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村議会12月定例会
第4回田舎館村議会定例会が12月4日から8日まで開かれました。6日には山﨑洋議員、品川新一議員、平川重廣議員
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。

可決された主な案件
予算関係

・平成29年度田舎館村一般会計補正予算
・平成29年度田舎館村国民健康保険特別会計補正予算
・平成29年度田舎館村後期高齢者医療特別会計補正予算

・平成29年度田舎館村介護保険特別会計補正予算
・平成29年度田舎館村下水道事業会計補正予算
・平成29年度田舎館村水道事業会計補正予算

条例関係
・田舎館村個人情報保護条例
・田舎館村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員
の定数に関する条例
・田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例
・田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関す
る条例の一部を改正する条例

・田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正
する条例

・田舎館村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

そ の 他
・田舎館村中央児童館、西児童クラブ及び光田寺児童クラ
ブの指定管理者の指定について

・田舎館村博物館、田舎館村埋蔵文化財センター及び田舎館
村総合案内所遊稲の館の指定管理者の指定について

村議会臨時会
　第2回田舎館村議会臨時会が10月6日に開かれ、次の案件が可決されました。

そ の 他
・村道の路線認定について
・田舎館村副村長の選任について（葛西幸男氏を再任）

・田舎館村教育委員会教育長の任命について
　（金枝尚明氏を再任）
・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

一般質問

山﨑　洋 議員

①インフルエンザ予防接種費用の助
成について
問 ア 全ての子どもを対象に助成
した場合の予算額は。
答 （村長）本人負担の金額設定や
実施方法によって変動するが、生後
6ヶ月～中学3年生の子どもを対象
に助成した場合、予算額は約3百
30万円と試算している。
問 イ 3月定例会では今年度の実施
を目指して検討すると答弁している
がどのような状況か。来年度は実施
するか。
答 （村長）保護者の病院窓口での
利便性を考慮した場合は本人負担や
財政負担が高額になってしまい、本

人負担を低く抑えると利便性を欠い
てしまうことから、実施方法を検討
するため今年度の実施を見送った。
来年度は実施する。
②中央公民館及び村民体育館の建て
替えについて
問 ア 6月定例会において建て替え
を検討すると答弁しているが、所管
する部署はどこか。
答 （教育長）両施設は社会教育施
設という位置づけであり、教育委員
会が所管する。
問 イ 建て替えについて検討され
ていると思うが、現在の状況は。
答 （教育長）両施設とも老朽化が大
変進んでおり、建設計画は急務だが
様々な懸案事項についてメリットと
デメリットを精査している段階であ
る。予算については、来年度の当初
予算計上に向けて現在協議している。

品川　新一 議員

①田んぼアートについて

問 ア 平成28年度と比べ今年度の
入館者数が減少した原因は何か。
答 （村長）第1、第2田んぼアート
ともに独自図柄を採用したため、企
業等による広告宣伝の機会が減少し
たことや、休日の天候不順が影響し
たと考えているが明確な原因は特定
できない。
問 イ 入館者数確保に向けての対
応として、次年度はどのように取り
組むのか。
答 （村長）今年度の結果を真摯に
受け止め、むらおこし推進協議会に
おいて誘客につながる手法や観覧に
訪れた方に感動していただけるよう
な図柄案を検討したい。
問 ウ 第2田んぼアート周辺には
埋蔵文化財センター・博物館や遊稲
の館など、観光集客が期待できる施
設があるにも拘らず看板がない。設
置する考えはあるか。
答 （村長）既存の看板等の効果を
見極め、景観に配慮しながら周辺施
設一帯の集客につながる方法を検討
する。
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村議会9月定例会村議会12月定例会

平成30年行政連絡員
　1月30日、田舎館村行政連絡員会議を役場3階委員会室で行い、各集落の行政連絡員に委嘱状を渡しました。
　平成30年の行政連絡員は次のとおりです。

高　　樋 工藤　忠弘 大　　曲 山本　正志 前田屋敷 工藤　義明

十二川原 品川　新一 諏 訪 堂 田澤　勝行 土 矢 倉 平澤喜代丸

枝　　川 工藤　鉄典 大 根 子 葛原　　誠 堂 野 前 福原　敏彦

垂　　柳 小野　光正 豊　　蒔 櫻庭　清美 新　　町 佐藤　健一

田 舎 舘 肥後　武樹 大　　袋 葛西　廣直 東 光 寺 小野　謙市

八 反 田 阿保　孝一 川部・和泉 平川　忠博 二 津 屋 村上　一広

畑　　中 佐藤　金敏 境　　森 白戸布治博 高　　田 中山　　稔

平成30年農事連絡員
　1月22日、田舎館村農事連絡員会議を役場3階委員会室で行い、各集落の農事連絡員に委嘱状を渡しました。
　平成30年の農事連絡員は次のとおりです。

高　　樋 鎌田　和幸 大　　曲 阿保　喜行 前田屋敷 福士　博光

十二川原 工藤　　明 諏 訪 堂 田澤　文清 土 矢 倉 平澤　春輝

枝　　川 工藤　義哉 大 根 子 鈴木　　誠 堂 野 前 清藤　博英

垂　　柳 小野　新一 豊　　蒔 葛原　政嘉 新　　町 小山　清孝

八 反 田 相馬　　繁 大　　袋 葛西　正人 東 光 寺 中山　寿明

田 舎 舘 八木澤　明 川部・和泉 中山　房悦 二 津 屋 金枝　正明

畑　　中 岩間　　貢 境　　森 成田　孝憲 高　　田 福原　峰人

②教育改革について
問 ア 改正された地方教育行政法
による教育委員会制度改革では、地
域の民意を代表する首長が教育行政
においても連帯して責任を果たす体
制が求められているが、教育委員会
ではどのように対応しているか。
答 （教育長）村では同法に則って教
育体制づくりを推進しているところ
で、平成28年1月からは「田舎館村
総合教育会議」を開催している。
　会議は村長と教育委員会が教育施
策や緊急措置等についての協議、調
整を行うこととしているものであ
り、これまでに教育大綱の策定方針
や小中一貫教育、中央公民館及び村
民体育館の建設などについて意見交
換を行っている。
問 イ 中学校では部活動でケガを
負う生徒が多いように感じる。ま
た、部活動を受け持つ教職員の働き
方が報道で取り上げられることがあ
り、生徒への身体的な負担も考慮し
てノー部活デーや週休2日制などの
対応が必要ではないか。

答 （教育長）中学校で行われてい
る8つの部活動では、それぞれ休み
の設け方や活動時間が異なるがノー
部活デーを取り入れており、週に1
～2日休むようにしている。しかし、
生徒の健康状態への配慮や時間外勤
務が日常化している教職員の勤務状
況をふまえると部活動については今
後考える必要がある。小・中学校の
部活動では現状、休日に大会等の活
動が集中しており、児童、生徒が疲
弊する要因になっているとも考えら
れるため、教育委員会では各学校と
ともに児童、生徒の健康に配慮した
指導を検討する。

平川　重廣 議員

①ごみ処理施設の爆発事故について
問 ア 可燃性ガスが残留していた
ガスボンベが爆発事故の原因と考え
られているが、使用済みガスボンベ
については適正なごみの出し方が守
られていない。広報等により適正な

ごみの出し方について周知するべき
では。
答 （村長）各家庭に「家庭ごみの正
しい出し方」ポスターを配布し協力
をお願いしているが、より効果的な
周知方法を検討したい。
問 イ 重大事故につながりかねな
い廃棄物について、専用の回収容器
を設置してはどうか。
答 （村長）黒石地区清掃施設組合
の構成市町村で対応を協議し、燃や
せないごみのステーションに危険物
分別回収専用ネットを新たに設置し
て危険なごみを別に回収している。
この回収方法についても周知を図り
たい。
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事故防止のためにできること
　子どもは運動機能が日々発達しており、寝返りや物をつかんで口に入れるなど、それまでできなかったことが急に
できるようになるため、それらの行動が思いがけない事故につながってしまうことがあります。大人用ベッドで乳幼
児と一緒に就寝することはとても危険な行為であることを認識し、子どもの安全を考え、次のことに気をつけるよう
にしましょう。
①満2歳になるまではできるだけベビーベッドで寝かせる
•ベビーベッドは、国が定めた安全基準の検査に合格しているPSCマーク付き製品を使用し、使用
時は柵を常に上げておく。

②寝かしつけのため大人用ベッドで添い寝をするときは
•「まだ動けないはず」と思い込み、大人用ベッドから保護者だけ離れて子どもを1人にすること
は避け、寝かしつけた後はできるだけベビーベッドに移す。

•保護者が眠ってしまったときや寝返りをしたときに、子どもを押してしまったり保護者の身体で子どもの口や鼻を
塞いでしまったりしないよう注意する。

③寝室での窒息事故を防ぐためには
•寝室から子どもの頭や顔が挟まる隙間をなくし、顔を覆ってしまうようなクッションや毛布は置かないようにする。
•生後18ヶ月未満の乳幼児の場合、大人用ベッドに取り付ける幼児用ベッドガードはすき間に挟まってしまい、自力
で抜け出すことができずに窒息する危険性があるため、絶対に使用しない。

•万が一に備え、保護者は心肺蘇生法による応急措置の知識を身につけておく。

小児救急電話相談事業
　全国同一の短縮ダイヤル＃8000では小児科医師及び看護師から、子どもの症状に応じた適切な対処の仕方や受診
病院などの助言を受けられます。
○ホームページアドレス／http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
日本小児科学会「こどもの救急」
○ホームページアドレス／http://kodomo-qq.jp/index.php

　一緒に寝ていたはずの子どもがちょっとした不注意でベッドから転落し、大ケガや窒
息するなどの事故が起きています。
　平成22年12月～平成29年6月に医療機関から消費者庁に寄せられた事故報告では
6歳以下のベッドからの転落事故は1,120件で、半数以上は大人用ベッドから転落して
います。特に0～1歳児の大人用ベッドからの転落事故は564件（0歳児が457件、1歳
児が107件）報告されており、死亡事故も起きています。寝室で起こりうる子どもの
事故は、いくつかの点に注意すれば未然に防止することができます。

大人用ベッドで起きる事故
　0～1歳児は3頭身ほどの身体で重心が頭部寄りにあるため、数十㎝程度の一般的な高さの大人用ベッドから転落し
た場合でも頭から落ちてしまい、骨折や頭蓋内損傷といった大ケガを負ってしまうことがあります。ケガの程度はベッ
ドの高さだけが要因ではなく、床素材の硬さやベッド周辺の状況、子どもの発育状況によって変化します。また、転
落に起因してベッドと壁の間に挟まれてしまった窒息事故も起きているほか、タオルや寝具に顔が埋まってしまった
り、添い寝をしている保護者の身体で口や鼻が塞がれたりすることで窒息する危険性もあり、特に乳児は鼻呼吸が主
で口呼吸がうまくできないため、鼻周辺が塞がれると窒息しやすく危険です。

事故例

画像提供：（独）国民生活センター

参考資料：消費者庁　平成29年11月8日公表
　　　　　「0～1歳児の大人用ベッドからの転落事故に御注意ください！」

• 就寝中の寝返り等でベッドから転落
し、フローリングの床で頭蓋骨骨折
や顔面打撲

•ベッドの壁側へ誤って転落し、ベッドと壁の間に挟まれたり、タオルや
寝具に顔を覆われて窒息

注意！寝室で起こる乳幼児の事故
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話 題 い ろ い ろ

　11月16日、平成29年青森県農山漁村「地域経営」レ
ベルアップ事業の一環として、農事組合法人アグリ田舎
館の組合員5人が宮城県の古川農業試験場で、稲の「べ
んがらモリブデンコーティング直播栽培」を視察されま
した。この栽培方法は、籾の比重を重くし沈みやすくす
る酸化鉄（べんがら）と、土中の硫化物イオンの発生を
抑制して苗立ちを助ける三酸化モリブデンを接着剤で種
籾にコーティングし、代掻きをした圃場に播種する湛水
直播栽培の一つです。視察ではカルパーコーティングや
鉄コーティングなど別方法の湛水直播栽培と比較しなが
ら、鳥害に弱い短所があるもののコーティングが容易で
資材費が安価であることや浸種籾と催芽籾どちらでも可能であること、倒伏しづらい特徴があるほか、鳥害を減ら
す研究も進められていることなどが説明され、参加した組合員は水稲栽培の省力化や良質米の生産について知識を
深めました。

　12月15日、平成29年度共育型地域インターンシッ
プ in田舎館の成果報告会を文化会館3階展示室で行い
ました。インターンシップは、文部科学省による「地
（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」で
弘前大学が採択された「オール青森で取り組む「地域創
生人材」育成・定着事業」の一環で村が実施。5月から約
6ヶ月間にわたる長期インターンシップに参加した弘前
大学教育学部3年の石戸谷ななみさん（弘前市）、同人
文学部3年の駒ヶ嶺杏純さん（岩手県盛岡市）、同人文
社会科学部2年の箕輪玲南さん（北海道札幌市）は、イ
ンターンシッププログラムとして「田舎館村の暮らしぶ
りを発信する移住パンフレット作成」に取り組みまし
た。学生3人は12月2日と3日に東京国際フォーラムで開催された全国町イチ！村イチ！ 2017に参加し、完成
したパンフレットを配布しながら村の PRを行ったほか、会場を訪れた方々に対して移住意識調査アンケートも
行っており、成果報告会ではパンフレット制作過程で学んだことを振り返り、「村民と関わり、経験のない農業や
村という地域性に目を向けることができた」、「田舎に何もないというイメージが変わり、イベントや地域の魅力な
ど情報発信の重要性を知った」、「卒業後の自身の進路を見つめ直す機会になった」とそれぞれ報告したほか、アン
ケートの分析結果を示しながら関東圏・関西圏の村や田んぼアートの知名度差に触れ、パンフレットの今後の活用
方法や「観光で訪れる機会を、移住候補地として村を知ってもらう機会に」など、移住・定住促進に向けた提言を
行いました。

移住者向けパンフレットが完成

水稲の新たな栽培方法を視察
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　垂柳集落で垂柳獅子踊り保存会による悪魔払いが行われ
ました。先導役のお可

か し こ

笑子と3体の獅子、囃子隊は神明宮
に参拝後、集落を巡りながら家々で舞を披露する門付けを
行って、家内安全、無病息災を願いました。

　平成29年度村表彰式と平成30年新年互礼会を行い、約90人が
出席しました。文化会館文化ホールで行った表彰式では、村の政治
等の功労者へ表彰状や感謝状を贈呈。式終了後に中央公民館大ホー
ルで行った新年互礼会では叙勲等受章（賞）者を紹介したほか、出席
者は互いに新年の挨拶を交わしながら近況を語り合っていました。

　大根子集落で、昭和52年の復活から40年目となるカパカパ
と福俵が行われました。神主や大黒様の衣装を身にまとった子
ども会会員10人は3班に分かれて集落を巡り、家々で「舞い込
んだ、舞い込んだ」と歌いながら俵を転がして福の到来を願いな
がら、軒先に野菜で作ったシナコ（人形）を立てかけていました。

　八反田集落で裸参りが行われました。年縄の奉納に先
立って権現様が集落を巡回後、男衆が年縄や鏡餅を担いで
八反田会館から八幡宮まで練り歩き、神殿へ年縄を奉納。
男衆は神事で今年1年の五穀豊穣、無病息災を祈願し、奉
納された年縄は鳥居に飾り付けられました。

　刀匠の中畑貢（号・國廣）さんによる日本刀の打ち初めが田舎舘集落
の自宅鍛冶場で行われました。中畑さんは烏

え ぼ し

帽子と直
ひたたれ

垂を身にまとい、
刀の鑑賞や手入れ方法を学ぶため県内在住の女性で結成された「刀剣
正宗なでしこの会」の会員12人と熱した鋼に打撃を加え、強度を増や
しながら鋼に含まれる不純物を取り除く「折り返し鍛錬」を行いました。

　中央公民館主催のスキー教室が弘前市そうまロマントピア
スキー場で行われ、児童と保護者16人が参加しました。田
舎館スキー倶楽部会員が講師を務め、参加者は初心者から
上級者までそれぞれ班に分かれて実技を学びながら、ス
キーを楽しみました。

1/1 新年を迎えて

1/2 理想とする刀を目指して

1/10 ゲレンデを1日満喫！

1/2 正月の伝統行事

1/4 永年の功労をたたえて

1/14 俵を転がして福を呼ぶ
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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
今月の納税相談

と　き ところ

休日納税相談 ２月25日（日）
午前９時～午後４時

役場税務課
夜間納税相談 ２月28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）

弁護士相談
　借金や家族、法律問題や土地問題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、相談は完
全予約制で、相談時間は1人30分程度です。
○と　き／3月6日（火）　午前10時～午後0時30分
○ところ／役場1階相談室
○相談員／小田切達氏
▷予約・問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

平成30年度「白寿大学」学生募集！！
　教育委員会では高齢者の健康増進と学習機会の充実を
図るため、平成30年度「白寿大学」の学生を募集しま
す。あなたも“大学”で学んでみませんか？
○対象／村内在住で60歳以上の方ならどなたでも
○学習内容／
　講演会、水泳、散策、軽スポーツ、施設見学など
○開講期間／4月～平成31年3月
○受講料／個人負担（講座ごとに集金します。）
○申込方法／お住まいの集落、氏名、住所、電話番号を
お知らせください。

○申込締切／3月26日（月）
▷申し込み・問い合わせ／中央公民館（内線500）
　☎58－2250（直通）　FAX 58－2394

役場閉庁日の火葬許可証発行について
　3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／3月3日（土）、10日（土）、17日（土）、24日（土）、
　　　　　31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）

今月の粗大ごみ収集日
　2月28日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

人権・行政相談
○と　き／3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）

農家相談を実施します
　農業委員会では農家相談を実施します。農地をめぐる
紛争や農業に関する悩みごとでお困りの方は、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／2月16日（金）　午前9時～午後3時
○ところ／役場3階第1委員会室
▷問い合わせ／農業委員会（内線131）

国民年金だより
国民年金の加入方法
　国民年金は誰もが加入する制度です。
　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、
国民年金に加入することになります。加入は職業等に
よって3つの区分に分かれており、それぞれ加入手続き
が異なります。
○第1号被保険者
　自営業者、学生、フリーター、無職などの方で、加入
手続きは本人が、住民課国保年金係の窓口で行います。
○第2号被保険者
　会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入
されている方で、手続きは勤務先で行われます。
○第3号被保険者
　65歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者
の方で、加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由し
て行われます。
国民年金保険料は口座振替が便利でお得です
　国民年金保険料の納付には口座振替が利用できます。
口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付するこ
とにより月々50円割引される早割制度や、現金納付よ
りも割引額が多い6ヶ月前納、1年前納、2年前納もあ
りお得です。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通
帳、金融機関届出印、認印をご用意のうえ、住民課国保
年金係または年金事務所にある申出書によりお手続きく
ださい。
○申込期限／
前納種類 前納期間 申込期限 口座振替日

6ヶ月
4月～9月 2月末 4月末

10月～翌年3月 8月末 10月末

1年 4月～翌年3月 2月末 4月末

2年 4月～翌々年3月 2月末 4月末

▷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

I n f o rm a t i o n
お知らせ
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田舎館村農業委員会委員・農地利用最適化推進委員（新設）を募集します
　農業委員会委員は8月30日に任期満了を迎え、翌日から新体制へ移行することに伴い、農業委員会委員及び新設の
農地利用最適化推進委員を募集します。なお、農業委員会委員の選考方法は公選制から公募及び推薦により村長が任
命する方法に変わります。
○受付期間／2月9日（金）～ 3月8日（木）　午前8時15分～午後5時（土・日・祝日を除く）
○募集内容／

農業委員会委員 農地利用最適化推進委員
定数 10人 6人
任期 8月31日 ～ 2021年8月30日の3年間 委嘱された日 ～2021年8月30日の3年間

主な
業務

①農地の権利移動や農地転用の現地調査及び許可等に係る総会（審
議）への出席

②遊休農地の発生防止、解消の推進
③担い手への農地の利用集積（調整、集落座談会出席）
④新たに農業を営もうとする方の参入促進
⑤農地中間管理機構との連携

①担当区域の農地等の利用最適化の推進（現場活動）
②遊休農地の発生防止、解消の推進
③担い手への農地の利用集積（調整、集落座談会出席）
④新たに農業を営もうとする方の参入促進
⑤農地中間管理機構との連携
　以上のほか、農業委員会の総会等へ出席し、意見を述べることが
できます。

応募
資格

　農業に関する識見を有し、農地等の利用最適化の推進に関する事
項及び農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行
うことができる20歳以上の方

　6区域（①高樋・十二川原・枝川・垂柳、②田舎舘・八反田・畑中・
大曲、③諏訪堂・大根子・豊蒔・大袋、④川部・和泉・境森、⑤前
田屋敷・土矢倉・堂野前・新町、⑥東光寺・二津屋・高田）いずれか
において、農地等の利用最適化の推進に熱意と識見を有する20歳以
上の方

　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方、禁錮以上の刑に処せられた方でその執行を終わるまで、または受けることがなくなるまでは
委員になることができません。

応募
方法

　応募用紙は産業課産業係及び農業委員会で配布しており、村ホームページからダウンロードもできます。
　自薦または推薦（団体推薦または20歳以上の3人以上の連名による推薦）により、応募用紙に必要書類を添えて持参または郵送により提出
してください。農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募はできますが、兼務はできません。法令に基づき、応募者及び推薦を受け
た方の情報は公開いたします。

選考
方法

　農業委員会委員候補者選考委員会おいて、書類審査及び必要に応
じて面接審査を実施して選考後、その結果を村長へ答申し、村長が
選考します。なお、認定農業者が委員の過半数を占めるようにし、
農業委員会の業務に関して利害関係を有しない者や年齢、性別等に
著しい偏りが生じないよう、青年及び女性が含まれるようにします。

　農地利用最適化推進委員候補者選考委員会において、書類審査及
び必要に応じて面接審査を実施し、農業委員会が選考します。

○注意事項／応募または推薦に係わる経費は、応募者または推薦者の負担となり、提出された書類は返却しません。
なお、提出書類の内容について、関係機関に確認を行う場合があります。

▷応募・問い合わせ／産業課産業係（内線141）　農業委員会（内線131）

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12月18日 上水工第2号 上水道監視設備更新工事 11,000,000円 10,260,000円 諏訪堂地内外 三光テクノ㈱青森営業所 平成30年3月30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30年 1 月11日 冬の田んぼアート運営業務 3,225,000円 2,808,000円 田舎館村 アップルウェーブ㈱ 平成30年3月20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）

1日1円で、ご家族に大きな安心を
　交通災害共済は、日本全国どこで起きた交通事故でも見舞金または弔慰金を支給する制度です。見舞金は災害の程
度に応じて3～50万円、死亡の場合は100万円、交通事故証明がない場合は災害の程度に関わらず特例見舞金として
1万円を支給します。不慮の事故に備えて、家族そろって加入しましょう。
○共済期間／4月1日～平成31年3月31日の1年間　　○会費／年間1人350円
○請求期間／事故にあった日から1年以内、2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内
○申込方法／総務課防災交通係で随時受付
　2月中は集落、交通安全母の会、小・中学校、保育所等の村内各団体が加入の取りまとめを行っていますので、二重
加入にならないようご注意ください。
▷問い合わせ／総務課防災交通係（内線221）
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村ホームページのバナー広告募集
　村ホームページのトップページに掲載できるリンク付きのバナー広
告を募集しています。広告掲載は枠ごとに月単位で掲載できますが、
村や田んぼアート関連の観光情報などで多くの方々に閲覧されている
ため、年間を通した広告掲載が効果的です。企業や商品等の PRにぜ
ひご検討ください。詳しくは村ホームページをご覧になるかお問い合
わせください。
○サイズ／縦50ピクセル×横170ピクセル　　
○対応形式／GIF（アニメーション不可）、JPEG、PNG、10KB以内
○掲載料／1枠あたり月額5,000円（消費税込み）　※年間掲載の場合：5,000円×12ヶ月＝60,000円
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

弘前市×大鰐町×田舎館村×佐賀県嬉野市　冬の連携イベント同時開催！
弘南鉄道で巡る冬のアートフェスタ
　今月号発行日の週末は、冬の田んぼアートや弘前市の第42回弘前城雪燈籠まつりをはじめ、弘前市、大鰐町、田舎
館村、嬉野市が連携し、弘南鉄道の各沿線で冬を楽しむ様々なイベントが開催されます。
冬の球場アート　～弘前市と田舎館村、2つのスノーアートが出現！～

　冬の田んぼアートでスノーアートを制作するスノーアーティスト集団 It’s OK.
が、はるか夢球場にもスノーアートを制作！制作には（公財）弘前市体育協会も携
わります。
○観覧期間／2月9日（金）　午前10時～午後5時　
　　　　　　2月10日（土）～12日（月・休）　午前10時～午後9時
○ライトアップ／2月10日（土）～12日（月・休）　午後5時～午後9時
○ところ／はるか夢球場（弘前市運動公園野球場）　※無料駐車場あり
○入場料／無料

嬉野デザインウィークカフェ　～冬の田んぼアート会場で、嬉野市の温かい名物を～
　嬉野市の特産品を特設ブースで販売するほか、絶品の「うれしの茶」や「温泉
湯豆腐」など普段なかなか味わえない嬉野名物を振る舞います。
○とき／2月10日（土）、11日（日）　午前10時～午後9時
○ところ／弥生の里展望所周辺
弘南鉄道大鰐線・おおわにらんたん夢列車　～みんなの夢を乗せて、出発進行！～

　嬉野市で愛されているランタンをテーマに、大鰐－弘前を結
ぶランタン列車が運行します。ランタンは弘前市出身でアー
ティストのGOMAさんが行うワークショップで、子どもたち
が手作りします。期間中は大鰐駅、中央弘前駅、鰐 comeでも
ランタンを展示します。
○運行期間／2月11日（日）、12日（月・休）
○運行区間／弘南鉄道大鰐線　大鰐駅－中央弘前駅

うれしの紅茶の足湯　～嬉野市の和紅茶×大鰐温泉～
　「うれしの茶」の和紅茶を贅沢に使った大鰐温泉の足湯が、期間限定でオープンします。お茶はお風呂に入れると美
容や健康に効果があると言われています。この機会にぜひお試しください。
○とき／2月10日（土）～12日（月・休）　午前7時～午後7時　　○ところ／大鰐温泉 駅前おもてなし足湯
ジャパンデザインウィーク
　クリエイティブによる地方創生を目指す、中長期に渡るプロジェクトです。新たな魅力（商品・観光）を生み出し、
地域を全国へ、そして世界へ発信していく事を目指しています。地域連携プロジェクトでは、弘前市、大鰐町、田舎
館村、嬉野市の4都市を繋いで、コンテンツの交換や商品開発を通して各都市の魅力を発信します。
弘前デザインウィーク
○ホームページアドレス／ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/
○公式フェイスブック／ http://www.facebook.com/HirosakiDesignWeek/
アップルティー商品開発プロジェクト
　りんごの生産量が日本トップの弘前市を中心とする津軽エリア3市町村の「りんご」と、日本茶の新時代を牽引する
嬉野市の「うれしの茶」とのコラボレーションから生まれた「和紅茶のアップルティー」を開発し、平成30年より販売
を予定しています。
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）
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その他お知らせ
スポーツ安全保険に加入しませんか？

　スポーツ、文化、ボランティア活動など幅広く適用さ
れます。4名以上の団体でご加入ください。

対象事故
•団体活動中の事故
•往復中の事故
　（自動車事故による賠償責任は適用外）

補償内容
•傷害保険（通院､入院、後遺障害、死亡）
•賠償責任保険
•突然死葬祭費用保険

加入受付
期　　間 3月1日（木）～平成31年3月30日（土）

保険期間 4月1日　午前0時～
　　　　 平成31年3月31日　正午

掛　　金 団体の活動内容や年齢等により、
年額1人800円～11,000円

▷問い合わせ／スポーツ安全協会青森県支部
　　　　　　　☎017－782－6984

村観光いちご園の冬期開園
　1月21日（日）より村観光いちご園を開園しています。
甘くて美味しい冬いちごの「とちおとめ」や「アイベ
リー」の摘み取りをぜひお試しください。なお、来場さ
れた未就学児童には、取っていただいたお好きないちご
1個を専用のケースに入れてプレゼントいたします。
○と　き／毎週水、日曜日　午前10時～正午
○ところ／村観光いちご園（村商工会向かい側）
○値　段／量り売り100ｇあたり200円（消費税込み）
▷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

りんご研究所試験成果・情報発表会
○と　き／2月20日（火）
　　　　　午後1時30分～午後3時40分
○ところ／平川市文化センター文化ホール
○平成29年度発表内容／結実の安定確保化への取り組
み、カイガラムシ類の防除法、黒星病の発生状況と防
除対策、ぶどう「シャインマスカット」の水分補給に
よる長期貯蔵

▷問い合わせ／青森県産業技術センターりんご研究所
　　　　　　　☎52－2331

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／

3月19日（月） 午後1時～
午後3時 村中央公民館大広間

○テーマ／楽しく料理教室
○持ち物／エプロン、三角巾
○参加費／無料
　無料送迎いたします。希望する方は開催日の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

青森県防災航空隊との合同訓練
　弘前地区消防事務組合では青森県防災航空隊と合同訓
練を実施します。当日はヘリコプターの飛行音による大
きな音が発生するおそれがあります。訓練へのご理解を
お願いいたします。
○と　き／3月3日（土）、4日（日）
　　　　　午前9時30分～午前11時30分
○ところ／黒石市運動公園陸上競技場、田舎館中学校
▷問い合わせ／弘前地区消防事務組合黒石消防署
　　　　　　　☎53－1000

女性のための無料法律相談会
　相続、成年後見、借金、家族間の問題など法律の関係
するお悩みを抱えた女性のために、女性司法書士が無料
で相談に応じます。なお、相談は予約不要です。
○と　き／3月3日（土）　午前10時～午後4時
○ところ／青森県観光物産館アスパム5階あすなろ
▷問い合わせ／青森県司法書士会
　　　　　　　☎017－776－8398

定例労働相談会
　労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇、賃
金、長時間労働、パワハラ等）について青森県労働委員
会委員が無料で相談に応じます。
○と　き／3月6日（火）　
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
○ところ／みどりやビル7階（青森県庁国道向かい側）
▷問い合わせ／青森県労働委員会事務局
　（あおもり労働相談ダイヤル）　☎0120－610－782

家畜（鶏含む）飼養者の皆様へ　平成30年定期報告の時期になりました
　平成23年度に家畜伝染病予防法の一部が改正され、家畜（鶏を含む）飼養者はその頭羽数及び飼育に係わる衛生管理
状況を毎年定期報告することが義務付けられています。以下の家畜飼養者は忘れずに報告するようお願いします。
○報告対象／鶏（青森シャモロック、比内地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ、声良鶏、金八等）、あひる、うずら、きじ、
ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、鳥類以外（牛、馬、豚、山羊、めん羊、いのしし、鹿）

○報告内容／2月1日時点の頭羽数　　○報告期限／3月5日（月）
○報告方法
　定期報告書の様式は産業課産業係で配布しています。報告書類は産業課産業係またはつがる家畜保健衛生所へ持参
または郵送してください。
▷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



▽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

花　田　慶
けい

　太
た

 くん
（一馬・慶恵）諏 訪 堂

花　田　優
ゆ

　衣
い

 ちゃん
（寿人・朝子）二 津 屋

成　田　悠
ゆう

　人
と

 くん
（裕幸・郁香）和　　泉

福　士　和
わ

　瑚
こ

 ちゃん
（陽平・和紀）前田屋敷

山　谷　麻
ま

　広
ひろ

 くん
（将一・里有）前田屋敷

ご結婚おめでとうございます

菊　地　孔　明 大 根 子
柳　谷　祐　香 青 森 市

小笠原　浩　人 和　　泉
鳥谷部　美　冴 青 森 市

おくやみ申し上げます

原　子　隆　夫（76歳） 大　　曲
清　藤　昭　一（68歳） 堂 野 前
木　村　すじゑ（82歳） 畑　　中
福　士　ト　ミ（89歳） 新　　町
平　川　ツ　セ（82歳） 川　　部
阿　部　忠　義（74歳） 川　　部
工　藤　ハルノ（95歳） 枝　　川
稲　葉　ノ　ブ（90歳） 畑　　中
山　谷　き　ん（92歳） 前田屋敷

戸 の籍 窓 12月21日～1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

・人生は70歳からが一番面白い
 弘兼憲史／著　SBクリエイティブ
・数字は人格 小山昇／著　ダイヤモンド社
・定年バカ 勢古浩爾／著　SBクリエイティブ
・物語のおわり 湊かなえ／著　朝日新聞出版
・キャロリング 有川浩／著　幻冬舎

・奇跡の人 原田マハ／著　双葉社
・おらおらでひとりいぐも
 若竹千佐子／著　河出書房新社
・銀河鉄道の父 門井慶喜／著　講談社
・うちのウッチョパス のぶみ／著　KADOKAWA
・スプーンちゃん 小西英子／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

社

　冬の田んぼアートをはじめ、近隣市町村では様々な冬のイベントが目白押しです。イベン
トならではの飲食ブースも魅力的ですが、到着がお昼過ぎになりそうなときや夜間のお出か
けをお考えの際は、ぜひ先月号掲載のラーメンガイドも参考にお出かけください。

  あとがき

（
（

人口と世帯
（平成29年12月末日現在） （平成30年1月末日現在）

男 3,769人 （－5） 男 3,773人 （＋4）

女 4,207人 （－4） 女 4,201人 （－6）

計 7,976人 （－9） 計 7,974人 （－2）

世帯数 2,737世帯 （＋1） 世帯数 2,738世帯 （＋1）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成29年12月末日現在） （平成30年1月末日現在）

12　　月 1　　月
県　内 村　内 県　内 村　内

件  数 351（3,256） 7（37） 199 2

死  者 5 （40） 0 （1） 3 0

傷  者 421（4,021） 7（50） 250 3
（　）は平成29年1月からの累計
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小学生による
　今月の題字
6年2組
岩間　舜

しゅん

くん（和泉）
「全国大会出場を目標にバス
ケットボールを練習してきまし
たが、小学校では果たせません
でした。目標に向かって、中学
校でも練習を頑張ります!」

■次号の発行は3月8日（木）の予定です。

冬の田んぼアートに 
向けて

今月の
表紙

　1月、スノーアーティスト集団 It’s OK.が村
内でスノーアートを試作しました。会員はコン
パスを使って方角を計測しながら、スノー
シューの歩幅を確かめ、図案の一部を再現して
いました。また、会場内で併催のキャンドルナ
イトに向けて、1月9日からは村内児童館・児童
クラブで、児童がキャンドル容器の色塗りや行
灯に絵を描く催しを行いました。

未来へ向けて、決意を新たに

　1月7日、文化会館文化ホールで成人式を行い、対象
者85人のうち65人が出席しました。式では村民憲章を
読み上げ、村民歌を斉唱。新成人を代表して鈴木喜子さ
んがはたちの誓いを述べ、「将来に向かって大きな夢を
抱き、力強く歩んでいくことを誓う」と志を新たにしま
した。式終了後は中央公民館大ホールで記念パーティー
を行い、出席者は旧友や恩師と久しぶりの再会を喜びな
がら、近況を語り合っていました。

平成28年2月19日生
父…昌明さん　母…結さん
「食いしん坊で甘えん坊♡
2人のお姉ちゃんと仲良く元
気に育ってください♪」

花田　洸
ひろ

くん

八反田

平成28年2月23日生
父…憲之さん　母…亜里沙さん
「自分のお菓子を家族にいつも分け
てくれます！お姉ちゃんやお兄ちゃ
んのように優しい子になってね♥」

三橋 里
り ん

杏ちゃん

垂　柳

平成28年2月19日生
父…文人さん　母…那奈さん
「我が家の食いしん坊！たくさ
ん食べて大きくなってね♥」

鈴木 菜
な こ

湖ちゃん

大根子

平成26年2月5日生
父…亮さん　母…沙耶さん
「4歳おめでとう♡これから
も姉妹仲良く、笑顔核で元気
に遊んでね♡」

髙橋　凛
りん

ちゃん

東光寺

※広報では、3月生まれのお子さんの写真を募集中です。（2月20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。

Happy Birthday 2月生まれのおともだち


