成
28年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて
国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬に、日本
年金機構から社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
が送付されますので、年末調整や確定申告の際は必ずこ
の証明書または領収書を添付してください。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合、ご
本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご
家族あてに送られた控除証明を添付し申告を行ってくだ
さい。
　社会保険料(国民年金保険料)控除証明書についての
照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号
にお問い合わせください。
『扶養親族等申告書』の提出を忘れていませんか？
　障害年金、遺族年金以外の老齢や退職を支給事由とす
る年金は、所得税法によって雑所得となり所得税及び復
興特別所得税の課税対象とされています。
　課税対象となる受給者には8月下旬より順次、日本年
金機構から扶養親族等申告書が送付されており、9月30
日が提出期限でした。この申告により、翌年中に受給す
る年金に課税される所得税の源泉徴収額が決まります。
　もし提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の
源泉徴収額が多くなる場合がありますので、まだ提出し
ていない方は速やかに提出してください。
　なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。
○平成29年分扶養親族等申告書が送付された方／

年齢 対象金額

65歳未満 年金額が108万円以上

65歳以上 年金額が158万円以上

▷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

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

I n f o rm a t i o n
お知らせ
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田舎館村長選挙
　任期満了に伴う田舎館村長選挙が10月30日（日）に執行されます。政治への参加は、まず１票から。貴重な１票を、
皆様そろって投票しましょう。なお、田舎館村長選挙の投票時間は午後７時までとなりますので、お間違いのないよう
にお願いします。
○投票時間／午前7時～午後7時
○投票所／投票所入場券に記載されている、各地区で指定された投票所
○投票できる方／平成10年10月31日までに生まれた方で、平成28年7月24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・不在者投票について
　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、青森県が指定している病院、介護施設等
に入院または入所している方、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、お早めに請求手続（告
示日前可能）をお執りください。
○投票期間／10月26日（水）～10月29日（土）� ○投票時間／午前8時30分～午後8時
　　　　　　※告示日の翌日からとなりますので注意してください。� ○投票場所／役場1階エントランスホール
投票用紙について
　田舎館村長選挙の投票用紙は、当日投票用は記号式（〇の記号）、期日前・不在者投票用は自書式で、紙色は白色、
黒刷りです。
▷問い合わせ／選挙管理委員会（内線162）

告示日 投票日10月25日（火） 10月30日（日）

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8月29日 上水工第1号 水道メーター取替工事 1,548,720円 1,380,000円 高樋地内外 ㈲小林設備 平成28年10月31日
平成28年8月29日 第22号 川部廃堰維持工事 1,879,200円 1,836,000円 川部地内 ㈲丸英佐藤工務店 平成28年11月15日
平成28年8月29日 第23号 埋蔵文化財センター屋根等改修工事 22,248,000円 21,168,000円 高樋地内 ㈲葛西建築工務所 平成28年12月16日

入札日 業務名 予定価格 落札価格 事業場所 業者名 業務終了日
平成28年8月29日 路面性状調査業務 1,749,600円 1,620,000円 田舎館村管内 東北建設コンサルタント㈱ 平成28年11月30日
平成28年8月29日 空家等対策計画策定業務 5,400,000円 5,184,000円 田舎館村管内 ㈱協和コンサルタンツ青森営業所 平成29年 3 月31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）

今月のお知らせ

〔平成28年7月29日実施　 3 歳児健診　（　）は父母の名前〕
阿保乃

の

々
の

華
か

ちゃん
平成24年12月28日生（貴巳彦・成美）

「
歯
み
が
き
イ
ヤ
イ
ヤ

し
な
い
で
頑
張
ろ
う

ね
！！
」

畑　中村田 未
み

宥
ひろ

ちゃん
平成24年11月2日生（雄治・奈巳）
「
ハ
ブ
ラ
シ
大
好
き
」

八反田

工藤 真
ま な と

飛くん
平成24年11月21日生（優也・初美）

「
こ
れ
か
ら
も
歯
み
が

き
頑
張
っ
て
！！
」

垂　柳

田澤 琉
りゅうと

斗くん
平成25年1月16日生（卓史・理美）

「
こ
れ
か
ら
も
毎
日
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み
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き
頑
張
ろ

う
！！
」

諏訪堂

中山 彩
いろ

華
は

ちゃん
平成24年12月16日生（範一・奈津子）

「
大
好
き
な
歯
み
が
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る
よ
」

高　田

工藤 晃
こ う き

輝くん
平成24年11月2日生（直樹・裕子）

「
歯
み
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き
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張
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ぞ
！
」

田舎舘

葛西 惟
い ち か

央くん
平成25年1月11日生（真琴・智実）

「
毎
日
歯
み
が
き
頑

張
っ
て
い
ま
す
！
」

大根子

ぼくたち・わたしたち

むし歯ゼロだよ！
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その他お知らせ
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／
11月 4 日（金）

午後1時30分
～午後3時

村中央公民館大広間

11月11日（金） 前田屋敷老人福祉センター
大広間

11月25日（金） 川部温泉大広間

○テーマ／椅子で健康体操教室　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

女性の人権ホットライン強化週間のお知らせ
　青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、
下記の強化週間中、平日の相談時間を延長し、土・日曜
日も電話相談を行います。相談は無料で、秘密は守りま
す。ひとりで悩まずご相談ください。
○と　き／11月14日（月）～18日（金）
　　　　　午前8時30分～午後7時
　　　　　11月19日（土）～20日（日）
　　　　　午前10時～午後5時
　なお、通常の相談時間は平日午前8時30分～午後5時
15分までとなります。
▷問い合わせ／青森地方法務局　0570－070－810

あおもり出会いサポートセンター会員募集
　あおもり出会いサポートセンターは、少子化の流れを
変えるため、結婚したい人の出会いの場を応援すること
を目的に青森県が設置した組織です。会員には協賛団体
が企画、実施するイベント等の情報をメールマガジンで
配信します。出会いの情報をキャッチすることから始め
てみませんか。
○会員数／約1,700人
○会員条件／県内在住で満20歳以上の独身の方
○登録料／無料
▷申し込み・問い合わせ／あおもり出会いサポートセンター
　　　　　　　　　　　　☎︎017－721－1250

ファミリー防災キャンプ開催のお知らせ
　家族で防災対策、始めませんか。キャンプでは防災に
役立つ講話や体験、ワークショップを行うほか、避難所
を想定し段ボールを使った宿泊を体験します。詳しくは
ホームページをご覧ください。
○と　き／11月12日（土）～13日（日）
○ところ／梵珠少年自然の家
○対　象／小、中学生とその保護者
○参加費／１人2,400円
○募集期間／10月17日（月）～28日（金）
○ホームページアドレス／
　http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/
　bonju_top_index.html
▷申し込み・問い合わせ／梵珠少年自然の家　
　　　　　　　　　　　　☎︎0173－29－3303

青森県最低賃金改正のお知らせ
　10月20日（木）より青森県最低賃金が改正されます。
○時間額／716円
▷問い合わせ／青森労働局労働基準部
　　　　　　　☎︎017－734－4114

I n f o rm a t i o n

人権行政相談
○と　き／10月19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／8月25日（木）
　議員全員協議会
　内容／弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定の一部
　　　　変更について　他2件
　議会運営委員会
　内容／平成28年第3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）

平成29年度田舎館村奨学生募集
　教育委員会では、来年度進学予定及び在学中の方を対
象に奨学金を貸与する奨学生を募集します。詳細につい
ては役場ホームページをご覧ください。なお、入学する
学校が決まっていなくても、進学する予定であれば奨学
生の手続きができます。追加募集は行いませんのでご注
意ください。
　奨学生願書などは教育課学務係に備え付けてありま
す。
○奨学生の種類／修学資金、入学支度金（金額は学校の
種類によって異なります。）
○願書受付期間／11月�1日（火）～30日（水）
　　　　　　　　(土・日・祝日を除く)
▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）
　　　　　　　☎︎58－2363（直通）
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津軽の話題満載

津軽広域連合だより
 vol.
65

　津軽広域連合は、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
の８市町村により、要介護認定審査・障害支援
区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさ
まざまな事務事業を共同で実施する特別地方公
共団体です。

いろんなイベントに出掛けよう！

秋の収穫感謝祭
「黒石りんごまつり」 黒 石 市
　りんごの産地として全国的に著名な黒石市で、秋の収
穫祭が開催されます。
　自家消費用・贈答用りんごなどを販売する「りんご市」
をはじめ、黒石米の試食やりんごの皮むき大会が楽しめ
る「収穫感謝祭」、地場産品を展示、販売する「ふるさ
と産業展」などの各種イベントが行われるほか、姉妹都
市である岩手県宮古市の協賛による、さまざまな海産
物・物産品の販売なども予定されています。
　ご家族、ご友
人の皆様とお
誘い合わせの
うえ、ぜひご来
場ください。

日　時　11月19日（土）　午前９時～午後４時
　　　　11月20日（日）　午前９時～午後３時
場　所　スポカルイン黒石（メインアリーナ・北駐車場）
問い合わせ　黒石りんごまつり実行委員会事務局
　　　　　　（黒石市商工観光課）☎52－2111

町民力の結集！
「第４回ふじさき秋まつり」 藤 崎 町
　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝祭、「ふじさき秋まつり」が今年も2日間にわたっ
て開催されます。
　青森県初の特Ａ米「青天の霹靂」を使った日本一の
「ジャンボおにぎり」づくりや「ふじ」のりんごを使っ
た「ジャンボアップルパイ」づくりのほか、文化芸能発
表会や健康コーナーなど、様々なイベントが楽しめま
す。農産物直売
コーナーや出店
なども充実し、
藤崎町の魅力を
堪能できる内
容となっていま
すので、皆様ぜ
ひお越しくださ
い。

日　時　11月19日(土)・20日（日）
　　　　午前９時30分～午後３時（予定）
場　所　スポーツプラザ藤崎・藤崎町文化センター・
　　　　藤崎町役場駐車場等
問い合わせ　ふじさき秋まつり実行委員会事務局
　　　　　　(藤崎町企画財政課内)
　　　　　　☎75－3111（内線2222）

10・11・12月の主なイベント
と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ先

10月

９月上旬～
� 11月中旬 大鰐観光りんご園 大鰐町内のりんご園で、「もぎたてのりんご」にかぶり

ついてみませんか？

下記の各りんご園に直接お問い合わせください。
　　　　　　 ☎050-3518-9277（山田薫園）
　　　　　　 ☎48-3717（山田梅雄園）
　　　　　　 ☎48-3707（原子一行園）
　　　　　　 ☎48-4569（原子茂富園）
　　　　　　 ☎48-3751（山田敏彦園）

13日～
� 11月6日

中野もみじ山ライトアップ
「光のファンタジー」

紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を色とりどりの
ムービングライトが彩ります。 黒石市商工観光課� ☎52-2111

14日～16日 津軽の食と産業まつり 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹
介。野外テント村や催しも多数。

津軽の食と産業まつり運営協議会事務局
� ☎33-4111

15日・16日 全国伝統こけし工人フェス
ティバル

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各
地のこけしの展示即売会を行います。 津軽こけし館� ☎54-8181

21日～
� 11月13日 弘前城菊と紅葉まつり 菊人形の今年のテーマは大河ドラマ「真田丸」。特別照

明により夜も楽しめます。 弘前市立観光館� ☎37-5501
22日～
� 11月６日 金平成園　一般公開 かつて津軽地方を風靡した大石武学流。その作風を

伝える貴重な庭園を一般公開します。 黒石市文化スポーツ課� ☎52-2111

29日・30日 第４回
全国城サミットin弘前

お城の魅力が満載。お城をテーマに講演やイベント
を行います。 弘前市広聴広報課� ☎40-0494

29日・30日 ひらかわハロウィン 平賀駅前通りを中心に老若男女が楽しめるハロウィンイ
ベントを開催します。 平川市経済部商工観光課� ☎44-1111

11月

19日 アップルフェアin鰐come 大鰐農家による農産物の販売、その他アトラクション
を用意してお待ちしております。

アップルフェア実行委員会事務局
(JAつがる弘前大鰐購買センター)�☎48-3164

19日・20日 シクラメン市＆収穫感謝祭 シクラメンなど、約5,000鉢の花々を展示販売する
ほか、たくさんのイベントが目白押しです。 田舎館村企画観光課� ☎58-2111

20日 第46回
西目屋村民文化祭

村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも
開催します。 西目屋村教育委員会� ☎85-2858

23日 食＆農フェスタ2016
（板柳町）

板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能
できる催しが盛りだくさん！ 板柳町産業振興課� ☎73-2111

26日 カップリングパーティー 仕事で忙しい方や新たな出会いを望んでいる方、素
敵な出会いをしてみませんか？ 平川市商工会� ☎44-3055

26日・27日 第43回町民祭（板柳町） 町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各
種体験コーナーもあります。 板柳町総務課� ☎73-2111

11月下旬
� （予定）

ひらかわイルミネーション
プロムナード

建物や街路灯をイルミネーションで装飾します。多
くのイベントも開催予定です。 平川市経済部商工観光課� ☎44-1111

12月 12月上旬 第12回
津軽三味線シニア全国大会

津軽三味線の全国大会を今年も大鰐町で開催。県内
外の奏者が腕を競います。 未定

盛況な「黒石りんごまつり」のようす
青天の霹

へきれき
靂を使った「ジャンボおにぎり」
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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。ぜひご利用ください。

戸 の籍 窓 8月21日～9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

・都市と地方をかきまぜる−「食べる通信」の奇跡
� 高橋�博之／著　光文社
・税務署が咎めない「究極の節税」
� 辻正夫／著　幻冬舎メディアコンサルティング
・60代の得する「働き方」ガイド
� 酒井富士子／著　近代セールス社

・人はいくつになっても、美しい
� ダフネ・セルフ／著　幻冬舎
・酒場天国イギリス� 小坂剛／著　中央公論新社
・仮面同窓会� 雫井脩介／著　幻冬舎
・超高速！参勤交代リターンズ� 土橋章宏／著　講談社
・掟上今日子の家計簿� 西尾維新／著　講談社
・一匹のこどく� 垣内修平･ふくはらしゅんじ／著　文芸舎
・きのこほいくえん� のぶみ／著　講談社
� 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

人口と世帯
（平成28年 9月末日現在）

男 3,799人 （－1）

女 4,243人 （－3）

計 8,042人 （－4）

世帯数 2,716世帯 （＋3）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成28年 9月末日現在）

9　　月
県　内 村　内

件��数 296（2,673） 3（30）
死��者 6 （33） 0 （0）
傷��者 366（3,239） 3（43）

（　）は１月からの累計

（
（

お誕生おめでとうございます

佐　藤　愛
まな
　蘭

か
 ちゃん

（裕太・礼華）前田屋敷

工　藤　凛
り
　音

おん
 ちゃん
（翔・舞）垂　　柳

工　藤　悠
ゆう
　真

しん
 くん

（秀文・育子）田 舎 舘

田　澤　楓
ふう
　磨

ま
 くん

（優汰・千晶）諏 訪 堂

一　戸　琉
る
　愛

あ
 ちゃん

（勇太・杏菜）川　　部

ご結婚おめでとうございます

小　野　勝　将� 高　　樋
白　戸　まりや� 弘 前 市

成　田　紀　樹� 境　　森
相　馬　小夜子� 弘 前 市

おくやみ申し上げます

中　島　忠　雄（77歳）�諏 訪 堂
葛　西　ミ　ヤ（89歳）�川　　部
稲　葉　トミヱ（86歳）�畑　　中
小　野　壽　雄（84歳）�高　　樋
後　藤　泰　治（84歳）�前田屋敷
平　澤　ケ　イ（83歳）�土 矢 倉
京　野　サ　チ（82歳）�川　　部
鈴　木　チ　エ（84歳）�大 根 子
太　田　敏　彦（62歳）�枝　　川

稲　葉　トミヱ⺿⺿⺿⺿⺿⺿



■次号の発行は11月10日の予定です。
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名前：福士翔
しょうたろう
太郎くん

学級：6年 2組
地区：�前田屋敷
一言：「修学旅行で行った函館山は悪天候
で、夜景を見ることができなかったのでいつか
見に行きたいです。中学校ではバスケットボー
ルか吹奏楽に挑戦したいと思っています。」

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

館中祭今月の
表紙

平成27年10月17日生
父…拓也さん　母…恵さん

「かわいいわが家の宝物です☆」

平川 楓
ふうすけ

祐くん

和　泉

Happy Birthday
10月生まれのおともだち

小学生による
　今月の題字

　８月27日と2８日、中学校で館中祭が開催さ
れ、生徒たちが取り組んできた企画展示、ス
テージ発表、館中オリンピックなどが行われま
した。ステージ発表では弁論、一輪車や体操
など生徒個人による発表から、クラス対抗に
よる創作ダンスコンテスト、寸劇、バンド演奏
など趣向を凝らした発表が行われ、集まった
保護者など来場者からたくさんの拍手が送ら
れていました。

  あとがき
　キャラ電の日、 集まったゆるキャラたち
と一緒に米こめくんもたくさんの人とふれ
あいました。 そういえば、 8月18日は米
こめくんの誕生日でした。 今さら、いや、
本当は先月号のどこかで書くべきでした
が、 誕生日おめでとう米こめくん！！

金融機関の東奥信用金庫田舎館支店は、昭和38年4月に当時の
黒石信用金庫田舎館支店として村に設立され、昭和46年7月から
東奥信用金庫田舎館支店として営業を開始しました。主要業務であ
る預金や積金、融資など各種金融サービスの提供だけでなく、「地
域とともに」を合い言葉に、ねぷた祭りでの水出しや田んぼアート
の田植え、清掃活動など地域行事にも積極的に参加しています。現
在8名の従業員がおり、地域やお客様の繁栄に少しでも貢献できる
よう業務に取り組んでいます。

9月17日と19日、青森県・函館デスティネーションキャンペーンの一環
としてSL列車「SL銀河青函DC号」がJR奥羽本線青森駅－弘前駅間を運行
しました。両日とも駅構内や周辺の沿道には、列車をひと目見ようと多くの
人が集まっていました。村では職員と米こめくんのほか、17日には田舎館保
育園の児童46人が川部駅でお見送りを行いました。参加した児童は「初め
て見ることができて楽しかった。」、「煙がすごい！」、「どのように動いてい
るか知りたい。」と間近で見たSL列車の珍しさに目を輝かせていました。

誘致企業だより

東奥信用金庫田舎館支店

※広報では、11月生まれのお子さんの写真を
募集中です。（10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
はご持参ください。写真は後日お返しします。


