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今月のおもな内容
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　10月1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。この日は快晴に恵ま
れ、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。雨の日が続いていたため、
子どもたちは「長靴が抜けなくなっ
た！」とぬかるみに足を取られなが
らも一生懸命稲を刈り、「稲を刈った
らバッタがたくさんいたよ！」と稲
の束を棒がけの場所まで元気に運ぶ
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
ンの刈り取りが進み、作業終盤には
稲の束が掛けられた棒が田んぼに多
く立ち並びました。また、会場周辺
では商工会主催の第8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。

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

米こめソングのダンスで準備体操 昼食は特製豚汁とおにぎり

第25回稲刈り体験ツアー

「ヤマタノオロチと
 スサノオノミコト」収穫！



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
リジナルの田んぼアート写真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。

安全運転を心がけて、事故防止

多彩なジャンルの楽曲を披露
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　優れた観光の持続可能な取り組みとして田んぼアートが
評価され、ツーリズム EXPOジャパンが実施する第3回
ジャパン・ツーリズム・アワードの地域部門において領域
優秀賞を受賞しました。東京ビッグサイトで行われた表彰
式には村長が出席し、賞状と副賞が授与されました。

　「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、94人が参加しました。参加者は体験田
オーナーとして自分たちに割り当てられた田んぼで、新米に
期待をよせながら穂の垂れ下がった稲を刈り取り、収穫を楽
しみました。

　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2017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、「1
人1人がリーダー」を目指して練習に取り組んだ部員35人
に、約110人の聴衆からはたくさんの拍手が送られました。

田んぼアートが受賞

ウォーキングで健康づくり

豊作の秋を実感
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　村民体育館で第22回村民卓球大会が行われ、約50人
が参加し日頃の練習の成果を競いました。優勝：個人戦小
学4年以下の部・品川真実さん（4年生）、5･6年の部・
佐々木杏奈さん（5年生）、一般の部・栩内胡桃さん、団体
小学生の部・田舎館 TSS-B、団体一般の部・ブダ

　食生活改善推進員会によるウォーキングが遊稲の館周辺
をコースに行われ、会員や村民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遊稲の館を出発。途中
第2田んぼアートを見学しながら約2.5㎞を歩き、収穫期
の田んぼを眺めながらさわやかな汗を流しました。

卓球で村民が熱戦9
23
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総務費 
・空家等対策計画策定業務委託料 5,184千円
・故鈴木喜代春氏を偲ぶ会運営委託料  
 891千円
・部落行政経費補助金 5,534千円
・部落街灯電気料補助金 2,133千円
・LED街路灯賃借料 3,510千円
・FM放送運営委託料 1,000千円
・納税貯蓄組合補助金 5,207千円

民生費 
・国民健康保険特別会計繰出金 78,278千円
・介護保険特別会計繰出金 120,983千円
・障害(児)福祉サービス費 158,189千円
・保育所運営費 281,430千円
・福祉バス運転業務委託料 10,250千円
・福祉灯油給付事業 780千円
・社会福祉協議会補助金 11,283千円

衛生費
・青森県後期高齢者医療広域連合負担金  
 95,160千円
・後期高齢者医療特別会計繰出金  
 31,844千円
・各種健診委託料 14,403千円
・各種予防接種委託料 19,042千円
・乳幼児・子ども医療給付費 22,244千円
・黒石地区清掃施設組合負担金 56,018千円

農林水産業費
・青年就農給付金 21,750千円
・多面的機能支払交付金 17,125千円
・農地耕作改善事業補助金 2,836千円
・振興作物生産拡大事業補助金 3,422千円
・田んぼアートの里ブランド化推進事業補助金  
 51,978千円
・農業集落排水事業会計繰出金 20,051千円

商工費
・弥生の里展望所周辺整備工事費  
 22,535千円
・商工会補助金 3,300千円

・田んぼアート関連業務委託料 16,360千円
・冬の田んぼアート運営事業委託料  
 2,122千円
・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 48,667千円
・道路改良工事費 7,656千円
・除雪対策費(除雪機械購入費等含む)  
 58,298千円
・下水道事業会計繰出金 136,276千円

消防費
・消防事務組合等負担金 153,725千円

教育費
・奨学金貸与利子補給補助金 1,558千円
・小学校備品(児童用机・椅子、ストーブ等)
 5,684千円
・通学バス運行業務委託料 45,058千円
・博物館・埋蔵文化財センター・総合案内所

指定管理委託料 14,100千円
・学校給食費 79,877千円

特別・企業会計決算
後期高齢者医療
歳入 73,101千円
歳出 72,642千円

国民健康保険
歳入 1,069,574千円
歳出 1,045,211千円

介護保険
歳入 962,206千円
歳出 811,716千円

農業集落排水事業
収益的収入 38,526千円
収益的支出 30,028千円
資本的収入 13,121千円
資本的支出 17,096千円

下水道事業
収益的収入 297,947千円
収益的支出 253,341千円
資本的収入 151,487千円
資本的支出 222,580千円

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 188,679千円
収益的支出 174,667千円
資本的収入 0千円
資本的支出 41,240千円
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議会費
49,765千円

1.5％

億円

総務費
576,230千円

民生費
951,012千円

衛生費
303,179千円

労働費
2,463千円

農林水産業費
205,030千円

商工費
133,569千円

土木費
289,087千円

消防費
186,302千円

教育費
386,227千円

公債費
350,816千円

16.8％

27.7％

8.8％

0.1％

6.0％
3.9％

8.4％
5.4％

11.2％ 10.2％

歳出  3,433,680千円

地方交付税
1,767,028千円

村債
175,400千円

国庫支出金
464,467千円

県支出金
247,298千円

地方消費税交付金
116,678千円

その他
57,312千円

村税
587,989千円

繰入金
141,214千円

諸収入
76,926千円

使用料・手数料
105,090千円

その他
63,507千円

45.4％

11.9％

6.4％ 4.5％ 3.0％ 1.5％

15.1％

3.6％ 2.0％ 2.7％

分担金・負担金
87,526千円

2.3％ 1.6％

億円

依存財源
2,828,183千円
72.7％

自主財源
1,062,252千円
27.3%

歳入  3,890,435千円

むらの家計簿を
公開します

　平成28年度決算が先の定例会で承認
されました。皆様の納めた税金、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
満を端数処理して表示しています。

平成
28年度
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単位：千円

一般会計観光費等（田んぼアート関連） むらおこし推進協議会
歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

入館料 94,563 維持経費 42,912 負担金 1,050 維持経費 5,310
補助金等 5,337 PR関係 3,879 受託金 4,000 PR関係 1,711

投資経費 37,054 雑収入等 1,148
繰越金 3,403

合計 99,900 83,845 9,601 7,021
※差額16,055千円は一般会計に充当しています。

　田んぼアート関連の収支をお知らせします。
　平成28年度の田舎館村展望台及び弥生の里展望所の総入
館者数は354,626人、入館料は94,563,200円となりました

（冬の田んぼアート含む）。田んぼアート関連経費は一般会計
観光費等とむらおこし推進協議会の各々で決算しています。

平成28年度

田んぼアート関連収支報告



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。

（％） （％）

28年度

29年度

8,027

178,200円
146,100円

637,000円

530,000円

253,000円
223,000円
213,000円

〔28年度支給割合〕
6月期
12月期
計　

1.425 月分
1.625 月分
3.05 月分

〔28年度支給割合〕
6月期
12月期
計　

1.425 月分
1.625 月分
3.05 月分

72

千円
3,429,805

千円
455,454

千円
236,224

272,704円 291,029円 37.08 272,450円 295,200円 45.0

千円
25,431

千円
89,669

千円
4,880

千円
570,911 16.7 16.1

267,800円
218,200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

１人につき
5,000円

289,200円
258,400円
＊＊＊＊＊

－
351,200円
＊＊＊＊＊

363,900円
309,300円

－

（普通会計　平成29年４月１日現在）

（普通会計　平成29年４月１日現在）

（平成29年４月１日現在）

（平成29年４月１日現在）

（平成29年４月１日現在）

（平成29年４月１日現在）
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[平成28年度の支給割合]

[平成29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（27,000円が限度）
　　　（家賃－23,000円）×1／2＋11,000円

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

満16歳の年度初めから
満22歳の年度末までの子

平成
28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
1

14
0
9
0

82
1

57

13

9

79

58
1

14
1

10
1

82
3

58
0

14
0
9

△1
81
△1

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

2
22
6
6
7
7
4
4
58
13
13
2
1
6
9
80

△ 1

1

 

 △ 1
△ 1
△ 1

欠員

環境関係業務の充実

国民健康保険部門の減員

平成
29年

子

父母等
配偶者及び子なし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

0.75 月分
0.8 月分

1.55 月分

配
偶
者
以
外

借
家
・
借
間

(実支給 390‚000円)

千円
351,324

　対象職員が1人の場合は当該箇所を「＊＊＊＊＊」としています。

＊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

の欄にあっては今年度職員数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29年度 定員管理調査より

8,000円
10,000円
6,500円
9,000円

10,000円

配偶者なし1人目

＊1
＊2
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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。



I n f o rm a t i o n
お知らせ

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
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今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 11月26日（日）
午前９時～午後４時

役場税務課
夜間納税相談 11月29日（水）

午後５時～午後７時

▷問い合わせ／税務課税務収納係（内線123）

今月の納税
　固定資産税（4期）、国民健康保険税（5期）、介護保険
料（5期）、後期高齢者医療保険料（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…税務課税務収納係（内線123）
介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）
後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係（内線161）

今月の粗大ごみ収集日
　11月22日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

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／住民課生活環境係（内線165）
　黒石消防署田舎館分署　☎58－2962
　黒石警察署　☎52－2311

職員人事異動
　村職員の人事異動をお知らせします。（　）は旧所属です。
○村長部局／10月1日付　▷防災交通係長事務取扱を

解く（総務課長・合併対策室長・防災交通係長、選挙
管理委員会事務局長併任）阿保春仁▷住民課住民係長

（総務課付）竹内理智子▷総務課防災交通係長（住民課
国保年金係長）鈴木弘和▷住民課国保年金係長（住民
課住民係長）平川敬

▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

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5000鉢以上の色鮮やかな
シクラメン等を展示、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18日（土）　午前9時～午後4時
・開会式
・餅つき実演
・村民パフォーマンス選手権～ O

十

h!H
八

a!コ
番

ンテスト～
・三色餅配付
・シクラメン競り市　他
11月19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「SING」
・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（内線502）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

献血（全血）のお知らせ
○と　き／11月18日（土）　午前9時～午後3時30分
○ところ／役場正面
○協　賛／田舎館ライオンズクラブ、村赤十字奉仕団
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

人権・行政相談
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（月）～12月10日（日）の第69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、以下の人権・行政相談の際
に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6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
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村議会委員会等活動記録
　以下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／
◦9月29日（金）

議員全員協議会
内容／村道の路線認定について　他3件
議会運営委員会
内容／平成29年第1回議会臨時会会期日程等について

◦10月6日（金）
議会運営委員会
内容／平成29年第2回議会臨時会会期日程等について
議会運営委員会
内容／委員長の互選について　他1件
総務文教常任委員会
内容／委員長の互選について　他1件
産業経済常任委員会
内容／委員長の互選について　他1件

▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

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
ています。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け付けしていますので、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15分
（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／住民課国保年金係（内線162）
　　　　　　　弘前年金事務所　☎27－1339

役場閉庁日の火葬許可証発行について
　12月の役場閉庁日で、火葬許可証発行の受け付けが
できる日時をお知らせします。担当職員は自宅待機して
いますので、お手数ですが事前に役場へ電話連絡をお願
いします。
○と　き／12月2日（土）、9日（土）、16日（土）、23日（土）、

30日（土）　午前8時15分～正午
○ところ／役場住民課住民係
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

平成29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、以下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30年2月18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29年1月1日～12月31日
○推薦期限／平成30年1月4日（木）
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）

自衛官募集相談員が新しく決まりました
　村と自衛隊青森地方協力本部は村の自衛官募集相談員
に中山勇一氏（前田屋敷）、鈴木重信氏（川部）を平成29
年10月18日付けで委嘱しました。
　募集相談員は自衛隊と地域の架け橋として、志願者か
らの相談や募集の周知活動など、募集事務において防衛
省に協力する役割を担っています。自衛隊は多様な採用
コースがあるため、少しでも興味がある方はお気軽にご
相談ください。

　　　 中山勇一氏　　　　　　　　鈴木重信氏
▷問い合わせ／住民課住民係（内線164）
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入札結果のお知らせ
　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29年9月28日 第23号 新田線舗装補修工事 11,080,800円 10,584,000円 八反田地内 ㈱福原組 平成30年1月9日
平成29年9月28日 第24号 川部7号線舗装補修工事 17,949,600円 17,226,000円 川部地内 ㈲桜庭建設 平成30年1月31日

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 業務終了日
平成29年9月28日 FF式石油暖房機 2,231,280円 1,313,280円 田舎館小学校 ㈱角弘 弘前支店 平成29年10月31日
平成29年9月28日 公用車（トヨタヴォクシーＸ） 2,722,000円 2,577,720円 総務課 ツガルフジ車輌販売㈱ 平成29年12月20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）

旧光田寺小学校廃校舎等を売却します

売却物件
○土地／大字東光寺字村井66－1外（18,763㎡）
　　　　大字東光寺字村井45－3（1,500㎡）
○建物／校舎：RC造2階・2,202㎡、体育館：SRC造2階及び RC造2階・825㎡、光田寺児童クラブ：S造平屋・

186㎡、機械室（オイルポンプ庫・プロパン庫）：RC造平屋・7㎡、機械室（ブロア庫・ポンプ庫）：RC造平屋・11㎡
○最低売却価格／99,141,720円（建物に係る消費税及び地方消費税額3,916,720円を含む）
応募について
○応募資格／施設の利活用に関する事業提案者は個人または法人とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は

応募できません。
①国税及び地方税の滞納がある者
②未成年者、成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人または破産者で復権を得ていない者
③地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、一般競争入札への参加を制限されている者
④会社更生法（平成14年法律第154号）第17条に規定する更生手続開始の申し立てがなされている者（同法第199条

に規定する更生計画認可の決定を受けている者を除く。）、または民事再生法（平成11年法律第225号）第21条に規
定する再生手続開始の申し立てがなされている者（同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。）

⑤田舎館村暴力団排除措置要綱（平成24年告示第14号）第2条第1号～第3号に該当する者及びこれらの者と密接な関
係を有する者

○応募方法／応募申請書、利用計画書、応募者の概要書、その他添付書類を総務課管財係へお持ちください（郵送不可）。
　様式は総務課管財係で配布します。
○申込期間／11月10日（金）～12月11日（月）
現場説明会
○とき／11月28日（火）　午前10時～　○ところ／旧光田寺小学校（大字東光寺字村井66－1）
事業者選定
　12月15日（金）午後2時から面接審査を行い、事業者選定審査委員会において事業者を選定します。
留意事項
　事業者は校舎等を取得後、光田寺児童クラブ及び敷地（通路等）の一部を村へ一定期間貸し付けること等の譲渡条件
がありますので、詳細については村ホームページにある募集要項をご覧ください。
▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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健（検）診、受けましたか？　～無料で受診できます！～
　12月に今年度最後の集団健（検）診を実施します。まだ受診されていない方はぜひお申し込みください。
○とき／12月10日（日）　午前7時～午前9時30分　受付　　○ところ／中央公民館
○申込方法／厚生課健康推進係に電話または窓口へお申し込みください。
○対象者、健（検）診内容等／

健（検）診項目 対象者 料金
特定健診・健康診査 20～39歳の方、40～74歳で国民健康保険の保険証をお持ちの方、後期高齢者医

療保険の保険証をお持ちの方、生活保護を受給している方
無料胃・大腸・肺がん検診 40歳以上の方

前立腺がん検診 50歳以上の男性
肝炎ウイルス検査 これまで肝炎検査を受けていない40歳以上の方

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

「G
ギ ャ ッ プ

APの概要について」講演会のお知らせ
　GAP（Good Agricultural Practice、農業生産工程管理）とは、農業において食品安全、環境保全、労働安全等の持
続可能性を確保するために取り組む生産工程管理のことです。これを農業へ取り入れることにより、競争力強化、品
質向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者や実需者からの信頼確保が期待できます。農家の担い手
育成を目的に、今後期待される GAPについて知識を深めてもらうため講演会を開催いたしますので、興味のある方は
ぜひご参加ください。
〇とき／11月30日（木）　午後1時30分～　　〇ところ／役場3階第1～3委員会室
〇講師／山野りんご（株） 代表取締役 山野豊氏
▷問い合わせ／産業課産業係（内線141）

未登録の象牙がありませんか？
　環境省では、国内にある象牙の在庫を調べています。所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録され
ていない象牙の売却や贈与は違法です。未登録の象牙をお持ちの方は象牙在庫把握キャンペーン事務局03－6659－
4660（祝日を除く平日午前10時～午後5時）へご連絡ください。事務局では象牙以外の国際希少野生動植物種の登録
も受け付けています。なお、全形を保持した象牙のみが登録対象であり、印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対
象外です。また、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後売却等をする場合には事前
の登録が必要です。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

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、本病発生の警戒が必要となる時期ですので以下の
ことに注意しましょう。
家きん（鶏、あひる、うずら等）を飼っている場合
◦渡り鳥や野鳥との接触をさけるため、屋外で放し飼い

をしないようにしましょう。また、飼育小屋は2㎝角
以下の防鳥ネットで囲いましょう。

◦飼育小屋は定期的に消毒しましょう。
◦世話の際は専用の履き物、衣服を使用し、終了後はそ

れらと手指の消毒をしましょう。
◦家きんの死亡が続き異常が見られた場合はすぐにご相

談ください。
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）
　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、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）

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30年の年男・年女の皆様
から、新年の抱負を募集します。平成30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30年の年男・年女の方
○掲載定員／先着6人
○応募期限／11月22日（水）
○発 行 日／平成29年12月28日（木）
▷応募・問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）
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その他お知らせ
田舎館村健康サポート教室開催のお知らせ

　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、村健康サポート教室を開催しま
す。なお、12月より無料送迎が始まります。ご希望の
方は1週間前までにお申し込みください。
○とき・ところ／

12月４日（月）

午後１時30分
～午後３時

村中央公民館大広間

12月11日（月） 村老人福祉センター大広間

12月25日（月） 村ふれあいセンター大広間

○テーマ／いすで健康体操　講師：鬼武由美子先生
○参加費／無料
▷申し込み・問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　☎58－3704

自衛官募集案内
募集種目 資　格 受付期限 試験日

自衛官候補生
（男女）

18歳以上
27歳未満 11月17日（金） 12月3日（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１日（金）

平成30年
1月6日（土）
～8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30年
１月９日（火）

平成30年
1月20日（土）

　受験資格など詳細については、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

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10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5日（火）
▷申し込み・問い合わせ／遊稲の館　☎58－4689

津軽塗のスプーンとブローチづくりのお知らせ
　津軽広域連合では、冬休み期間の小学生を対象として

「津軽塗体験教室」を開催します。
○と　き／平成30年1月11日（木）
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
○ところ／平賀公民館小研修室3、4　
○参加料／1,500円
○対　象／津軽広域連合管内8市町村に住所を有する小

学生30人程度、ただし3年生以下は保護者の同伴が
必要です。

○申込方法／郵便はがきまたは電子メールで、①郵便番
号・住所、②氏名（ふりがな）、③学年・年齢、④保
護者氏名、⑤電話番号を明記しお申し込みください。
参加者には12月18日（月）に参加決定通知書を発送
します。なお、1回の応募で小学生2人までお申し込
みでき、応募多数の場合は抽選により決定します。落
選された方には通知しませんのでご注意ください。

　〒036-8003　弘前市大字駅前町9－20　ヒロロ3階
　津軽広域連合　津軽塗体験教室係
　 rengou@tsugarukoiki.jp 
○申込締切／12月8日（金）　※当日消印有効
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201

あおもり性暴力被害者支援センター
　りんごの花ホットライン017－777－8349では、レ
イプや強制わいせつなど、性犯罪や性暴力の被害にあっ
た方またはそのご家族などからの相談を専門の研修を受
けた相談員がお受けし、要望に応じて必要な支援をコー
ディネートします。
○相談受付時間／月、水曜日　午前10時～午後9時
　　　　　　　　火、木、金曜日　午前10時～午後5時
　　　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
▷問い合わせ／青森県環境生活部青少年・男女共同参画課
　　　　　　　☎017－734－9228

青森県最低賃金改正のお知らせ
　10月6日（金）より青森県最低賃金が改正されます。
○時間額／738円
▷問い合わせ／青森労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　☎017－734－4114



▽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、次の電話番号に
かけると聞くことができます。ぜひご利用ください。
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お詫びと訂正
　広報いなかだて9月号P.2－3の本文に誤りがありましたので、
以下のとおり訂正しお詫び申し上げます。

誤・伊藤　→　正・伊東

お誕生おめでとうございます

阿　保　瑛
えい

　輝
き

 くん
（裕章・由依）八 反 田

平　澤　秋
しゅう

　陽
よう

 くん
（潤一・富士子）土 矢 倉

岩　間　葉
は

　月
づき

 ちゃん
（公優・知美）川　　部

川　添　来
らい

　琥
く

 くん
（隆平・真名美）前田屋敷

ご結婚おめでとうございます

鹿　内　利　弥 川　　部
成　田　裕　子 青 森 市

須　藤　　潤 大　　袋
下　山　享　子 弘 前 市

おくやみ申し上げます

福　地　清　江（93歳） 八 反 田
小　野　隆　浩（47歳） 垂　　柳
田　澤　清　勝（70歳） 諏 訪 堂
中　山　テツエ（81歳） 東 光 寺
小　野　友　子（71歳） 垂　　柳
福　士　金四郎（78歳） 前田屋敷

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

・未来の年表� 河合雅司／著　講談社
・夫婦道　がんばらない幸せ
� ザビエル／著　青山ライフ出版
・こわいもの知らずの病理学講義� 仲野徹／著　晶文社
・飛田和緒のおうち鍋� 飛田和緒／著　世界文化社
・螺旋の手術室� 知念実希人／著　新潮社

・3時のアッコちゃん� 柚木麻子／著　双葉社
・琥珀の夢 −小説　鳥井信治郎〈上〉
� 伊集院静／著　集英社
・充たされざる者
� カズオ･イシグロ／著　早川書房
・ぱかっ� 森あさ子／著　ポプラ社
・こねてのばして
� ヨシタケシンスケ／著　ブロンズ新社
� 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 29年 1 0 月末日現在）

男 3,776人 （−1）

女 4,216人 （＋2）

計 7,992人 （＋1）

世帯数 2,735世帯 （＋2）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成 29年 1 0 月末日現在）

10　　月
県　内 村　内

件��数 296（2,641） 4（24）
死��者 2 （33） 0 （0）
傷��者 373（3,258） 4（37）

（　）は１月からの累計

　天気の良かった10月1日の稲刈り体験ツアーでは、 虫かごを持参し、 イナゴを追って楽し
んでいる子どもたちが多く見られました。 田んぼで昆虫採集も、 秋の稲刈りならではの体験
ですね！

  あとがき

（
（
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花
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小学生による
　今月の題字

■次号の発行は12月７日（木）の予定です。

プロレスラーが
　　　　やってきた！

今月の
表紙

　10月1日に JRAウインズ津軽で開催されたイ
ベント「パカパカ PARK」に先立ち、北海道を拠
点とする北都プロレスの池田昌樹選手、河原成
幸選手、ジャングル・バード選手が9月30日に
光田寺保育園を訪れ、児童と交流しました。パ
カパカ PARKでは乗馬試乗会や北都プロレスス
ペシャルマッチ、田舎館相撲クラブとのエキシ
ビションマッチなどが行われ、多くの来場者で
賑わいを見せました。

6年2組
斉藤美

み さ き
沙希さん（和泉）

「修学旅行では初めて遊園地に
行ったことが1番楽しかったで
す。小学校卒業までの目標は、
算数のテストで 100 点を取る
ことです。」

平成26年11月26日生
父…裕也さん　母…春菜さん
「イタズラ大好き☆甘えん坊♪
マナティーです♡♡♡元気に
のびのび育ってね♡」

肥後 心
まな

翔
と

くん

垂　柳

平成27年11月23日生
父…亮平さん　母…円香さん
「毎日走り回って元気満々！
たくさん食べて大きくなっ
てね！」

清野 柑
かん

太
た

くん

諏訪堂

平成25年11月20日生
父…進さん　母…真奈美さん
「元気いっぱいで愛嬌たっ
ぷりの次男坊☆たくさん遊
んで大きくなってね！ ｣

工藤 勇
ゆう

輝
き

くん

田舎舘

平成28年11月10日生
父…敬之さん　母…真理子さん
「おしゃべりとおしゃぶりが大
好きな未月輝。たくさん食べ
て、大きく育ってね。」

小野 未
み

月
つ

輝
き

くん

Happy Birthday
高　樋

※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17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お住まいの行政区❹住所❺両親の氏名❻コメントを書いて、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。
また、電子メールでもご応募可能です。本文に❶～❻を記載し、画像データを添付して public-info@vill.inakadate.lg.jpへお送りください。

誘致企業だより

　高山精工（株）は昭和63年4月に弘前市で創業された機械部
品や金属部品の加工製造を主とする企業で、平成3年5月に村
へ設立されました。主要製品は半導体検査装置に使用される
部品や産業機械部品。2台の大型マニシングセンターによるプ
レート加工を主力に、部品の用途に応じて各種サイズの切削加
工を得意としています。また、高精度が要求される分析装置
や検査装置等のベース製作では、寸法1mに対し誤差20μm

（20/1000mm）の高精度を実現しているほか、アルミニウム
以外のセラミックス、鍛造品にも対応しています。従業員は、
素材から機械加工を経て部品を完成させることに達成感を感じ
ており、最新の設備と技術力で高精度、短納期を実現しなが
ら、現在14人が業務に取り組んでいます。また、6人が女性
で、現場では男女の別なく全員が活躍しています。

高山精工株式会社

11月生まれのおともだち


