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今月のおもな内容



　10月2日、役場東側水田で稲刈り
体験ツアーを行いました。今年は村
内外から1,300人の参加者が集まり、
稲刈りから棒がけまでの収穫作業を
体験しました。一般参加者は、村民
から刈り方や棒がけのこつを教えて
もらいながら作業に挑戦。子どもた
ちは、周囲を跳ねるいなごに心躍ら
せながら稲刈りを体験し、刈りたて
でずっしりとした稲の束を「重いけ
ど頑張る！」、「棒には何束積むの？」
と棒がけの場所まで一生懸命運ぶ姿
が見られました。
　約1時間30分ほどの作業で、図柄
の背景部分に植えられたつがるロマ
ンがどんどん刈り取られ、作業終了
後には図柄がくっきりと浮かび上が
りました。また、会場では商工会主
催の第7回田んぼアートまつりが併催
され、売店やアトラクションで賑わ
いを見せました。
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3回目の視察を実施 ツアー以外にも稲刈り体験イベントを開催しました

　むらの魅力再発見事業で村から委託を受けている、群馬
県の公立高崎経済大学学生13人が来村し、最後となる3
回目の視察を行いました。学生は田んぼアートの運営や村へ
の移住促進について提言を作成し村と意見交換を行ったほ
か、稲刈り体験ツアーでは稲刈りと運営業務を体験しました。

　10月11日、バスツアー「刈るべ！田舎館村田んぼアートの
旅」を開催し、参加者7名がツアーの一環で図柄部分の稲刈
りを体験しました。10月15日、村初の婚活イベント「よし
もと流伝説の稲婚inいなかだて」を開催し、交流プログラム
の一環として、参加者が図柄部分の稲刈りを体験しました。

落とさないように
気をつけて！

米こめソングのダンスで準備体操

共育型地域インターンシップin田舎館の
弘前大学学生が稲刈りと運営業務を体験

昼食は豚汁とおにぎり

第24回
稲刈り
体験ツア

ー
「真田丸より
　石田三成と真田昌幸」収穫！
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話 題 い ろ い ろ

　秋の交通安全運動に合わせて、村交通安全協会と交通安
全母の会による安全運転の啓発運動が役場前で行われまし
た。参加した会員約20人は道行くドライバーに母の会オ
リジナルマスコットや交通安全のパンフレットを手渡し、
安全運転を呼びかけました。

安全運転を心がけましょう

農家の可能性を探る

9　
　23

　八反田農地環境保全会による蕎麦の収穫が、八反田地内
の蕎麦畑で行われました。参加した会員約20人は農機と
手刈りに作業を分け、約2.5町歩に植えられた蕎麦を刈り
取りました。刈り取った蕎麦は10月に脱穀し、1月に予定
している八反田そば祭りの蕎麦作り体験に使われます。

　村民体育館で第21回村民卓球大会が行われ、約50人が
参加し熱戦を繰り広げました。優勝：個人戦小学4年以下
の部・4年生品川祥穂さん（十二川原）、5･6年の部・6年生
葛西百々香さん（大袋）、一般の部・栩内胡桃さん（川部）、
団体小学生の部・「田舎館TSS-C」、一般の部・「いくら」

　山本幸三地方創生担当相が青森県内の企業や施設で行わ
れている地域資源を活かした取り組みを視察する一環で第1
田んぼアートを視察しました。視察に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も参加し、インターンシッ
プの活動状況やこれまで調べた村の現状を説明しました。

　中央公民館研修室で、民泊まるわかり勉強会を行いました。
（特非）青森なんぶの達者村の根市大樹さんが講師を務め、
農家民宿開設の手続きや、農家民宿の様々な取り組みが紹介
され、参加した村民や村の地域づくり団体などの関係者は
開設の準備や農家の現状などについて知識を深めました。

そば祭り開催に向けて

実りの秋を迎えて
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　「田園」未来を築く会主催による弥生体験田の稲刈りが
遊稲の館で行われ約110人が参加しました。体験田オー
ナーとなっている参加者は自分たちに割り当てられた田ん
ぼの稲を刈り、5月の田植えから待ち望んでいた収穫を楽
しみました。

卓球で村民が交流 山本大臣が来村9
25

9
25
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話 題 い ろ い ろ

　中南地域県民局地域農林水産部主催の中南地域「稲わら
焼却防止キャラバン」出発式が道の駅いなかだてで行われ、
管内市町村や農協から関係者約30人が出席しました。出
席者は二手に分かれて車で管内を巡回し、稲わらの有効活
用促進とわら焼き防止を呼びかけました。

わら焼き防止を呼びかけ

　中央公民館主催による体力テストが村民体育館で行われ
ました。参加対象となる40～79歳までの約20人が参加
し、握力や上体起こし、長座体前屈などのほか現在の年齢
に応じて持久走や障害物歩行を行い、自分の体力や健康状
態を確認しました。

　文化会館文化ホールで中学校吹奏楽部による吹奏楽コン
サート2016が開催されました。プログラムは3部構成でア
ンサンブルやポップスなど多彩な16曲が披露され、「個性を
生かす音楽づくり」を目標に活動してきた部員38人に、約
150人の聴衆からはたくさんの拍手が送られました。

　遊稲の館周辺をコースに、食生活改善推進員会による
ウォーキングが行われ会員や村民約20人が参加しました。
参加者は血圧測定と準備体操を行って出発し、途中第2田
んぼアートを見学しながら約2.5㎞を歩き、秋晴れの中さわ
やかな汗を流しました。

自分の体力はどれくらい？

聴衆を魅了

みんなで楽しく健康づくり

　遊稲の館で、小学校5年生による体験田の稲刈りが行わ
れました。参加した児童57人は9班に分かれそれぞれに
割り当てられた田んぼに入り、「稲を束ねてみたら予想以
上に重かった！」「3学期の授業で試食をするが美味しいか
楽しみ。」など稲の生長を実感しながら作業を行いました。

　中央公民館大広間で、田んぼアートの里ブランド化推進協議会に
よる「田んぼアートの里 稲刈りの夕べ」が行われました。村の地域
づくり団体や農協などの関係者が集い、村を視察した食文化研究家
の向笠千恵子さんと参加者が持ち寄った家庭料理を試食し、米や地
場産品を活かした村の新たな地域資源について意見交換をしました。

稲作について理解を深める

家庭料理を地域の魅力に
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10年以上
15年未満

給与とは、扶養、住居、通勤、寒冷地の各手当の１ヶ月当たりの額を含んだ
ものです。

所　　長 課長
事務局長
所長

課長
事務局長

＊1　職員手当には退職手当を含みません。
＊2　給与費は、6月補正予算で認定された額です。

27年度

28年度

8,065人

176,700円
144,600円

637,000円

530,000円

253,000円
223,000円
213,000円

〔27年度支給割合〕
6月期
12月期
計　

1.425 月分
1.575 月分
3.000 月分

〔27年度支給割合〕
6月期
12月期
計　

1.425 月分
1.575 月分
3.000 月分

72人

千円
3,627,718

千円
423,613

千円
239,048

275,863 293,682 38.08 266,950 289,400 44.0

千円
27,007

千円
84,705

千円
4,872

千円
582,977 16.1％ 17.8％

262,500円
220,900円

－

15年以上
20年未満

25年以上
30年未満

20年以上
25年未満

13,000円
6,500円
11,000円

１人につき
6,500円

１人につき
5,000円

286,100円
－

＊＊＊＊＊

－
346,400円
＊＊＊＊＊

354,400円
312,800円

－

（普通会計　平成28年４月１日現在）

（普通会計　平成28年４月１日現在）

（平成28年４月１日現在）

（平成28年４月１日現在）

（平成28年４月１日現在）

（平成28年４月１日現在）

22
33.4

8
12.1

14
21.2

12
18.2

8
12.1

 
 
2

3.0
66

100.0

[平成27年度の支給割合]

[平成28年４月１日現在]

[月額12,000円を超える家賃〕

交通用具使用者　２km～60km　2,000円～29,800円
　　　　　　　　60km～　31,600円

１）このうち、月額23,000円以下
　　　家賃－12,000円
２）月額23,000円を超える場合
　　　（家賃－23,000円）×1／2＋11,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　（27,000円が限度）

職制の段階、職務の級別による加算措置　　　　有

その他の加算措置─定年前早期退職措置（２～20％加算）
配偶者
配　偶　者　有
配　偶　者　無

２人目以上

満16歳の年度初めから
満22歳の年度末までの子

平成
27年

①平成26年４月１日～平成31年４月１日における定員管理数値目標

②定員管理数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要（各年4月1日現在）

平成26年4月1日　職員数
79

29年26年
計画開始期

27年 28年 30年 (参考)
数値目標

職員数
増　減
職員数
増　減
職員数
増　減

57
0

13
0
9
0

79
0

59
0

14
0
9
0

82
0

57

13

9

79

59
2

14
1
9
0

82
3

一般行政

教　　育

計

公営企業
等 会 計

職員数
増　減

平成31年4月1日　職員数
82

増減数
3

2
22
7
7
5
6
4
4
57
12
12
2
1
6
9
78

2
22
7
6
6
7
4
4
58
13
13
2
1
7
10
81

△ 1
1
1

 1
1
1

 1
1
3

保健師の衛生部門への異動
健康づくり関係の業務増
農業部門の欠員補充

中央公民館の欠員補充

後期高齢者医療広域連合への派遣

平成
28年

１人目

勤　勉期　末
6月期
12月期
計　

〔支給率〕
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合
20.445 月分
29.145 月分
41.325 月分
49.59 月分

応募認定退職・定年
25.55625 月分
34.5825 月分
49.59 月分
49.59 月分

1.175 月分
1.325 月分
2.5 月分

0.725 月分
0.775 月分
1.50 月分

配
偶
者
以
外

借
家
・
借
間

(実支給 390‚000円)

千円
350,760

　対象職員が1人の場合は当該箇所を「＊＊＊＊＊」としている。

＊1　職員数は一般職に属する職員数（教育長を含む）
＊2　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、数値目

標の欄にあっては計画1年目から見た数値目標の増減数を示します。

＊1　職員数は一般職に属する職員数（教育長を除く）であり、地方
公務員法の身分を保有する休職者などを含み、臨時または非常勤
職員を除いています。

＊2　平成28年度 定員管理調査より

＊1
＊2

村職員の給与・定員管理等を公表します
　村職員の給与等は、村の条例・規則で定められています。村民の皆様に広く理解していただくため、その概要につ
いてお知らせします。



総務費 
・太陽光発電設備等設置工事費 31,860千円
・移動系防災行政無線設備 7,560千円
・部落行政経費補助金 5,472千円
・部落街灯電気料補助金 2,166千円
・ＦＭ放送運営委託料 1,000千円
・ＬＥＤ照明導入調査業務委託料 2,355千円
・庁舎屋根改修、展望デッキ設置工事費
　(平成27年度支出分) 31,968千円
・納税貯蓄組合補助金 5,053千円

民生費 
・国民健康保険特別会計繰出金 81,973千円
・介護保険特別会計繰出金 118,218千円
・障害福祉サービス費 132,439千円
・障害児福祉サービス費 19,683千円
・保育所運営費 279,884千円

衛生費
・青森県後期高齢者医療広域連合負担金
 93,007千円
・後期高齢者医療特別会計繰出金  
 32,104千円
・各種健診委託料 14,941千円
・各種予防接種委託料 16,354千円
・乳幼児はつらつ育成事業(乳幼児医療給付費) 
 14,236千円
・水道事業会計繰出金 2,779千円
・黒石地区清掃施設組合負担金 62,979千円

農林水産業費
・国営浅瀬石川地区土地改良事業負担金
 8,185千円
・多面的機能支払交付金 17,125千円
・畜産競争力強化緊急整備事業費補助金
 168,150千円
・農業集落排水事業会計繰出金 19,751千円

商工費
・展望所周辺整備工事費 4,885千円
・商工会補助金 3,000千円

・各種イベント業務等委託料 4,700千円
・田んぼアート関連業務委託料 10,450千円
・むらおこし推進協議会負担金 1,100千円

土木費
・舗装補修等工事費 50,393千円
・側溝整備等工事費 11,377千円
・道路改良工事費 7,746千円
・除雪対策費（除雪機械購入費等を含む）
 53,548千円
・下水道事業会計繰出金 195,276千円

消防費
・消防事務組合等負担金 166,008千円

教育費
・奨学金貸与利子補給補助金 1,664千円
・小学校備品(児童用机・椅子、ストーブ)  
 4,238千円
・通学バス運行業務委託料 44,910千円
・博物館・埋文・総合案内所指定管理委託料 
 14,100千円
・学校給食費 76,861千円

特別・企業会計決算
後期高齢者医療
歳入 70,722千円
歳出 70,263千円

国民健康保険
歳入 1,073,065千円
歳出 1,067,955千円

介護保険
歳入 932,273千円
歳出 807,498千円

農業集落排水事業
収益的収入 40,633千円
収益的支出 33,732千円
資本的収入 11,456千円
資本的支出 16,182千円

下水道事業
収益的収入 356,358千円
収益的支出 260,757千円
資本的収入 154,905千円
資本的支出 223,471千円

このような事業等に使われています

水道事業
収益的収入 182,112千円
収益的支出 178,110千円
資本的収入 2,754千円
資本的支出 49,818千円

0
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20

0

2

4

6

8

10

議会費
56,527千円

1.5％

億円

総務費
645,255千円

民生費
960,114千円

衛生費
297,100千円

労働費
2,463千円

農林水産業費
328,781千円

商工費
94,588千円

土木費
364,411千円

消防費
190,148千円

教育費
313,878千円

公債費
374,453千円

17.8％

26.5％

8.2％

0.1％

9.1％

2.6％

10.0％

5.2％

8.7％
10.3％

歳出  3,627,718千円

地方交付税
1,815,228千円

村債
155,100千円

国庫支出金
431,656千円

県支出金
463,861千円

地方消費税交付金
131,351千円

その他
65,536千円

村税
560,980千円

繰入金
157,559千円

諸収入
81,317千円

使用料・手数料
74,148千円

その他
36,894千円

44.7％

10.6％ 11.4％

3.8％ 3.3％ 1.6％

13.8％

3.9％
2.0％ 1.8％

分担金・負担金
90,648千円

2.2％ 0.9％

億円

〈依存財源〉
3,062,732千円
75.4％

〈自主財源〉
1,001,546千円
24.6%

歳入  4,064,278千円

むらの家計簿を
公開します

　平成27年度決算が先の定例会で承認
されました。皆さんの納めた税金、国や
青森県などから入ったお金はどのくらい
で、どのように使われたのかまとめてみ
ました。なお、千円単位のものは千円未
満を四捨五入して表示しています。

平成
27年度

平成28年11月号・いなかだて6

単位：千円

一般会計観光費　アート関係計上 むらおこし推進協議会
歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

入館料 63,834 維持経費 37,615 負担金 4,643 維持経費 4,768
補助金 21,768 PR経費 7,470 雑入 4,256 PR経費 2,899

投資経費 22,760 繰越金 2,454
合計 85,602 67,845 11,353 7,667

※差額17,757千円は一般会計に充当されています。

　田んぼアートの収支を公開します。
　平成27年度の田んぼアート入館者は344,488人、入
館料は63,834,900円となりました。田んぼアート経費
は一般会計観光費とむらおこし推進協議会各々で決算さ
れています。

平成27年度

田んぼアート関係収支報告



いなかだて・平成28年11月号 7

今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 11月27日（日）
午前9時～午後4時

税務課窓口
夜間納税相談 11月30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
　固定資産税（4期）、国民健康保険税（5期）、後期高齢
者医療保険料（5期）、介護保険料（5期）
▷問い合わせ／
　固定資産税…税務課固定資産係（内線121）
　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）

今月の粗大ごみ収集日
　11月24日（木）
▷問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

油流出事故防止について
　例年冬期になると、家庭や事業所から灯油等が流れ出
す油流出事故が多発しています。原因はホームタンクの
バルブや配管の劣化、除雪時のホームタンクや配管の破
損、ホームタンクから小分け時に目を離す等、不注意に
よる流出が大半です。
　油流出事故が発生すると、側溝や水路を通じ河川に流
れ出ることもあります。河川は水道用水等に利用されて
いますので、下流域全体に影響を及ぼし川の生き物にも
悪影響を与えます。また、事故の処理にかかった費用
は、原因者の方に負担していただくことになります。
　各家庭や事業所では、「油類を取り扱う責任者」であ
るという意識を持ち、タンクの劣化状況点検や補修を行
い、除雪作業等の破損事故にも十分注意しましょう。
　なお、事故を起こした場合や発見した際は、以下のい
ずれかへ速やかにご連絡ください。
▷問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）
　黒石消防署田舎館分署　☎58－2962
　黒石警察署　☎52－2311

人権行政相談
○と　き／11月16日（水）、12月7日（水）
	 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）

平成28年度教育委員会表彰について
　教育委員会では、毎年、善行児童生徒や学術・文化の
向上発展及び体育・スポーツの振興に貢献し、その功績
が著しい方を表彰しています。表彰候補者については、
小中学校、高等学校及び村内各種団体等より推薦してい
ただいていますが、表彰該当者を漏れなく讃えるため、
それらの団体等に所属していない方で表彰候補者に該当
すると思われる方や、下記の要件に該当する方の情報提
供をお願いいたします。
　なお、表彰式は平成29年2月19日（日）を予定してい
ます。
○対象者／村内に居住または勤務する個人、村内に事務
　所を有する団体
○功績対象期間／平成28年1月～12月の1年間
○推薦期限／平成29年1月4日（水）
表彰要件
○学術・文化の向上発展／
・県下に広く知られている団体または機関が主催する文
化的な大会、展覧会等において最高の賞を受けた方
・全国的に広く知られている団体または機関が主催する
文化的な大会、展覧会等において入賞した方
○体育・スポーツの振興／
・県中学校体育連盟、県高等学校体育連盟、県体育協会
主催または共催の県大会及びその他権威ある大会で優
勝した方
・県外大会において、東北大会3位以内または全国大会
6位以内の方
・県最高記録を更新した方
・全国大会で優勝した方または日本記録以上を更新した方
▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）
	 ☎58－2363（直通）

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

有料
広告

有料
広告

I n f o rm a t i o n
お知らせ
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今月のお知らせ

国民年金だより
年金の相談は事前予約が便利です
　弘前年金事務所では、予約制による年金相談を実施し
ております。予約は相談希望日の1ヶ月前から、電話ま
たは年金相談窓口で受付しておりますので、お気軽に弘
前年金事務所までお問い合わせください。
　なお、電話で予約する際は、基礎年金番号がわかる年
金手帳や年金証書等をお手元に準備して、自動音声案内
に従い⑨を押した後⑤を押してください。
○受付時間／午前8時30分～午後5時
　（土・日・祝日、12月29日～1月3日の年末年始を除く）
▷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

収穫感謝祭＆シクラメン市開催のお知らせ
　毎年恒例となりました収穫感謝祭＆シクラメン市を今
年も開催し、村民体育館で約7000鉢以上の色鮮やかな
シクラメンを展示販売します。会場周辺には農産物や軽
食、工芸品など多数の出店が並ぶほか、芸能発表や映画
上映などの各種イベントも行います。皆様の多数のご来
場をお待ちしております。
○とき・行事内容／
11月19日（土）午前9時～午後4時
・開会式
・餅つき実演
・村民十八番コンテスト　ゲスト：JINK	STYLE
・三色餅配付
・シクラメン競り市　他
11月20日（日）午前9時～午後3時30分
・芸能発表会
・獅子踊り演舞
・交通安全りんご配付
・田んぼアート短文芸コンテスト表彰式
・映画上映「I	LOVE	スヌーピーTHE	PEANUTS	MOVIE」
・シクラメン競り市　他
○ところ／役場・文化会館・中央公民館・村民体育館
○併設催事／
・作品展
・フリーマーケット　他
▷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（内線242）
	 中央公民館　☎58－2250（内線502）

大腸がん検診を受けましょう！
　村のがん部位別死亡率のうち、全国と比較して一番高
いのが男性、女性ともに大腸がんです。今年度の複合健
診は全日程が終了しましたが、村では大腸がん検診を随
時実施していますので、この機会にぜひ受診してくださ
い。
○受診期限／12月26日（月）まで
○対象者／平成29年3月31日時点で満40歳以上の方
○検査項目／便潜血反応検査・問診
○受診料／無料
○健診の流れ
　申し込み後、検査用品が郵送で送られますので、2日
分の便を採取し厚生課環境衛生係へ提出してください。
後日検査結果が郵送で送られます。
▷申し込み・問い合わせ／
　厚生課環境衛生係（内線152・153）

男性の料理教室開催のお知らせ
　食生活改善推進員会では男性の料理教室を開催しま
す。簡単でおいしく、健康的な料理を会員がお教えしま
すので、料理をしたことがない方や栄養が気になる方な
ど、ぜひご参加ください。
○と　き／12月9日（金）午前9時30分～午後1時30分
○ところ／中央公民館大広間
○参加費／300円（参加費は当日集めます。）
○持ち物／エプロン、三角巾
○申込締切／12月2日（金）
▷申し込み・問い合わせ／
　厚生課環境衛生係（内線152・153）

有料広告

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 9 月20日 第24号 歴史民俗資料館解体工事 22,107,600円 20,790,000円 田舎舘地内 ㈱丸勝小野商事 平成29年 1 月31日
平成28年10月 6 日 第25号 ソーラー式街路灯設置工事 2,164,320円 2,084,400円 高樋地内 青南建設㈱ 平成29年 1 月31日
平成28年10月 6 日 第26号 村内文化財看板及び標柱設置工事 3,110,400円 2,985,120円 東光寺地内外 東青建設㈱ 平成29年 1 月31日
平成28年10月 6 日 第27号 前田屋敷17号線道路改良工事 3,218,400円 3,110,400円 前田屋敷地内 ㈱阿保建設 平成29年 1 月 6 日
平成28年10月 6 日 第28号 前田屋敷境森線舗装補修工事 9,342,000円 8,964,000円 前田屋敷地内外 ㈱福原組 平成28年12月26日
平成28年10月 6 日 第29号 大根子大袋線舗装補修工事 9,979,200円 9,579,600円 大袋地内外 ㈲桜庭建設 平成28年12月26日
平成28年10月19日 第30号 十二川原堂野前線防雪柵設置及び撤去工事 2,937,600円 2,797,200円 高樋地内外 ㈱丸勝小野商事 平成29年 3 月25日
平成28年10月19日 第31号 二津屋高田線防雪柵設置及び撤去工事 6,555,600円 6,264,000円 東光寺地内外 ㈱福原組 平成29年 3 月25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 9 月20日 FF式石油暖房機 2,484,000円 1,337,580円 田舎館小学校 ㈱角弘　弘前支店 平成28年10月31日
平成28年10月19日 消防団防火衣 1,190,160円 1,015,740円 田舎館村役場 ㈱富士商会 平成29年 1 月31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10月 6 日 下水道管路清掃・調査業務 2,995,920円 2,872,800円 川部地内外 豊産管理㈱ 平成28年11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）
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その他お知らせ
自衛官募集案内
募集種目 資格 受付期限 試験日

高等工科学校
生徒

（推薦、男子）

中卒（見込み含）
17歳未満

12月2日
（金）

平成29年1月7日
（土）～ 9日（月）の
いずれか1日

高等工科学校
生徒

（一般、男子）

中卒（見込み含）
17歳未満

平成29年
1月6日
（金）

平成29年
1月21日（土）

自衛官候補生
（男子）

18歳以上
27歳未満

11月18日
（金）

11月26日（土）
※弘前

11月28日
（月）

12月3日（土）
※八戸

12月10日（土）
※青森

　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／
12月2日（金）

午後1時30分
～午後3時

村中央公民館大広間

12月9日（金） 前田屋敷老人福祉センター
大広間

12月16日（金） 川部温泉大広間

○テーマ／ヨーガ教室　　講師：平栗睦子先生
○参加費／無料
○申込締切／各開催日の1週間前まで
　無料送迎いたします。希望する方はお申し込みの際に
併せてお知らせください。
▷問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704

楽しい！おいしい！うれしい！生産者と
消費者のいちご塾

○と　き／平成29年1月～2月開催予定
○予定内容／生産者コース8回、消費者コース4回
　詳細は下記へお問い合わせください。
▷問い合わせ／田んぼアートの里ブランド化推進協議会
	 ☎55－6016

I n f o rm a t i o n

心房細動共同研究のお知らせ
　近年、心原性脳塞栓症による脳梗塞が増えています。
これは、心房細動等の不整脈により心臓内にできた血栓
が、脳の血管を閉塞させるもので、寝たきりや死に至る
ことも少なくありません。心原性脳塞栓症の予防は短命
県返上にも寄与することから、弘前大学大学院医学研究
科と近隣市町村が共同研究をすることになりました。研
究では、平成26年から平成30年までに心房細動の治療
を受ける国民健康保険加入者のレセプトデータを、国が
定めたガイドラインに基づいて活用します。その際、
データは匿名化し個人が特定できないようプライバシー
保護には十分配慮しますが、ご自身のデータが使用され
ることを希望しない場合は、お手数でも平成28年12月
28日（水）までに下記へご連絡くださるようお願いします。
▷問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線152・153）

人権特設相談所を開設します
　青森地方法務局弘前支局及び弘前人権擁護委員協議会
では、12月4日（日）~12月10日（土）の第68回人権擁
護週間にちなみ人権特設相談所を開設いたします。困り
ごとや心配ごとがある方、また、どこに相談したらよい
か分からないという方など人権擁護委員へお気軽にご相
談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
○と　き／12月7日（水）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）
　青森地方法務局弘前支局総務課　☎26－1150

鳥インフルエンザの発生を防止しましょう
　鳥インフルエンザウィルスは渡り鳥によって海外から
持ち込まれると考えられています。秋から冬は渡りが始
まり、病気発生の警戒が必要となる時期ですので下記の
ことに注意しましょう。
死亡した野鳥を見つけたら
・素手では触らないようにしましょう。
・多数の野鳥がまとまって死亡している場合は下記へご
相談ください。
・病気以外で死亡した野鳥を処分する際は、ビニール袋
に入れ一般ごみとして処分してください。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）
　西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所
　☎0173－42－2276
　中南地域県民局地域農林水産部林業振興課
　☎33－3857

下水道への早期接続について
　下水道施設は、生活環境の改善や環境保全の役割を果
たすもので、各家庭から排出されるし尿や雑排水は、そ
のまま水路や河川へ流すと自然環境の破壊へつながると
ともに、公衆衛生上好ましくありません。衛生的で快適
な生活を送るために、また、生活環境や自然をみんなで
守るために、下水道供用が開始されている区域でまだ接
続されていないご家庭は、早めに水洗化工事を行い下水
道に接続してください。なお、接続工事は村の指定工事
事業者が行うことになっており、書類作成、届出などの
手続きを皆様に代わって行います。お気軽にご相談くだ
さい。
▷問い合わせ／建設課下水道係（内線233）
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消防水利点検の実施について
　弘前地区消防事務組合黒石消防署では田舎館分署管内
の消防水利点検を下記のとおり実施します。なお、災害
等発生時は中止または延期します。
○と　き／11月10日（木）~22日（火）
　　　　　（土・日を除く）
　　　　　午前9時～午前11時
○調査対象／田舎館村内消火栓及び防火水槽

▽問い合わせ／黒石消防署田舎館分署　☎58－2962

不動産取得税のお知らせ
　不動産取得税は、土地や家屋を、有償・無償の別、登
記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・
増築・改築)などにより取得したときに、その取得者に
1度だけ課税される青森県の税金です。不動産の取得
後、ある程度の期間をおいて納税通知書が送付されます
ので、指定された期限までに納付してください。なお、
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した
場合には、必要な書類を添えて申請することにより軽減
される制度があります。詳しくはホームページをご覧い
ただくか、下記までお問い合わせください。
○ホームページアドレス／
　http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/
　004_01fudousanindex_00.html

▽問い合わせ／中南地域県民局県税部課税第二課
	 ☎32－1131（内線227）

古代米を使ってお正月飾りを作りましょう
　新年を祝う花やお正月飾りは昔ながらの素敵な習慣で
す。3種類の古代米の稲穂を使ったお正月飾り教室を開
催します。手作りのお正月飾りで新年を迎えませんか。
○と　き／12月11日（日）
	 午前の部　午前9時30分～正午
	 午後の部　午後1時～午後3時30分
○ところ／遊稲の館
○参加費／2,800円（材料費含む）
○持ち物／エプロン
○定　員／午前の部、午後の部それぞれ先着30人
○申込締切／12月8日（木）

▽申し込み・問い合わせ／遊稲の館　☎58－4689

甲種防火管理新規講習のお知らせ
該当する施設は受講を！
　講習は2日間の受講が必要です。詳細は弘前地区消防
事務組合のホームページをご覧ください。受講料は無料
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。
○と　き／12月8日（木）・9日（金）
	 午前10時～午後4時
○ところ／岩木文化センター「あそべーる」
○申込方法
　消防本部予防課か最寄りの消防署･分署で受付します。
　なお、申込締切前であっても定員になり次第、受付を
終了します。
○定　員／110人
○申込締切／11月28日（月）
○ホームページアドレス／
　http://www.hirosakifd.jp/

▽問い合わせ／弘前地区消防事務組合消防本部予防課
	 ☎32－5104

青森県立美術館映画上映
「特集　川島雄三と岡本喜八」

　むつ市出身の名匠・川島雄三監督の作品を中心に、異
彩を放った演出が冴える岡本喜八監督の作品と合わせ、
全7作品をフィルム上映します。チケットの購入方法や
上映時間などは下記までお問い合わせください。
○上映日・上映作品／
11月18日（金）~20日（日）
・「洲崎パラダイス赤信号」、「雁の寺」、「独立愚連隊」、
「日本のいちばん長い日」
11月26日（土）、27日（日）
・「お嬢さん社長」、「幕末太陽傳」、「縞の背広の親分衆」
○ところ／青森県立美術館
○前売料金／1日券1,000円
	 ※11月18日（金）のみ800円
	 通し券　1,500円　他

▽問い合わせ／青森県立美術館　☎017－783－5243

河川防災情報を提供しています
　洪水による災害に備えて、身近な河川の水位やお住ま
いの地域の雨量を確認しましょう。
○ホームページアドレス／
・河川砂防情報提供システム
　http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/
ご家庭のテレビでも確認できます
　地上デジタル放送のデータ放送で、水位や雨量などの
河川防災情報をわかりやすく、リアルタイムでご確認い
ただけます。
○操作方法
　NHK総合にチャンネルを合わせ、テレビのリモコン
のｄボタンを押してTOPメニューの「防災・安心情報」
を選び、決定ボタンを押して「河川水位・雨量」を選択
します。

▽問い合わせ／青森県土整備部河川砂防課
	 ☎017－734－9662

今月のお知らせ

有料広告
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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 9月21日～10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

URL　http://www.acsc.co.jp 

情報のグロ－バル化に「安全」「信頼」を求め 

本　　　社／〒038-0031　青森市大字三内字丸山393番地270
八 戸 支 店／〒031-0081　八戸市柏崎一丁目10番16号（富士火災ビル3F）
弘前営業所／〒036-8061　弘前市大字神田三丁目２番地３
東 京 支 店／〒108-0014　東京都港区芝五丁目13番13号（サダカタビル4F）

Tel：017（761）5301
Tel：0178（44）0611
Tel：0172（35）0882
Tel：03（5443）7467

1 1 8 2 0 1 6 9 ( 0 4 )
JISQ15001:2006準拠
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・100歳の精神科医が見つけたこころの匙加減
� 高橋幸枝／著　飛鳥新社
・ポケモンGOが世界経済を救う！　藤本誠之／著　牧野出版
・もう一つの「バルス」� 木原浩勝／著　講談社
・運命に、似た恋� 北川悦吏子／著　文藝春秋
・時限病棟� 知念実希人／著　実業之日本社

・少女� 湊かなえ／著　双葉社
・〆切本� 左右社編集部／著　左右社
・塩尻の新図書館を創った人たち
� 内野安彦／著　ほおずき書籍
・まるまるみっけ
� アンディ・マンスフィールド／著　ひさかたチャイルド
・ウサギのフローレンス　野原のたんじょうび会
� リス・ノートン／著　学研教育出版
� 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10月末日現在）

男 3,804人 （＋5）

女 4,247人 （＋4）

計 8,051人 （＋9）

世帯数 2,722世帯 （＋6）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成28年10月末日現在）

10　　月
県　内 村　内

件��数 328（3,001） 3（33）
死��者 7 （40） 0 （0）
傷��者 393（3,632） 3（46）

（　）は１月からの累計

園長　鈴木ハツ
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（
（

お誕生おめでとうございます

山　岸　　　葵
あおい

 ちゃん
（竜士・菜穂）前田屋敷

斎　藤　優
ゆ
　菜

な
 ちゃん

（篤・明日香）大　　袋
山　口　琥

こ
太
た
郎
ろう
 くん

（義人・節子）畑　　中
鳥　井　心

み
　琴

こと
 ちゃん

（篤志・礼）前田屋敷
小　野　瑠

る
　夏

か
 ちゃん

（正富・藍）垂　　柳
成　田　望

のぞ
　心

み
 ちゃん

（雄貴・亜衣）境　　森
工　藤　陽

よう
　禾

か
 ちゃん

（嘉起・美穂）田 舎 舘

ご結婚おめでとうございます

赤　石　拓　弥	 平 川 市
工　藤　恵利佳	 大 根 子

富　谷　淳　也	 黒 石 市
田　澤　玲　良	 諏 訪 堂

おくやみ申し上げます

工　藤　榮　子（71歳）	前田屋敷
田　澤　練　一（79歳）	諏 訪 堂
小　野　節　枝（82歳）	垂　　柳
髙　木　ミツヱ（95歳）	田 舎 舘
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名前：葛西百
も も か

々香さん
学級：6 年 2 組
地区： 大袋
一言：「学校の授業は算数がとても苦
手なので、中学校では数学を全力で頑
張ります。学校生活は残り数ヶ月です
が、毎日友達と楽しく過ごしています。」

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

庚申祭今月の
表紙

平成27年11月20日生
父…公さん　母…麻絵さん

「お兄ちゃんが大好きな甘えんぼさんです♡」

伊藤 有
ゆ う し

志くん

前田屋敷

Happy Birthday
11月生まれのおともだち

小学生による
　今月の題字

　10月2日、高樋集落で10年ぶりとなる庚申
祭が行われました。かつては庚申信仰に基づ
き、地域の伝統行事として数年ごとに行って
いたものが住民交流の機会として新たに見直
され、神事と親睦会に地域住民約40人が参加
しました。参加者は地域の境界にある庚申塚
に御神木を建立、「津軽神楽」の太鼓に合わ
せ神事を行って、五穀成就に感謝し家内安全
を祈願しました。

  あとがき
　庚申祭の取材で、 庚申信仰というものを
初めて知りました。 塚の存在についてお話を
伺うと「悪疫が入らないよう集落を守っている
のでは。」と聞きました。 村内各地ではかつ
て、塚や掛け図を拝む「庚申様」と呼ばれ
る信仰があったようで、塚は現在も村内に多
数点在しています。集落を静かに守る塚を散
歩がてら探してみると、 最近スマホで話題の
レアなモンスターも見つかるかもしれません。

（株）ムツミテクニカはプラスチック製品の製造を主とする企業
で、昭和63年11月に村へ設立されました。前身の睦合成工業（株）
青森工場が昭和62年に村へ設立され、（株）ムツミテクニカの設立
に伴い統合し現在は210人の従業員がいます。主要製品はOA機
器や医療機器、通信機器に関連する部品で、精密プラスチック製品
では金型の設計、製作、成型から組立までの一貫生産体制を確立し
ています。国内のみならず、アジア拠点の海外事業も展開しており
従業員は「青森から世界へ」を目標として、業務に粘り強く取り組
んでいます。

10月7日、共育型地域インターンシップin田舎館の弘前大学学生が企画し
た「田舎館村お米ツアー」が行われ、県内外から3人が参加しました。ツアー
では模擬実験の検証を踏まえて参加者を引率し、垂柳遺跡や田んぼアートを
見学したほか、古代米のリース作りなどを体験しました。10月8日には中
央児童館で、同大学生と児童による交流会が行われ小学校1～4年生の児童
22人が参加しました。交流会では参加児童の協調性を高める機会として、リ
レー形式で将来の夢と村の良いところをマジックペンで書くアトラクション
を実施し、ふれあいを通して児童の考えや村の印象を聞き取りました。

誘致企業だより

株式会社ムツミテクニカ

※広報では、12月、1月生まれのお子さんの写真を募集
中です。（12月生まれは11月18日、1月生まれは12月5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。


