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より住みやすい村づくりを目指して
　� 村長　鈴 木  孝 雄

明けましておめでとうございます。希望に満ちた
新年を村民の皆様とともに迎えることができました
ことを、心からお慶び申し上げます。

地球温暖化の抑制が世界規模で懸念されている
中、昨年は特に、全国各地で起こった異常気象によ
る自然災害が強く印象に残った１年でした。青森県
も台風が接近したほか、大雨や低温などの天候不順
があり、普段の生活のみならず農作物への被害が心
配され緊張した年でもありましたが、稲作やりん
ご、野菜等への影響は小さく平年作を保たれたと聞
いており安堵しています。

さて、村は財政再建を最も重要な課題と捉え、堅
実な行政運営を継続していますが、皆様のご理解を
いただきながら取り組むことができ、財政状況は
徐々に安定の兆しが見えてきました。これまで皆様
からいただいた様々なご指摘やご要望を着実に検討
しながら、４期目の村長就任から２年目となる今年
は、次の施策の実現に向けて取り組みを加速させた
いと考えています。

まず、懸案事項であった前田屋敷地区の老人福祉
センターは2019年１月の完成を目指して建て替え
に着手しました。村民の新たな憩いの場として、快
適な温泉施設に生まれ変わるだけでなく、災害時に
は避難場所にもなる大切な施設として整備します。

次に、老朽化が進んでいる中央公民館と村民体育
館については、将来の安全性の観点から早期に新た
な施設の建設を検討し、2020年度の完成を目指し
ます。

農業について、りんごは海外への輸出が順調に拡
大しており高値で推移している反面、米は国内の消
費減退から輸出による様々な用途での新たな販路開
拓が進められており、農家の所得安定には不安要素
が依然多く、引き続き動向を注視しなければなりま
せん。村では安定した農家経営に向けてより一層の
対応をするため、田から畑へ、畑から田へと作付け
する農作物に応じて農地の切り替えができる田畑輪
換を目指して暗渠排水の導入に着手し、高収益作物
の生産を推進します。

地方創生事業として田んぼアートの里ブランド化
推進協議会が設置を進めているビニールハウスで
は、観光農園としての活用を図りながら温泉熱を利
用したいちご栽培を本格的に進めており、今後はい
ちごの年中栽培を確立させ、村産いちごのPRや生
産拡大に繋げたいと考えています。また、低アミ
ロースが特徴の村産米「あさゆき」が好評であり、
協議会を通して村産米のブランド化に向けた取り組
みを加速させたいと考えています。

健康づくりについて、青森県は短命県返上を掲げ
様々な施策を実施していますが、村も短命村の克服
が喫緊の課題です。村民一人ひとりが健康で長生き
できる環境として、健康を維持する活動を地域ぐる
みで行うことが効果的と考えており、健康管理や食
生活改善を図る学習活動を、集落の防災活動を担う
組織として設立と育成支援を進めている自主防災組
織活動と連携して実施する事業を検討します。

観光について、田んぼアートは皆様のご協力をい
ただきながら26年目を迎えようとしています。田ん
ぼアートの観覧に訪れた方はこれまで数万人単位で
増加し続けており、平成29年は親しみやすいテーマ
としながらも、第１田んぼアート「ヤマタノオロチ
とスサノオノミコト」では歴代でもっとも高精細な
図柄に挑戦しました。ところが、観覧者数は前年度
より減少に転じてしまった反面、田んぼアートの取
り組みが評価され、名誉ある賞を２ついただく機会
もあり、観覧者数減少の対策を検証し反省するとと
もに、より素晴らしい田んぼアートの制作に向けて
今後も邁進したいと思います。

最後になりますが、災害のない平穏な村で、今年
も村民の皆様が笑顔で健康に暮らせる１年でありま
すことを心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつ
とさせていただきます。
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今年は戌年！ 年男・年女の皆様に抱負を語ってもらいました。

明けましておめでとうございます。村民の皆様に
は、日頃より村議会に対し格別のご理解とご協力を
賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年を振り返ってみますと、例年に比べて
雨の日が長く続き、全国各地で起こった集中豪雨に
よる災害を報道で目にすることが多かった年でし
た。村においては、稲の生育は概ね順調に進み、収
穫への影響は小さかったように感じられるものの、
りんごや野菜では気温や日照不足の影響が少なか
らずあったというお話を聞いています。また、台風の
本県通過もあり、不安定な天候と自然の驚異により、
農作業では心配ごとの多い１年だったと思います。昨
年７月には衆議院議員の木村太郎氏がご逝去され、
突然の訃報に大変驚きました。生前、防衛庁副長官
を務められた際には防衛庁の省移行に携わられてお
り、木村氏が委員長を務められた衆議院安全保障委

員会を傍聴させていただいたことがありました。その
時の職務に取り組まれているお姿は、今でも印象に
深く残っており、国と青森県のためにご活躍された木
村氏に対し心からご冥福をお祈り申し上げます。

議会は村民の教育や福祉の向上と村政のさらなる
発展のために、村が抱える諸課題の解決に向けて努
力し、発展施策の実現に向けて精一杯力を尽くさな
ければなりません。昨年還暦を迎えた私は議長に就
任して３年目となりますが、あらためて健康に気を
つけながら自身の職責にしっかりと取り組み、村の
ために誠心誠意努力する所存です。今後とも皆様の
ご指導とご協力をお願い申し上げます。

末筆ではございますが、村民の皆様が健康で、幸
せを感じながら日々を駆け抜けることができる一年
で有りますことをご祈念申し上げ、新年のごあいさ
つとさせていただきます。

村民の夢と希望が叶う議会運営
　� 村議会議長　鈴 木  和 久

間山 皐
さ ら

良さん

水泳で大会入賞を
目指します。小学
校では苦手な算数
を克服できるよう
に、勉強を頑張り
ます。

八反田 鈴木 彩
あ こ

虹さん

小学校６年生にな
るので、最上級生
として低学年の子
や小さい子どもと
遊んであげたいと
思います。

田舎舘葛西 雄
ゆうだい

大さん

バスケットボール
で今年も県大会に
いけるように練習
を頑張ります。小
学校では算数が苦
手なので、勉強も
頑張ります。

大　袋

山本 祥
しょうたろう

太郎さん

今年は国語の作文
を頑張ります。ま
た、小学校６年生
になるので１年生
のお世話をちゃん
とできるようにな
り た い と 思 い ま
す。

大　曲 花田 悠
ゆ う た

太さん

小学校６年生にな
るので、剣道の練
習をもっと頑張り
ます。獅子踊りク
ラブの発表もしっ
かり取り組みたい
と思います。

八反田山谷 麻
ま お

央さん

小学校でバスケッ
トボールを練習し
ていますが、今年
は県大会で優勝を
目指します。

前田屋敷
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　それまで元気だった赤ちゃんが何の予兆や病歴のないまま、眠っている間
に突然死亡してしまう乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death 
Syndrome）は、窒息などの事故とは異なる原因のわからない病気です。
SIDSの予防方法は確立していませんが、いくつかの点に留意しながら生活
することで発症のリスクを低くすることができます。
　広報いなかだて１月号では、SIDS発症のリスクを低くする３つのポイン
トについてお知らせします。

乳幼児突然死症候群（SIDS）とはどんな病気？
　生後２ヶ月～６ヶ月ごろの赤ちゃんに多く発症し、それまで
すくすく育っていた赤ちゃんがある日突然、眠っている間に亡
くなってしまう病気です。
　赤ちゃんが突然死亡することは、生まれつきの病気や感染
症、窒息事故などによって起こることがあります。しかし、
SIDSの症状はそれらと異なり、何の予兆や既往歴もない赤ちゃ
んが睡眠中、原因がわからず突然死に至ります。また、12月
以降の冬季に多く発生する傾向があることも大きな特徴です。
　日本でのSIDSが原因と考えられる赤ちゃんの死亡は減少傾
向にあるものの、平成27年を除く近年でも年間100人以上の
赤ちゃんがSIDSによって亡くなっています。平成28年は109
人が亡くなっており、１歳未満の赤ちゃんの死亡原因としては
依然第３位となっています。

SIDS発症のリスクを低くするためには
　SIDSについては世界各国で様々な調査研究が行われていますが、原因の解明には至っておらず、現状では予防方法
が確立していません。しかし、これまでの調査研究などから、次の３つのポイントに留意しながら生活することで、
発症のリスクを低くすることができるという研究成果が得られています。

あおむけに寝かせる
　SIDSはうつぶせ寝、あおむけ寝のどちらでも発症しますが、うつぶせ寝の方がSIDSの
発症率が高いことがわかっています。また、寝かせ方に配慮することはSIDSの予防だけで
はなく、赤ちゃんの窒息や誤飲、ケガ等の事故から守ることもできます。
　赤ちゃんが１歳になるまでは、あおむけで寝かせましょう。

なるべく母乳で育てる
　母乳で育てることが赤ちゃんにとって、多くの点でよいことはよく知られています。
　人工乳がSIDSを引き起こすわけではありませんが、母乳で育てられている赤ちゃんの方
がSIDSの発症率が低いことがわかっています。

たばこはやめる
　たばこはSIDS発症の大きな危険因子であると考えられており、研究が進められています。
　一般的に、妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなる原因となり、赤ちゃ
んの呼吸中枢にも悪影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろん、妊婦や赤ちゃんの近
くでの喫煙はやめましょう。赤ちゃんの健やかな成長のためには、身近な人たちの理解と
協力も大切です。

　12月以降の冬季にSIDSが発症する傾向が高いことから、厚生労働省では、毎年11月を「乳幼児突然死症候群（SIDS）
対策強化月間」としており、発症の予防に対する普及啓発が行われています。SIDSやその予防方法について詳しく知
りたい、普段の生活や育児に不安があるなどの相談は、厚生課健康推進係へお気軽にご相談ください。

乳幼児突然死症候群（SIDS）から赤ちゃんを守ろう

出典・参考資料：政府広報オンライン

SIDS死亡者数の推移
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　（株）毎日新聞社主催による第31回毎日カップ「中学
校体力つくり」コンテストで、中学校が全国からエント
リーされた4,166校の中で上位となる日本中学校体育
連盟賞を受賞しました。12月２日、東京都で行われた
表彰式に３年生の佐藤洸也さん（田舎舘）が出席し、表
彰状と記念品が授与されました。コンテストは文部科
学省が実施する新体力テストの記録をもとに、体力向
上の取り組みを行っている学校を顕彰するもので、７年
前から清掃の時間をステップアップタイムとして各学
級が清掃班と体力づくり活動班に分かれ１週間交代で
活動していることや、生徒が新体力テストの結果から
改善点を目標に組み込みながら取り組んでいることなどが評価されました。12月７日、村長へ受賞報告が行われ、
体育委員長として活動を主導してきた佐藤さんは「みんなが３年間取り組んだ活動の成果が評価されてうれしく
思っている。より良い記録が出せるよう在校生にはこれからも頑張ってほしい。」と話されました。

　子ども会育成連絡協議会主催による第36回子ども会ス
ポーツ大会が村民体育館で行われ、児童約100人が参加し
ました。児童は低学年５チーム、高学年４チームでそれぞれ
ドッジボールを行い、会場に集まった児童や保護者から応援
を受けながら熱戦を繰り広げました。

　誘致企業会による社員表彰授与式が弘前市豪華桜で行わ
れ、村誘致企業各社が出席しました。企業の発展に貢献し
た永年勤続者として、㈱サンラインの古川弘美さんに誘致
企業会会長から表彰状と記念品が授与されました。

　青森銀行従業員組合から学校図書が寄贈され、役場村長
室で贈呈式が行われました。学校図書の寄贈は同組合が昭
和55年から取り組む地域社会づくり活動「ありがとう運動」
の一環で実施されているもので、寄贈された図書は小学校
で活用されます。

　米生産グループの稲華会が、第19回米・食味分析鑑定コン
クール：国際大会と第４回すし米コンテスト：国際大会への出品
結果を村長へ報告しました。コンクールでは「あさゆき」が都道
府県対抗お米選手権特別優秀賞を受賞したほか、コンテストでは

「青天の霹靂」や「コシヒカリ」ですし米大賞などを受賞しました。

日本中学校体育連盟賞を受賞

11/20 児童の読書活動のために

12/1 村産の良食味米が多数入賞

11/23 スポーツで会員が交流

12/1 永年の功績をたたえて



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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村民憲章の改正について
　昭和60年に制定した村民憲章の前文では、垂柳遺跡に見られる弥生時代中期の水田跡検出を踏まえ、東北地方で古
くから稲作農耕が行われてきた歴史を「北方稲作文化発祥の地」と表現しました。制定以降、他地域において弥生時代
中期以前の遺跡が発見されたことにより歴史認識が変動し、また、新たな遺跡等が今後発見された場合に歴史解釈で
誤解が生じないよう配慮するため、以下のとおり前文を一部改正しましたのでお知らせいたします。
田舎館村民憲章（昭和60年11月25日制定、平成29年12月１日改正）
　わたくしたちは、北方稲作文化繁栄の地を誇りとし、輝かしい歴史と伝統をきずいてきた田舎館村民です。
　わたくしたちは、秀峰岩木のみねを仰ぎ、浅瀬石川の清流にうるおされている土地に住む幸せを感じ、さらに村民
ひとしく健康で豊かな村づくりを目指して、次の憲章を実践します。
　い　命を大切にし、水と緑を愛し、健康で活力のある村づくりにつとめます。
　な　何事にも協力しあい、人の和をはかり、明るい村づくりにつとめます。
　か　考えを深め、学ぶ態度を養い、創意に満ちた村づくりにつとめます。
　だ　誰ともふれあう心を持ち、思いやりのある村づくりにつとめます。
　て　天と地の恵みに感謝し、働くことを尊び、豊かな住みよい村づくりにつとめます。
▷問い合わせ／総務課庶務係（内線222）

今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 １月28日（日）
午前９時～午後４時 役場税務課

夜間納税相談 １月31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
　国民健康保険税（7期）、介護保険料（7期）、後期高齢
者医療保険料（7期）
▷問い合わせ／

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
　１月24日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

こころとからだの相談
　ご本人やご家族の方を対象に、こころとからだの問題
による悩みや生活上困っていること、福祉サービスなど
の相談に応じます。相談は無料で、秘密は厳守します。
なお、相談される方は事前に電話でお申し込みください。
○とき／２月13日（火）午後１時30分～午後３時30分
○ところ／役場１階相談室
○相談員／精神保健福祉士（ケースワーカー）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

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／11月29日（水）
　議員全員協議会
　内容／上水道監視設備の更新について　他７件
　議会運営委員会
　内容／平成29年第４回議会定例会会期日程等について
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

人権・行政相談
○とき／２月14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 ～新成人の皆様へ～
20歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活
を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。具体的には、若いときに公的年金に加入し保
険料を納め続けることで、年をとったとき、病気やケガ
で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに
年金を受け取ることができる制度です。国民年金手続き
や相談などについてはお問い合わせください。
国民年金のポイント
○将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳～60歳の人が加入し、保険料を納
める制度です。国が責任をもって運営するため安定し
ており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
○老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害
年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で
障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は、
加入者が死亡した場合、その加入者によって生計を維持
されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け取れます。
学生納付特例制度と納付猶予制度について
○学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所
得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定
する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学
校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課
程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
○納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所
得が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予
される制度です。
▷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
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　冬の田んぼアートの詳細については、村ホームページ及び青森県ホームページ、青森観光情報サイトのアプティ
ネット http://www.aptinet.jp/でご覧になることができます。開催期間中は役場から会場まで無料シャトルバスを
運行するほか、弘南鉄道が特別ダイヤで運行されます。なお、天候等により一部日程を変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
スノーアート観覧
○観覧期間／２月９日（金）　午前10時～午後５時（最終入館は午後４時45分、制作風景の公開となります。）　
　　　　　　２月10日（土）～12日（月・祝）　午前10時～午後９時（最終入館は午後８時45分）
○ライトアップ／２月10日（土）～12日（月・祝）　午後５時～午後９時
○ところ／弥生の里展望所
○入館料／大人（中学生以上）300円、小人（小学生）100円、未就学児、障害者とその本人の観覧に要する介助者１人
 （障害者手帳等原本を提示したときのみ）、団体で来館された場合の添乗員や乗務員は無料。団体割引はありません。
冬を楽しむ！雪と遊ぶ！冬の田んぼアートプログラム
○光と影を感じる雪とアート
　昨年「田んぼアート駅」を色鮮やかにペイントした弘前市出身のペイントアーティスト MAJIO氏が、今年は「光と
影」をテーマに、ライトペイントで素敵な空間を演出予定。
○ソリ遊び／２月９日（金）～12日（月・祝）　午前10時～午後４時
　特設の大型すべり台で、思いっきり遊ぼう！ 
○キャンドル点灯／２月10日（土）～12日（月・祝）　午後５時～午後９時
　ろうそくの暖かでロマンティックな雰囲気をお楽しみください。
○飲食＆販売
　地元で人気の味やご当地グルメ、おしゃれ食など多彩にご用意しています。
○弥生の里 凧揚げ大会／２月11日（日）　午前10時～午後３時※見学のみ
▷問い合わせ／冬の田んぼアート実行委員会事務局
　　　　　　　企画観光課商工観光係（内線242）
ワークショップ参加者大募集！
　冬の田んぼアートでは、雪を楽しむ体験ワークショップがございます。開催時間や申し込みなどの詳細はそれぞれ
にお問い合わせください。
○スノーアート制作体験／２月10日（土）～12日（月・祝）　午前10時～午後３時（最終受付は午後２時30分）
　・対象／中学生以上　・定員／10人　・参加料／1,000円　・予約、問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
○イグルーづくり＆棒パンづくり／２月10日（土）～12日（月・祝）　午前10時～午後１時
　・対象／全年齢　・定員／20人　・参加料／200円　・予約、問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
○雪の土器づくり／２月10日（土）　午後１時30分～午後３時30分
　・対象／全年齢　・定員／10人　・参加料／500円　・予約、問い合わせ／「田園」未来を築く会　☎43-8555
○米ぬかを使った土器型クッキーづくり＆ミニリースづくり／２月９日（金）～12日（月・祝）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前11時～午後０時30分
　・対象／全年齢　・定員／８人　・参加料／1,000円　・予約、問い合わせ／「田園」未来を築く会　☎43-8555

田舎館村式「アートの二毛作」。
　今年のスノーアートは昨年までスノーアートを制作した
スノーアーティストのサイモン・ベック氏から技術継承を
受けたスノーアーティスト集団It’s OK.が制作します。

2—9（金）❖2—12（月・祝）
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後期高齢者医療被保険者の方へ
特定一般用医薬品購入費を支払った場合のセルフメディ
ケーション税制（医療費控除の特例）創設に伴う証明書
の発行について
　租税特別措置法が改正され、医療用から転用された医
薬品の平成29年１月１日～平成33年12月31日におけ
る購入費用について、従来の医療費控除ではない新たな
所得控除として、セルフメディケーション税制（医療費
控除の特例）の適用を受けることができます。
　個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への
取り組みを行った場合は、確定申告の際にこの取り組み
を行ったことを明らかにする結果通知等の書類を添付ま
たは提示することで、この控除の適用を受けることがで
きます。取り組みを行ったことを明らかにする書類に
は、氏名、保険者名、医療機関名もしくは医師名が記載
されている必要があります。
　青森県後期高齢者医療広域連合が市町村へ委託または
費用助成を行って実施している医科健康診査、歯科健康
診査、人間ドック、脳ドックの結果通知等に保険者名

（青森県後期高齢者医療広域連合）が記載されていない
場合は、あらためて保険者から証明書の交付を受ける必
要があり、このような場合は住民課国保年金係へ証明書
の交付を申請してくださるようお願いいたします。ま
た、紛失等による再発行の場合も同様です。
　なお、セルフメディケーション税制の対象となる商品
には、購入時の領収書等にセルフメディケーション税制
の対象商品である旨が表示されていますのでご確認くだ
さい。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線161）
　　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　
　　　　　　　☎017－721－3821

指名競争入札参加資格審査申請のお知らせ
　村では、平成30年・31年度指名競争入札参加資格審
査申請書の受け付けをします。
○対象／①建設工事　②測量・コンサルタント　③物

品・製造・役務提供
○受付期間／２月５日（月）～３月９日（金）
　午前８時15分～午後５時（土・日・祝日を除く）
○有効期間／平成30年４月１日から２年間
○提出書類／競争入札参加資格審査申請書
　※国土交通省等統一様式、A４ファイル綴じ
▷提出先・問い合わせ／総務課管財係（内線223）

除雪作業にご協力を
①路上駐車はしないで
　路上の駐停車は、除雪の妨げになります。
　決められた場所以外への駐停車はやめましょう。
②除雪車が作業をしているときには近寄らないで
　除雪車の前後10ｍくらいは死角となります。また、
雪の中に入っている砕石、ガラスなどが飛散する場合が
ありますので30ｍ以内には近寄らないようお願いしま
す。
③道路に雪を捨てないで
　除雪機が寄せた雪を道路に返したり、各家庭の雪を道
路に押し出したりしないでください。
④深夜作業にご理解を
　交通渋滞を引き起こさないために、除雪作業及び排雪
作業は交通量が少なくなった夜間、早朝に行います。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解ください。
⑤スノーポールを抜き捨てないで
　スノーポールがないと、道幅が分からなくなり危険で
す。
⑥通行規制にご協力を
　作業を安全に進めるために一時通行止めをすることが
ありますが、ご協力ください。
⑦雪処理は指定場所へ
　宅地内等の雪を運搬処理する方は、雪置場として浅瀬
石川中央橋（前田屋敷）河川敷と、旧田舎館小学校跡地

（畑中）をご利用ください。
旧田舎館小学校跡地をご利用される方へ
　跡地には老人福祉施設があり一般の方が出入りしてい
ますので事故等には十分に注意してご利用ください。
雪処理業者の皆様へお願い
　指定場所への運搬処理は、村内の住宅、事業所から出
た雪に限ります。申請等について詳しくはお問い合わせ
ください。なお、申請書は村ホームページに掲載してい
ます。

▷問い合わせ／建設課建設第一係（内線231）

畑中
保育所
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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 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期
平成29年11月20日 窓口照明用複写機 3,425,000円 3,305,750円 住民課 ㈱テクノル弘前支店 平成29年12月25日

※予定価格及び落札価格は消費税等込額です。
▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

その他お知らせ
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。
○とき・ところ／
２月 ５日（月）

午後１時30分
～午後３時

村中央公民館大広間
２月19日（月） 村老人福祉センター大広間
２月26日（月） 村ふれあいセンター大広間
○テーマ／ヨーガ教室
○参加費／無料
　無料送迎いたします。希望する方は各開催日の1週間
前までにお申し込みください。
▷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 １月19日（金） 1月27日（土）、

　28日（日）
予備自衛官補

（一般）
18歳以上
34歳未満 １月９日（火）

～
４月６日（金）

4月14日（土）予備自衛官補
（技能）

18歳以上
55歳未満
で国家免許
を有する方

　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

旧光田寺小学校関連施設売却に伴うタイムカプセル等記念物の掘り起こしについて
　村では、旧光田寺小学校関連施設について地域の活性化に資する事業者への譲渡を検討しており、手続きを進めて
いるところです。旧光田寺小学校敷地内にはタイムカプセル等の記念物が埋設しており、売却前に掘り起こしをした
い卒業生の方々は今後のスケジュールを次のとおり計画していますので、ご検討のうえお申し込みください。
掘り起こしに係わる今後のスケジュール
○申込期限／２月28日（水）　　○作業期間／３月16日（金）～５月15日（火）
○留意事項／掘り起こしにかかる経費は掘り起こす方々の自己負担となります。また、作業後は必ず掘り起こす前と

同じように原状回復をお願いします。
▷申し込み・問い合わせ／教育課学務係（内線331、332）　☎58－2363（直通）

ひろさき広域出愛サポートセンター出張登録会のお知らせ
　ひろさき広域出愛サポートセンターは、弘前圏域構成市町村が連携して運営する会員制のお見合い事業です。結婚
を希望する独身の方が会員登録によって自身のプロフィールを登録し、お相手のプロフィールを閲覧してお会いした
い方を探すことができます。登録を検討されている方はこの機会にぜひご来場ください。
○とき・ところ／ １月28日（日）

午前10時～午後５時
ヒロロ３階多世代交流室D

３月18日（日） ヒロロ３階多世代交流室A

〇入会資格／結婚を希望する20歳以上60歳未満の独身者で弘前圏域構成市町村在住の方、または結婚後、弘前圏域
構成市町村に住む意志のある方

○注意事項／登録料や利用料は無料です。会員登録の際は写真２枚（縦４～4.5cm、横３～3.5cm、スナップ写真可、
プリクラ不可）と身分証明ができるもの（免許証やパスポート等）、印鑑を持参してください。また、センターの利用
説明や申請書類の記入、カウンセリングなどで１時間30分程度の時間を要しますので、時間に余裕を持ってご来場
ください。

▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）　ひろさき広域出愛サポートセンター　☎35－1123

役場閉庁日の火葬許可証発行について
　２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／２月３日（土）、11日（日）、17日（土）、24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）
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中高年再就職支援セミナーのお知らせ
　ネクストキャリアセンターあおもりでは、45歳以上
で求職中の方を対象に、就職活動のポイントをテーマと
してセミナーを開催します。また、就職についてのアド
バイスや応募書類の添削指導などの個別相談も行います
ので、ぜひお申し込みください。
○と　き／１月12日（金）　
　　　　　午後１時30分～午後３時30分　セミナー
　　　　　午後４時～午後５時　個別相談
○ところ／（株）Ｉ・Ｍ・Ｓ
▷申し込み・問い合わせ／ネクストキャリアセンターあお
　もり　☎017－723－6350

遊稲の館からのお知らせ
田園まつりを開催します！
○と　き／２月４日（日）
○ところ／遊稲の館（午前の部）
　　　　　村埋蔵文化財センター・博物館（午後の部）
○午前の部／３色うどん打ち体験教室
　　　　　　午前９時　受付開始
　　　　　　午前９時30分～午後０時30分
・参加費／1,200円
・持ち物／エプロン、三角巾、手拭きタオル
・定　員／30人
・申込締切／１月26日（金）
○午後の部／AOMORI花嵐桜組 よさこい演舞
　　　　　　午後１時～午後３時
・入館料／ 一般 300円

中学・高校生 200円
小学生 100円

田んぼと畑で農業体験！体験者募集
　ミニ田畑のオーナーになって、お米や野菜作りをして
みませんか？つがるロマンや古代米を使用してミニ田ん
ぼアートも作れます。約2,100年前の水田遺構が保存さ
れている垂柳遺跡周辺でぜひ農業体験を！
○費用／水田については、育苗、施肥、薬剤散布や水管

理の管理料等として、１区画1,200円（12㎡５区画ま
で）の負担をお願いします。畑１区画については600
円（16㎡10区画まで）です。

○作付け品種／

体験水田 つがるロマン 、もち米、古代米、
ミニ田んぼアート

体 験 畑
畑は自由に作付けできます。
長いもやごぼうなど、根菜類の一部には作付け
できない品種がありますのでご注意ください。

○申込締切／２月28日（水）
▷申し込み・問い合わせ／遊稲の館　☎58－4689

雪崩による被害を防止しましょう！
　青森県は県土全体が豪雪地帯であり、さらに旧市町村
単位の15地域が特別豪雪地帯として指定されています。
また、県内では死者２人を出した平成19年２月の八甲
田山における雪崩をはじめとして、多くの雪崩災害が発
生しています。山林やスキー場のレジャー区域など、危
険は身近な場所に潜んでいるため、積雪時は斜面を注意
深く観察し、兆候を発見したら早めの避難や連絡を心が
けてください。
▷問い合わせ／青森県県土整備部河川砂防課　
　　　　　　　☎017－734－9670

若年性認知症の講話と相談会
　65歳未満で発症する若年性認知症について知りたい
方、発症した場合の対応など心配ごとがある方はお気軽
にご参加ください。なお、講話はどなたでも参加できま
すが、個別相談については１月25日までに予約されて
いる方が優先となります。
○と　き／１月27日（土）　午後１時～午後３時
　午後１時～午後１時30分　講話
○ところ／ヒロロ３階　多世代交流室 D
▷予約・問い合わせ／青森県若年性認知症総合支援セン
　ター　☎0178－38－1360

黒石税務署からのお知らせ
確定申告書作成会場のご案内
　黒石税務署では申告書作成会場を以下のとおり開設し
ます。会場開設前は申告書作成会場を設置していないた
め、混雑時には長時間お待ちいただく場合がありますの
でご注意ください。また、国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」を利用したご自宅での申告書作
成をぜひお試しください。１月17日～３月15日にお問
い合わせの際は、自動音声案内で０番を選択してくださ
い。
○開設期間／２月16日（金）～３月15日（木）
　　　　　　（土・日を除く）
　　　　　　午前９時～午後５時
○ところ／黒石税務署１階会議室
▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

青森県特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ
○効力発生日／平成29年12月21日（木）

▷問い合わせ／青森労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　☎017－734－4114

青森県特定（産業別）
最低賃金件名　　　

改正後 改正前
時間額（円） 時間額（円）

鉄鋼業 855 835 
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

785 765

各種商品小売業 777 758
自動車小売業 817 798

（参考）
青森県最低賃金 738 716



▽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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お誕生おめでとうございます

成　田　怜
りょ

　央
う

 くん
（悟・直子）前田屋敷

福　士　日
に

　瑚
こ

 ちゃん
（敬悟・優姫）川　　部

寺　田　六
りっ

　華
か

 ちゃん
（恭兵・良子）高　　田

ご結婚おめでとうございます

八木澤　　凌 田 舎 舘
須　藤　恵　美 弘 前 市

花　田　　譲 黒 石 市
　今　　百　子 川　　部

白　取　礼　匡 弘 前 市
中　山　寿　恵 高　　田

おくやみ申し上げます

平　川　時　治（65歳） 川　　部
八木澤　繁太郎（78歳） 田 舎 舘
福　士　　敦　（84歳） 川　　部
工　藤　國太郎（87歳） 田 舎 舘
小　野　ヤツヱ（92歳） 畑　　中
阿　保　ノ　ブ（93歳） 八 反 田
桺　井　喜一郎（83歳） 和　　泉
葛　西　す　ゑ（95歳） 畑　　中
高　木　　力　（69歳） 大　　曲
相　馬　ス　ワ（93歳） 垂　　柳

戸 の籍 窓 11月21日～12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

・修造部長 松岡修造／監修　宝島社
・できることを取り戻す魔法の介護
 にやりほっと探検隊／著　ポプラ社
・ストレスとりたきゃ頭蓋骨をもみなさい
 寺林陽介／著　アスコム

・人生を思い通りにする無敵のメンタル
 岡本正善／著　ロングセラーズ
・コスパ飯 成毛眞／著　新潮社
・たゆたえども沈まず 原田マハ／著　幻冬舎
・夜の谷を行く 桐野夏生／著　文藝春秋
・ノーマンズランド 誉田哲也／著　光文社
・オニのサラリーマン  しゅっちょうはつらいよ
 富安陽子・大島妙子／著　福音館書店
・ごはん 平野恵理子／著　福音館書店
 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

　満腹です！表紙及び巻末特集の取材にご協力いただいた各店の皆様にはあらためて
お礼申し上げます。 ありがとうございました。  あとがき

（
（
（



今月の表紙

川　　部

●所 川部字上西田125-1 ●問 75－5410 

●営 午前11時30分～午後11時

●休 不定休 ●席 カウンター、座敷 ●駐 有り

●所 大根子字松森169-8 ●問 58－2642 

●営 午前11時～午後1時30分、午後4時30分～午後9時

●休 第1・第3日曜 ●席 カウンター、座敷 ●駐 有り

●所 前田屋敷字東中野2-7 ●問 58－3373 

●営 午前11時～午後5時 〔なくなり次第終了〕

●休 月曜 ●席 カウンター、テーブル、座敷 ●駐 有り

　赤味噌の合わせ味噌ベースにラー油などで
仕上げたスープのピリ辛ラーメンは、食欲を
そそる程よい辛さで人気が急上昇中。メ
ニューでは中華そばや味噌、塩ラーメンなど
のほか、そば・うどん類や各種定食、丼・ご
飯類、焼肉類、一品料理（夜のみ）などを提供。

●所 川部字上西田25-5 ●問 75－3210

●営 午前11時～午後2時、午後5時30分～午後10時

●休 火曜夜、日曜 ●席 カウンター、座敷 ●駐 有り

　細麺の中華は醤油、味噌、塩があり、麺が
太い札幌仕様も提供。豚げんこつ出汁をベー
スにしたスープの醤油が人気で、写真はその
チャーシュー入り。メニューではほかにそば・
うどん類やご飯類などがあり、夜間の営業時
間が長いのでお酒の後にもおすすめ。

　味噌ラーメンは白味噌ベースのスープと
たっぷりの野菜が特徴。後味があっさりと
しており、お子さんや女性の方にもおすす
め。メニューではラーメンや野菜、塩ラー
メンなどのほか、各種うどんや丼・ご飯類、
焼肉類などを提供。

川　　部

大 根 子 前田屋敷

畑　　中 田 舎 舘

田 舎 舘 高　　樋

　津軽地方ならではの煮干し出汁をベース
にしたラーメンが食べられる人気店。提供
メニューはラーメンのみで、あっさりとし
ながらも深みのあるスープに、もちもちし
た食感の自家製麺が特徴。

えき まえ

駅前食堂
み どう けん

味道軒

やまや

どんこラーメンかねちゃんどんこラーメンかねちゃん

レストランジャイゴ

鳥文食堂
とり ふみ

　創業67年で、ラーメンは創業当時からの
味を守り続けているおすすめの一品。お好み
に合せて大・中・小を選択可能。メニューで
は五目ラーメンや味噌、塩ラーメンなどのほ
か、そば・うどん類や各種定食、丼・ご飯類
などを提供。

　お店のいち押しは味噌ラーメンで、赤味
噌の合わせ味噌ベースのスープと中太麺が
特徴。メニューではラーメンやチャーシュー
メン各種のほか、そば・うどん類や日替わ
り定食、ご飯類、軽食などを提供。

●所 田舎舘字東田160-1 

●問 88－7020 

●営 モーニング：午前9時～午前11時、ランチ：午前11時～午後3時、
　　カフェのみ：午後3時～午後5時〔夏期の火～土曜は午後6時まで〕
●休 月曜〔祝日を除く〕 ●席 テーブル ●駐 有り

　味噌ラーメンは産地直売センターや村内か
ら仕入れた地場産品にこだわった野菜でボ
リューム満点。表紙の写真は味噌ラーメン（大
盛）。メニューではラーメン・そば・うどん類
をはじめ、各種定食やご飯類、軽食などを提供。

　ラーメンはエゾイソアイナメ（通称：どん
こ）の干物の出汁がベースで、磯の香りと煮
干しとはまた違う風味が特徴的な一杯。メ
ニューでは具材たっぷりの味噌や塩ラーメ
ンなどのほか、各種定食、丼・ご飯類など
を提供。

●所 田舎舘字中辻133-7 ●問 58－4455 ●営 午前11時～午後2時

●休 日曜 ●席 カウンター、座敷 ●駐 有り
●所 畑中字上野159 ●問 58－2517 ●営 午前10時～午後3時

●休 日曜 ●席 テーブル、座敷 ●駐 有り

休屋食堂
やすみ や

カフェ・食堂 田さ恋（田さ恋いむら）
た　 　こいた　 　こい た　 　　こた　 　　こ

●所 高樋字八幡10 ●問 43－8121 ●営 午前11時～午後5時30分

●休 元日のみ ●席 テーブル、座敷 ●駐 有り

田舎館村ラーメンガイド2018
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平成26年1月4日生
父…元紹さん 母…明日香さん
「ママのお手伝いや妹のお世
話を進んでやる立派なお姉
ちゃん★これからも気配りの
できる優しい子でいてね♪」

平成27年1月20日生
父…和さん　母…麻美さん
「あなたがいるとみんな笑顔
になります♥早くよだれ止
まってくれ～！！核｣

福士 心
こ の ん

暖ちゃん

須藤 貫
か ん た

太くん

Happy Birthday
大　袋

和　泉

1月生まれのおともだち

小学生による
　今月の題字

6年2組
工藤暖

は る な
菜さん（高樋）

「ミニバススポーツ少年団でバ
スケットボールをしていたの
で、中学校は部活で続け、レ
ギュラーになれるように頑張り
ます。」

※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19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。

■次号の発行は 2 月 8日（木）の予定です。

※店によっては年末年始に休業している場合がありますので、事前にお確かめのうえお出かけください。


