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芸能発表会

芸能発表会では文化協会をはじめ
とする村内各団体や個人、児童か
ら高齢者までの幅広い出演者に
よって32演目が披露されました。

垂柳獅子踊保存会が獅子踊りを披露

村交通安全関係団体は1日目に三色餅を、
2日目は交通安全りんごを無料配付

会場では献血が行われ、田舎館ライオンズ
クラブと村の赤十字奉仕団が記念品を贈呈

表彰式には県内外から受賞者が出席

10組の出場者が多種多様なパ
フォーマンスを披露。個性的な
日本舞踊とスコップ三味線を披
露した「田舎館村米子保存会」
がグランプリを受賞しました。

ゲスト審査員としてJINKSTYLE
（佐藤生朗さん、高瀬まみさん、
渋谷幸平さん）が出演。津軽三
味線とピアノによる歌謡ステー
ジを披露しました。

村民十八番コンテスト

11月19日と20日、役場敷地内で収穫感謝祭＆シクラメン市を開催しました。
村民体育館にはシクラメンのほか多種多様な花が約7,000鉢並び、来場者はそれぞれ気に入った花を買い求めてい

ました。文化会館文化ホールでは1日目に村民十八番コンテストを行い、出場者が得意芸で会場を沸かせたほか、2日
目には芸能発表会を行い、出演者はピアノ演奏や舞踊など日頃の練習の成果を披露しました。中央公民館をはじめと
する各会場では、写真や書道などの作品展示やフリーマーケット、映画上映、さらに田んぼアート短文芸コンテスト
表彰式などたくさんの催しが行われ、多くの来場者で賑わいを見せました。

収穫感謝祭＆シクラメン市



いなかだて・平成28年12月号 3

話 題 い ろ い ろ

　小学校体育館で第6回小中音楽交流会が開催されました。小学
校児童は22日の小学校音楽発表会で発表した合唱や演奏を披露
し、中学校生徒は学年順に合唱を披露しました。23日の中学校
合唱コンクールで最優秀を取った3年1組の合唱や吹奏楽部の演
奏も行われ、児童と生徒は音楽を共有して交流を図りました。

児童、生徒が交流

働く人にありがとうの気持ちを

　遊稲の館で弥生体験田の脱穀作業と案山子昇天祭が行わ
れ、約100人が参加しました。体験田オーナーの参加者
は9月に収穫した稲をハーベスター（脱穀機）で脱穀した
ほか、鳥獣から体験田を守った案山子5体を燃やして供養
を行いました。

　勤労感謝の日にちなんで、田舎館保育園の年長児20人
が村長室を訪問しました。児童は「みんなのためにお仕事
頑張ってください！」と元気な声で労いの言葉をかけ、紙
粘土で形を作りカラフルなボタンで飾り付けをしたメッ
セージボードと花を贈りました。

新米の出来に期待

雑木を活用

　尾上総合高校全校生徒による第2田んぼアートの収穫を行いました。
　生徒は職員から稲刈りの説明を受けた後、学年ごとに分かれて図柄や文字、背景部分を刈り取り、棒がけを行いました。
3年生は3回目の参加となり手慣れた様子で作業を行っていたほか、中には稲刈り体験ツアーで刈り取りや棒がけの方法
を確認したという生徒もいました。生徒は刈り取りや束ね作業、棒がけと分担して約1時間30分ほど作業を行い、稲刈
り体験を通して郷土の魅力を認識しました。

　大袋部落会主催の河川環境美化活動が平川河川公園で行
われ、村内から約30人が参加しました。参加者は河川敷
で伐採した雑木に穴を開け、ナメコやエノキタケの菌を打
ちこみキノコ栽培の原木にしたほか、雑木に土を盛って伏
せ焼きを行い、炭作りを行いました。

第2田んぼアート「シン・ゴジラ」収穫！10　
　 21

10　
　24

10　
　25

11　
　10

11　
　6
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話 題 い ろ い ろ

　任期満了に伴う村長選挙が10月25日に告示され、
10月30日に投票が行われました。立候補したのは、
現職の鈴木孝雄氏（79）、元村議の工藤榮治氏（69）、
同じく元村議の阿部潤司氏（68）。立候補者3人によ
る村長選は49年ぶりで、即日開票の結果、鈴木孝雄
氏が2,160票で4選を果たしました。

　教育委員会主催による家庭教育講座が田舎館保育園で行
われ、児童・保護者合わせて約40人が参加しました。
　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、参加した親子はリズムに合わせ
て歌や手遊びを楽しみながら親子間の交流を図りました。

田舎館村長選挙　開票結果

音遊びで親子が交流

　学校体育指導の研究や実践への取り組みから、中学校
が全国学校体育研究優良校に選ばれました。中学校では
生徒の体力向上を図るため清掃の時間をステップアップ
タイムとし、各学級が清掃班と体力づくり活動班に分か
れ1週間交代で活動していることが評価されました。
　11月10日、文部科学省と（公財）日本学校体育研究
連合会主催の第55回全国学校体育研究大会福島大会が
福島県で開催され、表彰が行われました。

　誘致企業会による社員表彰授与式が弘前市豪華楼で行わ
れました。村誘致企業各社が出席し、永年勤続者や企業の
発展に貢献した功労者などの4人に、誘致企業会会長から
表彰状が授与されました。

中学校が全国学校体育研究優良校に

永年の功績をたたえて 11　
　 12

11　
　11

開 票 結 果

当選　鈴木 孝雄　2,160票
　　　工藤 榮治　1,711票
　　　阿部 潤司　1,162票

有権者数　 6,895人　　　有効投票数　 5,033票
投票者数　 5,067人　　　無効投票数　　　33票
投票率　　 73.49％　　　不受理　　　　　 1票

敬称略

鈴木孝雄氏が4選
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田舎館村普通会計バランスシート　平成28年3月31日現在

（単位：千円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方
【資産の部】　将来の世代へ引き継ぐ資産 【負債の部】　将来の世代が負担する額
１．公共資産 １．固定負債 償還期間が１年を超えるもの

 （1）有形固定資産 12,828,972 村が建設したものなど  （1）地方債 2,776,716
　　① 生活インフラ・国土保全 4,644,299 道路、公園、村営住宅など  （2）長期未払金
　　② 教育 4,540,768 小・中学校、社会教育施設など 　　① 物件の購入等 0
　　③ 福祉 241,174 老人・児童福祉施設など 　　② 債務保証又は損失補償 0
　　④ 環境衛生 23,658 ふれあいセンター用地など 　　③ その他 70,391
　　⑤ 産業振興 933,813 農道整備など 　　　　長期未払金計 70,391
　　⑥ 消防 47,014 消防車、防火水槽など  （3）退職手当引当金 547,204 全職員が普通退職した場合の退職手当

　　⑦ 総務 2,398,246 庁舎、弥生の里など  （4）損失補償等引当金 0
 （2）売却可能資産 3,500

公共資産合計 12,832,472 固定負債合計 3,394,311
２．投資等 ２．流動負債 償還期間が１年以内のもの

 （1）投資及び出資金 390,992
　　① 投資及び出資金 390,992 水道事業会計出資金など  （1）翌年度償還予定地方債 314,307
　　② 投資損失引当金 0  （2）短期借入金 0
 （2）貸付金 500 高額療養費 　　（翌年度繰上充用金）
 （3）基金等 20,181  （3）未払金 19,029
　　① 退職手当目的基金 0  （4）翌年度支払予定退職手当 0
　　② その他特定目的基金 20,181 奨学基金  （5）賞与引当金 29,649
　　③ 土地開発基金 0
　　④ その他定額運用基金 0
　　⑤ 退職手当組合積立金 0 流動負債合計 362,985
 （4）長期延滞債権 24,321 平成26年度以前村税等滞納分 負　債　合　計 3,757,296
 （5）回収不能見込額 △ 4,134 平成28年度不能欠損見込【純資産の部】　これまでの世代が既に負担してきた額投資等合計 431,860
３．流動資産 １．公共資産等整備国県補助金等 1,746,202 国・県からの補助金
 （1）現金・預金 1,718,699
　　① 財政調整基金 1,279,561 ２．公共資産等整備一般財源等 10,584,038 村税など
　　② 減債基金 2,578
　　③ 歳計現金 436,560 ３．その他一般財源等 △1,100,519 資産形成を伴わない負債を含めた額

 （2）未収金 7,486
　　① 地方税 7,014 平成27年度村税滞納分 ４．資産評価差額 3,500
　　② その他 512 平成27年度保育料等滞納分
　　③ 回収不能見込額 △ 40 平成28年度不能欠損見込

流動資産合計 1,726,185   純資産合計 11,233,221
資　産　合　計 14,990,517 負債・純資産合計 14,990,517

【田舎館村普通会計バランスシートとは】
村が道路、建物、お金などの「資産」をどれくらい持っていて、その「資産」を手に入れるために、どうやってお金のやりく
りをしたかを表にまとめたものです。

【資産の部】
総額約150億円の資産を保有していますが、全体の約9割は道路・公営住宅・学校・公園など行政サービスを提供するために
必要な資産であり、民間企業のように売却できるものではありません。
有形固定資産は減価償却（時間の経過による資産の減少）により4.6億円減少したものの、新たな資産形成に要した金額と流
動資産の増となった金額の合計が減価償却額とほぼ同じだったため、資産総額は昨年度と比べ横ばいとなっています。

【負債の部】
地方債の償還に必要な額が約1.8億円減少したことや、将来の退職手当の支払いに必要な額が約0.7億円減少したことなどか
ら、昨年度に比べ負債総額は約2.7億円減少しています。

【村民一人あたりの資産・負債額】
資産額…1,859千円（前年度+20千円）　　　負債額…466千円（前年度△29千円）
※村民一人あたりの資産・負債額は、バランスシートの「資産合計」・「負債合計」を平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口（8,065人）
で割ることで算出しています。

※バランスシート（貸借対照表）のほか、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書など財務4表については、ホームページ
に掲載しています。
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今月の納税相談
と　き ところ

夜間納税相談 12月21日（水）
午後5時～午後7時

税務課窓口
休日納税相談 12月25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
　村県民税（4期）、国民健康保険税（6期）、後期高齢者
医療保険料（6期）、介護保険料（6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
　12月28日（水）
年末年始ごみ収集のお知らせ
　年末年始のごみ収集は下記のとおり実施いたしますの
で、ご協力をお願いします。

可
燃
ご
み

収集曜日 年末最後の
収　集　日

年始最初の
収　集　日

月・木曜日地区 12月29日（木） 1月 5 日（木）
火・金曜日地区 12月30日（金） 1月 6 日（金）

不
燃
ご
み

収集曜日 年末最後の
収　集　日

年始最初の
収　集　日

月曜日地区 12月26日（月） 1月 9 日（月）
火曜日地区 12月27日（火） 1月10日（火）
水曜日地区 12月28日（水） 1月 4 日（水）
木曜日地区 12月29日（木） 1月 5 日（木）
金曜日地区 12月30日（金） 1月 6 日（金）

▷問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

新年の抱負を立ててみませんか
　広報いなかだてでは、平成29年の年男・年女の皆様
から、新年の抱負を募集します。平成29年1月号に掲
載を予定していますので、皆様からのご応募をお待ちし
ております。新年の抱負はご応募いただいた方の氏名と
写真、お住まいの行政区域名を掲載する予定です。な
お、写真は受付後、撮影にお伺いします。
○対　象／村内在住で平成29年の年男・年女の方
○掲載定員／先着6人
○応募期限／12月15日（木）
○発行日／平成29年1月12日（木）
▷応募・問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

人権行政相談
○と　き／1月18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）

国民年金だより
平成28年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会
保険料控除について
　2年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除
する場合、以下のどちらかの方法を選択して申告してく
ださい。
①全額を納めた年に控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」下部にある3年分3枚の証明書を、切
り離さずに添付して申告してください。申告額は、控除
証明書に記載されている「①納付済額」です。
②3年に分けて、各年分の保険料に相当する額を各年に控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」下部にある3年分3枚の証明書のうち、
平成28年分の1枚を切り離して申告してください。残
りの2枚は平成29年、平成30年の申告に使用しますの
で大切に保管してください。申告額は、控除証明書の
「各年に分けて申告する場合の証明額」欄に記載されて
いる金額です。
　なお、平成28年に分割で申告をした場合、平成29年
に、平成29年分と平成30年分をまとめて申告すること
はできませんのでご注意ください。
▷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

田舎館村福祉灯油給付事業を実施します
　低所得の高齢者世帯への経済的影響を緩和するため、
田んぼアート観覧収益の一部を活用し、福祉灯油を給付
します。
○対象
　村内在住で平成29年1月1日までに70歳以上に到達
する高齢者のみで構成される在宅世帯であって、平成
28年度における村民税非課税世帯。
　ただし、平成28年度分の住民税が課税されている者
の税務上の扶養親族となっている者がいる世帯、高齢者
介護施設等に入所されている世帯及び生活保護世帯を除
きます。
○支給方法等
　灯油54L（ポリタンク3個分）と引き換えることがで
きる田舎館村福祉灯油券（18L×3枚）を、12月中旬か
ら順次対象世帯へ送付します。対象世帯は、下記の灯油
券取扱業者に券を提出し灯油と引き換えることとします。
○灯油券取扱業者
　下記の村内2箇所で引き換えを行います。
・津軽みらい農業協同組合田舎館給油所　☎58－2215
・（有）山本石油店　☎58－2339
○引換有効期限／平成29年2月28日（火）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

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
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I n f o rm a t i o n

平成29年度保育所等の入所申込について
支給認定申請（入所申込）について
　平成29年度4月から入所を希望される方を対象に、次のとおり入所申込の受付をします。
○申込方法
　次の書類を住民課保育年金係か入所を希望する施設へ期間内に提出してください。書類は住民課保育年金係及び村
内各保育所（園）にあります。
①支給認定申請書兼保育利用申込書　
　※支給認定申請と入所申込は、同時に行うことができます。
②就労（予定）証明書または就労状況申告書（両親分）
　※事業所等に雇用されている場合は就労（予定）証明書、農業・自営業・内職等は就労状況申告書になります。
③平成28年1月2日以降に転入された方は、両親の平成28年度所得課税証明書（前住所地で発行）
○受付期間／平成29年1月4日（水）～31日（火）
○村内保育所（園）一覧／

施　設　名 住　所 定　員 対象年齢 開所（園）時間 電話番号
（株）アイナック　
畑中保育所 畑中字藤本17 90人

生後8週間～ 午前7時～午後7時

☎58－2100

（福）日の出会
田舎館保育園 川部字上船橋52－8 120人 ☎58－2254

（福）幸成会
光田寺保育園 堂野前字西田37－2 70人 ☎58－2222

○保育料について
　保育料は、原則的に入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母を家計の主宰者とし、平成29年4月から
8月分については平成28年度の村民税所得割合計額により決定し、9月から翌年3月分については平成29年度の村民
税所得割合計額で決定します。なお、ひとり親世帯は父または母の村民税所得割額となります。
　ただし、父母の収入によって世帯の生計が成り立っていないと認められる場合は、同居の扶養義務者（祖父母等）
を家計の主宰者とし、その方の村民税所得割額を算定し保育料を決定します。
　上記により判断し難い場合は、状況等を総合的に勘案し判断します。
○利用調整について
　保育を必要とする事由の度合いに応じて優先順位を決定し、順位の高い子どもから順に希望する保育所に入所でき
るよう調整します。利用調整の結果により、第一希望の保育所に入所できないことがありますので、あらかじめご了
承ください。
保育の必要性の認定（支給認定）について
　保育所、認定こども園、幼稚園などの施設を利用する場合は、教育・保育の必要性に応じた3つの区分の支給認定を
村から受ける必要があります。申請に基づき、村が下記の3つの認定区分により認定を行い、認定証を発行します。
　また、保育所、認定こども園（保育部分）は、保護者の仕事や病気等により保育を必要とする児童に対して保護者
に代わって保育を行う児童福祉施設です。そのため「集団生活に慣れさせるため」等の理由だけでは入所できません。
認定
区分 対　　象 利用できる

施設・事業
・幼稚園（3歳～5歳）…幼児期の教育を行う学校
・保育所（0歳～5歳）…就労等のため家庭で保育ので
きない保護者に代わって保育する施設

・認定こども園（0歳～5歳）…教育と保育を一体的に
行う施設

・地域型保育（0歳～2歳）…19人以下の少人数の単
位で子どもを預かる事業

１号
認定

満3歳以上の教育を希望する就学前
の子ども

幼稚園、
認定こども園

２号
認定

満3歳以上で保護者の就労や疾病な
どにより、保育を必要とする子ども

保育所、
認定こども園

３号
認定

満3歳未満で保護者の就労や疾病な
どにより、保育を必要とする子ども

保育所、認定こども
園、地域型保育

○保育を必要とする事由
2号認定・3号認定を受けるためには、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。
ただし、1号認定の場合は必要ありません。

①自宅外で働いている場合　　　　　　　　　　　　　　　⑥災害等により、復旧作業にあたっている場合
②家事以外の仕事（自営業・内職）をしている場合　　　　⑦保護者が求職活動中、または起業準備中の場合　
③妊娠中、または出産後間もない場合　　　　　　　　　　⑧保護者が就学、または職業訓練を受講している場合
④病気等の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨虐待やDVのおそれがある場合
⑤長期にわたって同居家族の看護（介護）をしている場合

▽問い合わせ／住民課保育年金係（内線162）
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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／11月4日（金）
　総務文教常任委員会
　内容／所管課の事業等について
　産業経済常任委員会
　内容／所管課の事業について
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

水道凍結にご注意ください！！
　今年も水道の凍結が心配される時期となりました。
　水の抜き忘れなどにより水道管の破裂事故が発生して
います。つい忘れがちですが、水道凍結防止帯や水抜き
栓の確認を必ず行ってください。水抜き栓は半開きの状
態ですと地下部分で漏水（中間漏水）する恐れがありま
す。水道料金が高くなる原因となりますので、水抜き栓
の開閉は必ず最後までしっかり回ったことを確認し、十
分注意してください。凍結・破裂等した場合の修理は水
道工事を請け負った指定工事事業者か、最寄りの指定工
事事業者へ申し込んでください。
冬期間の水道料金等は認定料金となります
　冬期間（12月～3月）は積雪等で検針が困難になるた
め、前3ヶ月の平均使用水量またはその他の事情を考慮
して、認定水量で請求します。過不足分については、4月
の検針結果に基づき4月以降の精算となります。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）

今月のお知らせ

田舎館村表彰式・平成29年新年互礼会開催のお知らせ
　村では、村の政治、経済、文化など功労のあった方に対して、表彰条例に基づき表彰式を行います。また表彰式終
了後は、村表彰受賞者と今年度の叙勲等受章（賞）者の方々をお祝いするとともに、村政に関わる各団体や住民の方々
が一堂に会する場として新年互礼会を開催いたします。なお、田んぼアートの第69回東奥賞受賞を記念して、会場で
はこれまで頂いた賞の展示も行います。皆様の多数のご参加をお待ちしております。
○と　き／平成29年1月4日（水）
　　　　　午前10時30分　受付開始、午前11時　表彰式、表彰式終了後　新年互礼会
○ところ／表彰式：文化会館文化ホール、新年互礼会：中央公民館大ホール
○会　費／3,000円（当日受付）　　○申込締切／12月22日（木）
○今回お祝いする受賞（章）者の方 （々敬称略）
・選挙管理委員会委員…中山久志（和泉）　　・人権擁護委員…工藤泰子（前田屋敷）　
・文化財保護審議委員会委員…田澤郁夫（諏訪堂）、福士兼義（前田屋敷）
・保健協力員…櫻庭千津子（畑中）、山谷嘉津子（前田屋敷）、山谷德子（前田屋敷）、八木橋ふさ（境森）
・消防団員…工藤博幸（十二川原）、山本太郎（大曲）、葛西智彦（大根子）、八木橋宣之（境森）、
　　　　　　中山新一（高田）、鈴木哲也（高田）
・納税組合…川部第2納税貯蓄組合
・農事連絡員…佐々木猛（畑中）　　・寄贈者…伴徹也（神奈川県）、中畑貢（田舎舘）
・瑞宝双光章（警察功労）…畑山幸雄（和泉）　　・瑞宝双光章（防衛功労）…田澤克彦（諏訪堂）
・瑞宝双光章（地方自治功労）…今井繁春（川部）　　・旭日双光章（地方自治功労）…平田隆造（畑中）
・農林水産大臣表彰（農業委員）…福士眞規（前田屋敷）
▷申し込み・問い合わせ／総務課人事係（内線225）

年末年始休業のお知らせ
　次の施設を下記のとおり休業（休館）させていただきます。

施設名 電話番号 休業（休館）期間
役場 58－2111 12月29日（木）～平成29年1月3日（火）
中央公民館

58－2250

12月29日（木）～平成29年1月3日（火）
文化会館

12月28日（水）～平成29年1月4日（水）
村民体育館
光田寺体育館
克雪トレーニングセンター
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ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

I n f o rm a t i o n

コミュニティ（宝くじ）助成事業で防災資機材を整備しました
コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）とは
　この事業は、（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業
として、自主防災組織等が行う地域の防災活動に必要な設備等の整備に
対して助成を行うものです。
　畑中自主防災の会では、このコミュニティ助成事業を活用し、発電機
や防災機材倉庫などの防災資機材を購入しました。
○助成団体／畑中自主防災の会
○助成金額／2,000千円
○整備した防災資機材／発電機、防災機材倉庫、避難セット、防火衣、
消防用ゴム長靴、ヘルメット、防火手袋、炊飯器

▷問い合わせ／総務課防災交通係（内線221）
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東光寺

川　部

〔10月28日実施　 3歳児健診〕
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黒石税務署からのお知らせ
平成28年分確定申告書作成会場について
　黒石税務署の申告書作成会場は、黒石税務署1階会議
室です。会場開設期間前は申告書作成会場を設置してお
りません。少数の職員による対応となり、長時間お待ち
いただく場合がございますので、開設期間中にお越しく
ださい。
　なお、お問い合わせの際は、自動音声案内で2番を選
択してください。
○開設期間／平成29年2月16日（木）～3月15日（水）
　　　　　　（土・日を除く）
　　　　　　午前9時～午後5時
▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

多重債務相談窓口のご案内
　東北財務局青森財務事務所では、多重債務相談窓口を
設置しています。相談員が借金の状況等をお伺いし、必
要に応じて弁護士等の専門機関に引継を行います。相談
は無料で秘密は守ります。お気軽にご相談ください。
○受付期間／毎週月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前8時30分～正午
　　　　　　午後1時～午後4時30分
○ところ／青森合同庁舎3階青森財務事務所
▷問い合わせ／東北財務局青森財務事務所　
　　　　　　　☎017－774－6488

海のもしもは118番
1月18日は「118番の日」です
　海上における事件事故や、次のような緊急時は局番な
しの118番におかけください。
　いたずら電話等は本来の緊急通報対応の妨げとなりま
すので、おやめください。
・海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
・見慣れない船、不審な船を発見した。
・密輸・密航事犯等の情報を得た。
・油の排出等を発見した。
▷問い合わせ／青森海上保安部管理課
　　　　　　　☎017－734－2423

村地域包括支援センターからのお知らせ
村お達者くらぶ開催について
　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／平成29年1月13日（金）午後1時～午後3時
○ところ／川部温泉大広間
○テーマ／押し花教室
○参加費／無料
○申込締切／平成29年1月6日（金）
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～
　地域で生活する介護者の方を応援するため、家族介護
者のつどいを開催します。
○と　き／平成29年1月16日（月）午前10時～正午
○ところ／川部温泉大広間
○テーマ／認知症高齢者の徘徊模擬訓練
　講師：認知症の人と家族の会青森支部 中畑年子先生
○参加費／無料
○申込締切／平成29年1月10日（火）

　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

平成28年度成人式のお知らせ
○と　き／平成29年1月8日（日）午後2時　　○ところ／式典…文化会館文化ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記念パーティー…中央公民館大ホール
○対象者／平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれの方
▷問い合わせ／中央公民館（内線501、502）　☎58－2250（直通）

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11月14日 第35号 防火水槽撤去工事 1,371,600円 1,339,200円 境森地内 ㈲丸英佐藤工務店 平成29年 2 月 3 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11月14日 ノートパソコン 9,976,000円 5,571,720円 企画観光課 ㈱ビジネスサービス弘前支店 平成29年 2 月28日
平成28年11月14日 公用車（スズキ エブリイ JOIN） 1,500,000円 1,286,688円 産業課 工藤輪業 平成28年12月28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）

その他お知らせ

今月のお知らせ
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放送大4月入学生募集のお知らせ
　放送大学では、平成29年度第1学期（4月入学）の学
生を募集しています。
　放送大学はテレビ等の放送や、インターネットを利用
して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大
学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で
幅広い世代、職業の方が学んでおり、心理学・福祉・経
済・歴史・文学・情報・自然科学など幅広い分野を学べ
ます。
　資料を無料で差し上げていますので、お気軽にお問い
合わせください。
○出願期限／平成29年3月20日（月）
募集学生の種類について
　15歳以上の方なら、1科目から学習する選科履修生・
科目履修生として入学することができます。
　18歳以上で大学入学資格をお持ちの方なら、学力試
験はなく全科履修生として入学でき、4年以上在学して
124単位以上を修得し卒業すると、学士（教養）の学位
を取得できます。
　ひとつの分野を体系的に学びたい方には、「放送大学
エキスパート」を実施しています。
○教養学部／
・科目履修生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
・選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
・全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）
○大学院／
・修士科目生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
・修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修）
▷資料請求・問い合わせ／
　放送大学青森学習センター　☎38－0500
　八戸サテライトスペース　☎0178－70－1663
　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

青森地方・家庭裁判所からのお知らせ
法とこころをつなぐ家庭裁判所と家庭裁判所調査官　　
　家庭裁判所は、少年非行や家庭に関する紛争を扱いま
す。非行少年の立ち直りや、家庭の問題解決のために
は、少年や家族の心理や人間関係、環境などの考慮が欠
かせません。そこで、心理学などの専門的な知識や技法
を持った家庭裁判所調査官が重要な役割を果たしていま
す。
家庭裁判所調査官の活動
○少年事件
　少年や保護者と会い、心理テストや、家庭、学校の訪
問を行い様々な視点から情報を集め、非行の原因やどう
すれば立ち直ることができるのかを考え裁判官に報告し
ます。
　また、非行を繰り返すことないように、被害を考えさ
せる教室や社会奉仕活動への参加など、教育的な働きか
けを様々な方法で行っています。
○家事事件
　離婚などの争いの中にいる方や子どもと会い、子ども
の幸せを最優先にした解決の方法を考え裁判官に報告す
るとともに、保護者に子どもの思いを伝えて助言するな
ど家族関係の再構築に向けて取り組みます。
家庭裁判所調査官になるには
　裁判所職員採用総合職試験に合格し、家庭裁判所調査
官補として採用された後、約2年間研修を受け、修習後
任命されます。調査官の仕事や採用試験について詳しく
はホームページをご覧ください。
○ホームページアドレス／
　http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html

▽問い合わせ／青森地方・家庭裁判所事務局総務課
　　　　　　　☎017－722－5421

美味しい！うれしい！楽しい！いちご塾開催
いちごの栽培や、いちごに興味のある方はぜひご参加ください
　いちご農家の方が親切丁寧に指導いたします。消費者向けの講座では、農家直伝のジャムづくりを行います！
　なお、下記のコースはどちらも全日程の参加を原則とします。生産者コースでは、5回以上参加した受講者に修了証
書を授与いたします。
○ところ／村内施設及びいちご栽培ハウス　○講師／村内のいちご農家　○受講料／無料　○定員／各コース先着10人
○申込締切／平成29年1月10日（火）　
　　　　　　※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。
生産者コース（全8回）
○と　き／平成29年1月15日（日）・22日（日）・29日（日）・2月5日（日）・12日（日）・
　　　　　19日（日）・26日（日）・3月5日（日）　午後1時～午後3時
○対　象／将来いちご農家を目指したい方やいちご栽培に興味がある方
消費者コース（全3回）
○と　き／平成29年1月28日（土）・2月11日（土）・25日（土）　午後1時～午後3時
○対　象／農家に直接教わって、いちごのことがもっと知りたい方

▽申し込み・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
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津軽の話題満載

津軽広域連合だより
 vol.
66

　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！

第41回
弘前城雪燈籠まつり 弘 前 市
　みちのく五大雪まつりのひとつとしても知られる弘前
城雪燈籠まつり。武者絵をはめ込んだ雪燈籠やミニカマ
クラ群、そして、夏の弘前ねぷたまつりに出陣したねぷ
た絵をそのまま使用した津軽錦絵大回廊。夜になると明
かりが入り、さら
に幻想的な雰囲気
になります。大雪
像や大型滑り台な
どもありますので、
雪に親しみながら
まつりを楽しんで
みませんか。

と　き　平成29年2月9日（木）～12日（日）
ところ　弘前公園
問い合わせ　弘前市立観光館　☎37－5501
※今後、雪燈籠や雪像の製作者、弘前雪明り（ろうそく
点灯等の作業）のボランティアを募集する予定です。
詳しくは、弘前城雪燈籠まつり運営委員会事務局（弘
前市観光政策課　☎35－1128）までお問い合わせく
ださい。

大鰐温泉スキー場
オープン 大 鰐 町
　大鰐温泉スキー場
の今シーズンのオー
プンは 12月 23日
（金）となります。

営業時間　
12月23日（金）～
3月12日（日）　
午前8時半～午後4時45分
※大会期間中は、一部コースの利用制限があります。気
象状況等により、開始及び終了時間の変更があります。
リフト料金　1回券…中学生以上：300円、
　　　　　　小学生以下・60歳以上：250円
　このほか、回数券や1日券、シーズン券もあります。
毎週土曜日は、中学生以下1日券が500円です。シーズ
ン券はジュニア・大人・シニア・無記名（利用者限定なし）
のものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ　大鰐温泉スキー場管理事務所
　　　　　　☎49－1023
　　　　　　ホームページ http://www.owani-ski.com/

12・1・2月の主なイベント
と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ先

12月 23日 大鰐温泉スキー場オープン 毎週土曜日は中学生以下1日券が500円！皆様のご来
場をお待ちしております。 大鰐温泉スキー場管理事務所 ☎49-1023

1月

1日 常盤八幡宮年縄奉納行事
（藤崎町）

元旦の朝、重さ400kgもある巨大な年縄を八幡宮に奉
納し、新年の五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統行事
です。

常盤地区コミュニティ協議会 ☎65-2959

2日 こけし初挽き 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が新年
最初のこけしを作ります。 津軽こけし館 ☎54-8181

3日 新春マラソン（板柳町） 新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選
会もあります。 板柳町生涯学習課 ☎72-1800

21日・22日（仮称）「相馬展」
ヒロロで相馬地区の魅力をまるごとお届けします。
特産品販売、手作り体験、芸能披露などを予定して
います。

弘前市相馬総合支所総務課 ☎84-2111

2月

上旬～ 雪の降るさと2017 たくさんの雪だるまに灯されたローソクが会場を彩
ります。雪を使ったイベント盛りだくさん。 津軽伝承工芸館 ☎59-5300

3日 平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された店舗をはしごして抽選会
に挑戦。豪華景品をゲットしよう。 同実行委員会事務局 ☎44-3055

3日 猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ちつけて豊凶を占う柳からみ神
事やゴマの餅まきが行われます。 猿賀神社 ☎57-2016

4日（予定） 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当
たる抽選会も予定しています。 板柳町商工会 ☎73-3254

5日 旧正マッコ市 市内参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お年玉）
がもらえます。恒例の福まきも大人気です。 黒石商店街協同組合 ☎53-6030

9日～12日 第41回
弘前城雪燈籠まつり

みちのく五大雪まつりのひとつで、雪燈籠や大雪像
が幻想的。昼も夜も楽しめます。 弘前市立観光館 ☎37-5501

9日～12日 冬の田んぼアート 田舎館村が放つアートの二毛作。この冬もサイモン・
ベック氏のスノーアートが登場！ 田舎館村企画観光課 ☎58-2111

10日・17日・
23日・24日 けの汁列車 電車に揺られながら、「けの汁」を味わう小旅行。予

約制につき申込はお早めに。 弘南鉄道 ☎44-3136

11日 沢田ろうそくまつり 弘前市沢田地区で、五穀豊穣等をロウソクで占う
450年以上前から伝わる奇祭です。 同実行委員会 ☎090-8254-9037（田澤）

11日 全日本ずぐり回し
選手権大会

津軽地方冬の遊び「ずぐり回し」の全国大会。子供か
ら大人まで、優勝を競います。

黒石こみせまつり実行委員会
（黒石商工会議所内） ☎52-4316

11日 りんごの里
いたやなぎ雪まつり

雪上ゲーム大会、もちつき、みかんまきなど、雪に
親しみ冬を楽しむまつりです。 板柳町産業振興課地域振興係 ☎73-2111

18日（予定）黒石じょんから宵酔酒まつり
飲みどころ「よされ横丁」界隈の店をまわり、ゴール
すると抽選で豪華な景品が当たります。 同実行委員会（黒石観光協会内） ☎52-3488

19日 第5回
岩木山スキーフェスティバル

歩くスキーや雪上バナナボート体験等で冬を楽しむ
イベントです。大抽選会もあります。

同実行委員会
（弘前市文化スポーツ振興課内） ☎40-7015

19日 第23回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、
ステージショーが催されます。 目屋観光協会 ☎85-2800

天守と雪燈籠
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お誕生おめでとうございます

工　藤　想
そう

　介
すけ

 くん
（遼輔・由梨香）田 舎 舘

太　田　真
ま ほ ろ

秀呂 くん
（秀和・このみ）八 反 田

小　野　愛
あい

　莉
り

 ちゃん
（禎幸・貴絵）垂　　柳

工　藤　叶
とう

　真
ま

 くん
（博之・美智）畑　　中

阿　保　柚
ゆず

　希
き

 ちゃん
（隆・淑恵）八 反 田

須　藤　　黎
れい

　 ちゃん
（弘毅・順子）大　　曲

須　藤　心
ここ

　奏
な

 ちゃん
（雅幸・悠妃）大　　曲

稲　葉　仁
に

　瑚
こ

 ちゃん
（友輝・美也子）畑　　中

小　野　未
み つ き

月輝 くん
（敬之・真理子）高　　樋

ご結婚おめでとうございます

下　山　裕　太 新　　町
角　田　若　奈 新　　町

新　谷　　巧 弘 前 市
成　田　麻　子 八 反 田

小　山　裕　喜 新　　町
船　水　　縁 平 川 市

おくやみ申し上げます

宮　本　リ　ツ（93歳） 田 舎 舘
金　枝　　茂　（66歳） 二 津 屋
浅　利　鉄　郎（70歳） 豊　　蒔
相　馬　光　男（86歳） 垂　　柳
葛　原　新　悦（88歳） 豊　　蒔
工　藤　元四郎（82歳） 畑　　中
相　馬　泰　昭（89歳） 八 反 田

▽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 10月21日～11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

・神様、福運を招くコツはありますか？
 桜井識子／著　幻冬舎
・病気は人生の夏休み 樋野興夫／著　幻冬舎
・１週間システムクッキング 江崎美惠子／著　講談社
・聖の青春 大崎善生／著　KADOKAWA
・夜行 森見登美彦／著　小学館

・四月になれば彼女は 川村元気／著　文藝春秋
・だから荒野 桐野夏生／著　文藝春秋
・クリスマスの3つの目的
 リック・ウォレン／著　いのちのことば社
・いのちのはな のぶみ／著　KADOKAWA
・サンタさんどこにいるの？
 ひらぎみつえ／著　ほるぷ出版
 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

秋

人口と世帯
（平成28年11月末日現在）

男 3,805人 （＋1）

女 4,247人 （±0）

計 8,052人 （＋1）

世帯数 2,723世帯 （＋1）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成28年11月末日現在）

11　　月
県　内 村　内

件  数 336（3,337） 2（35）

死  者 7 （47） 0 （0）

傷  者 400（4,032） 2（48）
（　）は１月からの累計

（
（
（
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名前：工藤慶
けい

太
た

くん
学級：6年 2組
地区： 畑中
一言：「3年生から田舎館JBCスポー
ツ少年団で野球をしていて、セカンドを
守っていました。中学校の部活でも野
球を頑張ります！」

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

小学生
りんご収穫体験

今月の
表紙

小学生による
　今月の題字

　１１月２日、小学校の総合的な学習の一環で、
３年生児童によるりんごの収穫体験が行われ
ました。学習では袋がけや、絵柄をりんごに
入れるためのシール貼りを行っており、参加し
た児童５９人は、生産者から収穫について説明
を受けた後自分のりんごを探し、「絵柄がきれ
いにできた！」、「赤くておいしそう！」と収穫体
験を楽しみました。

  あとがき
　私は病院が嫌いですが、 注射は特に
大嫌いです。体調不良で病院を受診した
際は、とにかく内服薬で治療をお願いし
ています。ですが昨年、一昨年と2年連
続でインフルエンザに感染し苦しい思い
をしたため、 今シーズンは意を決して、
予防接種を受けに行こうと思っています。
　皆様も体調管理には気をつけてお過ご
しください。

※広報では、2月生まれのお子さんの写真を募集中です。（1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。

Happy Birthday 12月生まれのおともだち
櫻庭 叶

か
恵
え
ちゃん（左）

　　 永
え
萌
も
ちゃん（右）

豊　蒔

平成25年12月24日生
父…博之さん
母…昌子さん

「大きくなったら消防車の運転手になりたい
です！」

福士 聖
しょうり
力くん

前田屋
敷

平成25年12月16日生
父…裕さん　
母…聖子さん

「ジュウオウジャー大好きです！」

中村 彩
あやは
蓮ちゃん

東光寺

平成24年12月29日生
父…真一さん
母…咲姫さん

平成25年12月10日生
父…茂樹さん　
母…ひみのさん

「歌とダンスが大好き☆好奇心旺盛で写真を撮るのも
写るのも大好き♪大きくなったら神アイドル☆☆」

志村 優
ゆ
妃
き
ちゃん

二津屋

平成27年12月12日生
父…慶人さん　
母…花菜恵さん

「甘えん坊のやんちゃboy です♡」

津島　玄
げん
くん

川　部

「トイレトレーニング頑張っています！！」

　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農業
の魅力や現状を調査しました。10月24日、第1田んぼアート
で稲の手刈りとハーベスター（脱穀機）を使った脱穀を体験し、
25日には道の駅産直センターで、野菜や惣菜の納入者を調査し
ました。11月18日、村内で農家民泊を行い、収穫を終えたミ
ニトマトの茎を片付ける作業を体験し、農家民泊の可能性と体
験プログラムの提案に向けて情報収集を行いました。


