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今月のおもな内容
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平成30年３月号・いなかだて2

　25年目となった田んぼアートの継続や、石アートとスノー
アートによる観光の通年化などへの取り組みが評価され、（公
社）日本観光振興協会が実施する第11回産業観光まちづく
り大賞において観光庁長官賞を受賞しました。愛知県で行わ
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。

1/25 田んぼアートが受賞

　八反田部落会・農地環境保全会共催による八反田そば祭
りと世代間交流親睦会が八反田会館で行われました。そば
打ち実演では約20人が参加してそば打ちを体験。会食には
約60人が参加し、津軽三味線や舞踊などのアトラクション
を楽しみながら住民同士親睦を深めました。

1/28 そば打ちを体験

　私立・公立高校の受験に臨む中学校3年生に向けて、中学校生徒会及び各専門委員長の1、2年生13人が中学校グラウ
ンドで、スノーアートによる応援メッセージを描きました。制作には教職員やスノーアーティスト集団 It’s OK.会員が立ち会い、
生徒は完成図面を確認しながらグラウンドの雪をスノーシューで踏み固め、約2時間かけて完成させました。

1/27 高校受験を応援

　「田園」未来を築く会主催による田園まつりが行われ、32人が参加しました。午前の部は遊稲の館で3色うどん打ち体験教
室と会食が行われ、参加者は古代米の白米や赤米、紫黒米がそれぞれ練り込まれたうどん打ちを体験。午後の部では埋蔵文化
財センター・博物館で AOMORI花嵐桜組によるよさこいダンスライブが行われ、参加者は食と演舞の鑑賞を楽しみました。

2/4 こねて、踏んで、のばして
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　村連合婦人会主催の室内レクリエーション大会が中央公
民館大ホールで行われ、会員28人が参加しました。お互い
に久しぶりの再会となった方が多い中、参加者は近況を語り
合いながら毎年恒例のカローリングや輪投げのほか、新競
技のおたまリレーを楽しみました。

2/4 軽スポーツで気分転換

　高田八幡宮で旧正月に合わせた年縄奉納が行われ、地域
住民21人が参加しました。年縄奉納は高田敬神会が地域
住民の協力を受けて実施しているもので、神殿では神事の
ほか対象者に厄払いも行われ、参加者は集落の五穀豊穣と
家内安全を祈願しました。

2/11 旧正月を迎えて

　教育委員会主催の家庭教育講座が畑中保育所で行われ、
児童と保護者約40人が参加しました。この日は、英会話講
師の安田ミーヨンさんによる「ママと一緒の ABC！」が開か
れ、児童は果物や動物の英単語を問いかけられると元気に
復唱していたほか、歌遊びも行われ、身近な英語に親子で
慣れ親しんでいました。

2/17 英語で言えるかな？

　十二川原部落会主催による十二川原冬祭りが十二川原集
会所で行われ、約50人が参加しました。児童は雪像づくり
やソリ滑りなど冬ならではの遊びを楽しんだほか、餅つき体
験も行われ、参加者はつきたてのお餅を会食しながら交流
を深めました。

2/18 つきたてのお餅、おいしいね！

　2月11日、教育委員会主催の成人教養講座が中央公
民館研修室で行われ、17人が参加しました。講座では
アロマテラピーアドバイザーの日高佳子さんによる「ア
ロマの香るせっけん作り」が開かれ、参加者は植物由来
の香りや効能を体験。リラックス効果のあるラベン
ダーとマジョラム、疲労回復に適したローズマリーと
レモングラス、爽やかな香りのパインとバジルなど、
会場にはそれぞれ好みに応じた精油が用意され、参加
者は植物の有効成分が凝縮された精油の香りで心と身
体をケアするアロマテラピー（芳香療法）について解説を受けながら、石けん素地とハーブ、精油やはちみつなど
を混ぜ合わせて形を整え、自分好みのせっけんを作りました。

香りのある暮らしを身近に
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　平成29年度田舎館村教育委員会表彰式が文化会館文化ホールで行
われ、1団体と54人の対象者のうち1団体と44人が出席しました。
　今年度の表彰者は以下のとおりです。（敬称略）
〇教育施設設備の充実
　児童用図書寄贈（10万円相当）／青森銀行従業員組合（青森市）
○学校教育の振興
　10年以上田舎館小学校に勤務／阿保愛美、石澤仰
〇学術・文化の向上
書写／鈴木実紅（小学校3年・田舎舘）　　人権作文／葛西慧仁（中学校3年・大袋）
民謡民舞／山谷梨緒（黒石1年・前田屋敷）　　服飾／三浦果歩（弘前実業3年・和泉）

〇体育スポーツの振興
ミニバスケットボール／佐々木琉偉（小学校6年・畑中）、福士嘉一（小学校6年・前田屋敷）、岩間舜（小学校6年・和泉）、
田村大成（小学校6年・前田屋敷）、佐々木寛斗（小学校6年・前田屋敷）、花田真一（小学校6年・八反田）、葛西純白（小
学校5年・前田屋敷）、葛西雄大（小学校5年・大袋）、平澤瑞貴（小学校5年・境森）、阿部令雅（小学校5年・二津屋）、
稲葉春真（小学校5年・畑中）、中村優希（小学校4年・垂柳）、葛西裕美（コーチ・前田屋敷）、花田寿（コーチ・八反田）、
葛西剛（コーチ・大袋）、北澤祐太（コーチ・新町）
バスケットボール／北澤瞳妃（中学校3年・新町）、加藤綾華（中学校3年・新町）、葛西マリア（中学校2年・前田屋敷）、
岸千寿（中学校2年・諏訪堂）、齋藤永彩（中学校2年・田舎舘）、田澤朱唯（中学校2年・大根子）、野呂みつき（中学校2
年・川部）、藤井結子（中学校2年・大曲）、宮川真鈴（中学校2年・川部）、小山内瀬理亜（中学校2年・新町）、齋藤未彩

（中学校2年・田舎舘）、相馬萌李（中学校2年・東光寺）、福原里菜（中学校2年・高田）、髙橋知南（中学校2年・高樋）、
中山虹晴（中学校2年・二津屋）、中山結月（中学校2年・高田）、北澤陽麗（中学校1年・新町）、工藤学（監督）、島田麻
衣子（顧問）
硬式野球／佐藤暢（中学校3年・畑中）　　剣道／葛原倫（五所川原第一3年・豊蒔）
ウエイトリフティング／浅利颯太（柏木農業3年・大根子）、工藤将人（柏木農業3年・大根子）
陸上／福原渉（尾上総合1年次・高田）　　卓球／秋元凜（尾上総合3年次・大袋）
バスケットボール／葛原巧太（弘前実業1年・豊蒔）
女子ソフトボール／三浦果歩（弘前実業3年・和泉）、葛西優衣（弘前実業2年・大袋）、田澤緋瑠（弘前実業2年・大根子）
硬式野球／福原朱理（青森山田3年・川部）　　相撲／相馬悟（垂柳）

○スポーツ大賞
女子ソフトボール／今井聖（弘前学院聖愛2年・和泉）

東北大会出場を報告
　1月に青森市で行われた第49回全国ミニバスケットボール大
会青森県予選会兼第42回青森県スポーツ少年団フェスティバル・
ミニバスケットボール競技会へ出場した田舎館ミニバススポーツ
少年団が男子の部で準優勝し、小学校が統合した平成23年以
降初となる東北大会への出場権を獲得しました。
　教育委員会表彰式終了後、3月に秋田県で行われる大会本戦
を控えた小学校4～6年生男子団員12人が村長及び村議会議
長、教育長へ大会出場を報告しました。キャプテンの花田真一さ
んは「6年生として、現チームでの試合は最後となる。大会出場を果たしたことに満足せず、出場するからには全戦勝利と優
勝を目指したい」と話され、団員とともに決意を新たにしていました。

2/18 功績をたたえて
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今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 ３月25日（日）
午前９時～午後４時

役場税務課
夜間納税相談 ３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）

人権・行政相談
○と　き／４月11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）

今月の粗大ごみ収集日
　３月28日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

国民年金だより
公的年金の基本的な考え方
○世代間扶養の仕組み
　公的年金は個人が納めた保険料を積み立て、その運用
益とともに個人へ返す積み立て方式ではなく、現役世代
の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄う

「世代と世代の支え合い」、すなわち世代間扶養の仕組み
（賦課方式）によって成り立っています。
○公的年金５つのメリット／
　公的年金は私的年金と比べて、次のようなメリットが
あります。私的年金や貯蓄は公的年金を補完して個人の
多様な老後生活のニーズを満たす役割を持っており、公
的年金を土台として、両方を組み合わせながら老後の生
活資金を確保していくべきものと考えられます。
①賃金や物価に応じて給付額をスライド
②受給権者が亡くなるまで年金を支給
③万が一の場合に、障害または遺族年金を支給
④給付費等に対する国庫負担が行われること
⑤支払った保険料は税制上、所得から全額控除されること
（社会保険料控除）
▷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

児童扶養手当・特別児童扶養手当を
ご存知ですか？

児童扶養手当
　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしてい
ない児童が育成される家庭（ひとり親家庭）や、父また
は母によって、政令で定める障害の状態である児童が育
成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童
福祉の増進を図ることを目的として支給される手当で、
児童が18歳に達した年度末（児童に中度以上の障害が
あるときは20歳）まで支給されます。ただし、父また
は母が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係

（内縁関係など）にあるときや、児童が児童福祉施設な
どに入所したり、里親に預けられたりしたときなどは対
象になりません。
○手当の額（平成29年４月から）

全部支給 一部支給

第１子 42,290円 42,280円～9,980円

第２子加算額 9,990円 9,980円～5,000円

第３子以降加算額 5,990円 5,980円～3,000円

　手当を受けようとする方及びその配偶者、または扶養
義務者の所得等に応じて支給制限（一部支給・支給停止）
があります。
特別児童扶養手当
　精神または身体に政令で定める程度の障害を有する児
童を監護している父または母、もしくは父母にかわって
児童を養育している方に、児童福祉の増進を図ることを
目的として支給される手当で、児童が20歳に達するま
で支給されます。ただし、児童が児童福祉施設などに入
所しているときや、児童が障害を支給事由とする公的年
金を受けることができるときは支給されません。
○手当の額（平成29年度）

１級（重度障害児） １人につき　51,450円

２級（中度障害児） １人につき　34,270円

　手当を受けようとする方及びその配偶者と扶養義務者
の前年の所得（１月～７月分の手当については前々年）
が一定額以上の場合には、所得制限により全額支給停止
されます。
各手当の支給時期
　手当は青森県の認定を受け、認定請求をした日の属す
る月の翌月分から支給され、４月、８月、11月の３回

（各月11日、11日が土・日の場合はその前の金融機関
の営業日）、支払月の前月分までの手当が指定金融機関
の口座振込により支払われます。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154、155）

お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。
☎58-2111（代表）役場からの情報

I n f o r m a t i o n
お知らせ



今 月 の お 知 ら せ

平成30年３月号・いなかだて6

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！
〔１月26日実施　３歳児健診〕

岩間 英
えいしん

心くん
平成26年６月20日生

工藤 瑚
こ な つ

夏ちゃん
平成26年６月18日生

白戸 千
ち ひ ろ

博くん
平成26年６月22日生

佐藤 大
や ま と

和くん
平成26年５月18日生

中嶋 夏
か い

偉くん
平成26年７月６日生

工藤 聖
せ な

那ちゃん
平成26年５月９日生

川　部

川　部

境　森 新　町

川　部

十二川原

「これからも虫歯にな
らないよう気をつけ
ます」

「これからも歯みがきを
がんばって、ピカピカ
の歯を目指します‼」

「梅干しごはん大好き！
　甘い物よりしぶい食べ物♡」

「しっかり歯みがきして、
　ピカピカの歯を守るぞ‼」

小林 源
げん

くん
平成26年６月12日生

五十嵐 丈
たけぞう

蔵くん
平成26年７月12日生

新　町

川　部

「歯みがき大嫌いだけど
なんとかやっていきま
す！」

「これからも歯みがき
がんばります！」

「歯みがき大好き‼
　おやつも大好き‼」

「さようなら、 むし歯
のバイ菌マン‼」

ダメ！不法投棄 ～みんなが見ているぞ～
　河川区域への不法投棄は法律で禁止されている悪質な
行為で、油や有害物質による水質汚濁や環境悪化を招
き、住民の生活に多大な損害を与えます。平川や浅瀬石
川などでは国土交通省、中南地域県民局、青森県警察、
村が連携し監視活動を実施しています。不法投棄は絶対
にやめましょう！

主な罰則
○河川法／３ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律／５年以下の懲役

または１千万円（法人等は３億円）以下の罰金
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

社会保険に加入された方へ
国民健康保険を脱退する手続きが必要です！

　国民健康保険加入者が社会保険に加入された場合は、
国民健康保険を脱退する手続きが必要です。お勤めの会
社では社会保険の加入手続きを行いますが、国民健康保
険を脱退する手続きは行いません。社会保険に加入した
にもかかわらず、国民健康保険証を使用していると資格
喪失後受診となり、村の国民健康保険が負担した医療費

（７割）をご本人に請求させていただく場合があります。
国民健康保険の資格取得、喪失の手続きは以下のとおり
で、14日以内に届け出てください。

こんなとき 持参するもの

職場の健康保険を
やめたとき

健康保険の喪失証明書、
印鑑

職場の健康保険に
加入したとき

職場の健康保険の保険証、
印鑑

▷届出先・問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）



I n f o r m a t i o n

いなかだて・平成30年３月号 7

協会けんぽ加入者（被扶養者）の方へ
特定健診のお知らせ

　国民健康保険以外の協会けんぽ加入者（被扶養者）も、
１年に１度特定健診を受け、自分自身の健康状態の確認
と病気の早期発見に努めましょう。なお、健診日には胃
がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん（50歳以上）の各
種がん健診も併せて受診できます。
○受診対象年齢等／40歳（平成31年３月31日までに

40歳になる方）～74歳（75歳の誕生日前日までの方）
○健診場所・健診日／いなかだて健康ごよみ等の集団健

診日程をご確認ください。
○申込方法／事前に予約が必要です。直接、電話で青森

県総合健診センター☎017－741－2336へお申し込
みください。　

○受診料／無料
○特定健診当日にお持ちいただくもの／
　被保険者証、受診券（４月中に自宅へ郵送予定）
○健診項目／身体測定（身長、体重、BMI、腹囲測定）、

理学的検査（内診）、血圧測定、尿検査（尿糖、蛋白）、
血液検査（血中脂質検査〈中性脂肪、HDLコレステ
ロール、LDLコレステロール〉・血糖検査〈空腹時血
糖またはヘモグロビン A１c〉・肝機能検査〈GOT、
GPT、γ－ GTP〉）

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）
　協会けんぽ青森支部　☎017－721－2723

国民健康保険被保険者証の有効期限
　現在使用されている被保険者証の有効期限は、７月
31日までとなっています。８月１日からの新しい被保
険者証は、７月下旬に加入者の皆様へ郵送します。

▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）

緑化推進事業の実績について
　皆様から寄せられた緑の募金は、全額を青森県緑化推
進委員会へ納め、その一部が緑の交付金として村緑化推
進委員会に交付されました。それにより各種団体が行う
事業の一部助成を実施することができました。ご協力あ
りがとうございました。
○平成29年度緑の募金実績額／

家庭募金 387,322円

学校募金 9,005円

企業募金 6,869円

職場募金 9,118円

計 412,314円

○平成29年度助成内容実績／
団体名 事業内容

畑中部落 国道102号丁字路の花壇整備

大袋部落 平川河川公園の環境整備等

田舎館小学校 敷地内花壇の整備、児童への環境
美化教育等

フラワー商店会 各店舗前の花壇整備と環境美化

川部和泉松葉会 県道110号黒石藤崎線（川部ロー
タリー）の環境美化

▷問い合わせ／産業課産業係（内線143）

予防接種
平成29年度麻しん風しんⅡ期・二種混合予防接種対象者の方へ
　麻しん風しんⅡ期は今年度年長の児童、二種混合は今
年度小学校６年生の児童を対象に個別通知していたとこ
ろですが、定期接種として無料で接種できる期間は今年
度中までとなっていますので、まだ接種していない方は
お忘れのないようお願いします。また、予診票をなくし
た場合はお問い合わせください。
高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成について
　平成29年度の助成期間は３月31日までとなっていま
すので、接種希望者は事前に電話予約のうえ接種してく
ださい。なお、今年度対象者の方には平成29年４月頃
に個別通知しています。来年度対象者の方には、平成
30年４月頃に個別通知する予定です。
○今年度対象者（今年度中に以下の年齢を迎える方）／
・65歳（昭和27年４月２日生～昭和28年４月１日生）
・70歳（昭和22年４月２日生～昭和23年４月１日生）
・75歳（昭和17年４月２日生～昭和18年４月１日生）
・80歳（昭和12年４月２日生～昭和13年４月１日生）
・85歳（昭和７年４月２日生～昭和８年４月１日生）
・90歳（昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生）
・95歳（大正11年４月２日生～大正12年４月１日生）
・100歳（大正６年４月２日生～大正７年４月１日生）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

この被保険者証を
お持ちの方に対し
てのお知らせです。
お持ちの被保険者
証をご確認願いま
す。

→
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○労賃
　1日の実労働時間は8時間を標準とし、超過した場合
は時間あたりで換算してください。

作業名 賃金 備　考

水
稲
作
業

田 植 え 6,000円 男女共１日

稲 刈 り 6,000円 　〃
脱　　穀 6,000円 　〃
水稲苗箱 670円 中苗１箱

果
樹
作
業

剪　　定 9,000円～
10,000円 １日

人工授粉 6,000円 男女共１日
摘果・袋掛 6,000円 　〃
葉取り・収穫 6,000円 　〃

その他一般農作業
6,000円 　〃　１日

750円 　〃　１時間

オペレーター 1,000円
１時間あたり（トラクター、
田植機、コンバイン、S.S 
他）

○田舎館村貸借料情報
　平成29年１月～12月に締結（公告）された賃貸借に
おける貸借料水準（10aあたり）は以下のとおりです。
なお、数値はあくまでも参考として提供するものであ
り、実際の貸借料については貸し手と借り手の双方で話
し合って決定してください。

区分 地域 平均額 最高額 最低額

田 田舎館村（全域） 11,300円 17,000円 7,000円

畑 田舎館村（全域） 10,700円 12,000円 10,000円

樹園地 田舎館村（全域） 11,000円 11,000円 11,000円

○請負料金（オペレーター付き、消費税込み）
　コンバインで田主が四隅を刈り取らない場合は1,000円
増となります。

作業名 賃金 備　考

機　
　
械　
　
作　
　
業

水田耕起 4,500円 10a 耕耘機共

畑地耕起
4,000円 水田転作畑１回かけ
6,000円 　　〃　　２回かけ

荒かきのみ 3,000円 10a あたり
代かきのみ 6,000円 　　 〃
荒代かき 8,500円 　　 〃

田 植 機
6,000円 10a あたり（作業員込み）

6,500円 側条施肥田植機
（作業員込み）

バインダー 6,500円 糸は田主持ち
あぜ回りは機械主刈り

ハーベスター 6,500円 10a あたり

コンバイン
16,000円 刈り取りから運搬まで

（四隅は田主刈り）

14,000円 刈り放し
（四隅は田主刈り）

畦 塗 機 40円 1m あたり（100m未満
は100m分の料金）

べーラー 5,000円
10a あたり
稲わら収集
糸付き

スプレーヤー 500円 100L あたり（薬剤費別）

▷問い合わせ／農業委員会（内線 131）

平成30年農作業臨時雇用標準賃金表

入札結果
　入札結果について詳しい内容は、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30年２月１日 第34号 光田寺コミュニティセンター新築工事 189,648,000円 183,600,000円 前田屋敷地内 ㈱南建設 平成31年２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）
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水道メーターの検針を再開します
　水道料金・下水道等使用料について、冬期間（12月～３月）は積雪により検針が困難となるため推定水量で請求し
ていましたが、４月から毎月の検針を再開します。また、４月の検針にて冬期間の使用水量を精算します。使用水量
が冬期間の推定水量を超えた場合は、毎月の料金より高額となる場合がありますのでご了承願います。検針の再開に
伴い以下の注意事項の確認をお願いします。
○検針再開に伴う注意事項／
・メーターボックス上の雪や中の土などを取り除いておいてください。
・メーターボックス上に自動車を停めたり、物を置いたりしないでください。
・メーターボックス付近に犬を繋がないでください。
水道料金・下水道等使用料一覧表（１ヶ月あたり、消費税込み）
○水道料金／

用途 一般用 営業用 団体用 公認プール用 臨時用

基本料金
使用水量 8㎥まで 100㎥まで 10㎥まで
料金 1,933円 2,508円 2,508円 27,000円 3,888円

超過料金（1㎥あたり） 240円 313円 313円 268円 388円

○メーター使用料／
口径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm
使用料 108円 194円 216円 388円 2,052円 2,700円 3,348円 5,789円

○下水道使用料・農業集落排水使用料／
基本使用料 従量使用料（1㎥あたり）
10㎥まで 11㎥～30㎥ 31㎥～60㎥ 60㎥～200㎥ 201㎥以上
1,974円 199円 216円 231円 246円

○排水量の決め方／水道水のみを使用している場合、水道の使用水量が排水量となります。水道水以外の水を使用し
ている場合、家事のみに使用する場合は１ヶ月につき世帯人員に３㎥（その世帯において水洗便所を使用する場合
は４㎥）を乗じた量、浴槽については１個につき４㎥を加算します。水道水と井戸水の両方を使用した場合、水道
の使用水量に井戸水の認定使用水量を加算します。

普段より料金が高い！漏水かも？
　検針の結果、普段よりも料金が高くなっていたときは漏水がないか確認をしてください。家中の全ての蛇口を閉め
た状態で水道メーターを確認し、パイロット（メーター中央の銀色のもの）が回転していると漏水の可能性があります。
漏水を発見したときは、村指定の給水装置工事事業者に依頼し早めの修理をお願いします。給水装置工事事業者は村
ホームページに掲載しています。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）

平成30年度春の狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法第５条によりその犬に毎年１回、狂犬病予防注射を受けさせなければ
いけません。狂犬病の集団予防接種を以下のとおり実施しますが、日程内に接種できない場合は、必ず動物病院で狂
犬病予防注射を受けさせてください。
○集合注射料金／3,100円（注射料2,550円、予防注射済票交付手数料550円）
○犬の新規登録料／3,000円（未登録犬の場合）
　犬を飼い始めたときや従来から飼っている犬が未登録の場合は登録をしなければなりませんので、最寄りの実施場
所においでください。飼い主や住所などの変更がある場合や、犬の死亡などで現在登録犬を飼っていない場合は、必
ずご連絡ください。

対象地区 実施場所 実施時間

４
月
16
日（
月
）

高 樋 高樋老人福祉センター前 8：40～ 8：55
十二川原 十二川原集会所前 9：05～ 9：20
枝 川 枝川会館前 9：30～ 9：45
垂 柳 垂柳公民館前 10：00～10：10
田 舎 舘 田舎館地区総合研修施設前 10：20～10：40
八 反 田 八反田会館前 10：50～11：05
畑 中 畑中会館前 11：15～11：40
畑 中 畑中児童公園（除雪センター）前 11：50～12：00
大 曲 大曲会館前 13：00～13：15
諏 訪 堂 諏訪堂集会所前 13：25～13：40
大 根 子 大根子公民館前 13：50～14：10
大 袋 大袋農村婦人の家前 14：20～14：30

▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

対象地区 実施場所 実施時間

４
月
17
日（
火
）

豊 蒔 豊蒔公民館前 8：40～ 8：55
川 部 ＪＲ川部駅前 9：05～ 9：20
和 泉 旧農協川部支所前 9：30～ 9：45
川部・和泉 川部公民館前 9：55～10：10
土 矢 倉 土矢倉集会所前 10：25～10：30
境 森 境森集会所前 10：40～10：55
東 光 寺 東光寺会館前 11：05～11：15
二 津 屋 二津屋会館前 11：25～11：35
高 田 高田公民館前 11：45～12：00
新 町 新町集落広場（公園）前 13：00～13：15
堂 野 前 堂野前会館前 13：25～13：40
前田屋敷 老人福祉センター前 13：50～14：20
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暮らしの情報
浄化槽は正しく使いましょう

　浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化するた
め、適正な管理が必要です。そのため、浄化槽法では定
期的な保守点検、年１回の清掃、法定検査の受検（使用
開始後及び年１回）が義務付けられています。
　法定検査は浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化
槽機能が十分に発揮されているかを判定するもので、

（一社）青森県浄化槽検査センター☎017－726－9500
が行います。
　また、浄化槽についてのご相談、浄化槽の使用開始や
廃止、管理者の変更等の届出は中南地域県民局環境管理
部へご連絡ください。
▷問い合わせ／
　中南地域県民局環境管理部　☎31－1900

国家公務員採用試験
　申込方法や受験資格等の詳細については、ホームペー
ジをご覧になるかお問い合わせください。

試験名 インターネット
申込受付期間 第１次試験日

総合職
（院卒者・大卒
 程度）

３月30日（金）～
４月 ９ 日（月） ４月29日（日）

一般職
（大卒程度）

４月 ６ 日（金）～
４月18日（水） ６月17日（日）

一般職
（高卒者）

６月18日（月）～
６月27日（水） ９月 ２ 日（日）

国税専門官
（大卒程度）

３月30日（金）～
４月11日（水） ６月10日（日）

○ホームページアドレス／
　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
▷問い合わせ／人事院東北事務局第２課試験係
　　　　　　　☎022－221－2022

自動車税について
自動車税の住所届変更
　自動車税の納税通知書は、原則として自動車検査証

（車検証）に記載された住所にお送りしています。
　転居等で住所が変わった場合は、運輸支局で住所の変
更登録手続きをしなければなりませんが、事情によりす
ぐに住所の変更登録ができない場合は、中南地域県民局
県税部へご連絡ください。また、ホームページからも届
け出ることができます。
○ホームページアドレス／
　http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html
　サイト内の〈注目情報〉自動車税住所変更届をご覧く
ださい。
自動車税６月納期分の口座振替について
　自動車税の納付は便利で安全、確実な口座振替をご利
用ください。申込用紙は、各取扱金融機関と中南地域県
民局県税部の窓口に備え付けてありますので、お気軽に
お問い合わせください。なお、口座振替の申込期限は４
月27日（金）です。
▷問い合わせ／中南地域県民局県税部納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

石綿関連疾病（肺がん、中皮腫等）を
罹った方への補償と救済

　石綿を吸い込むことにより発症する疾病には、肺が
ん、中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水
など呼吸器系疾病が多く、その潜伏期間は石綿を吸って
から30年以上と非常に長いことが特徴です。これらの
呼吸器系疾病が石綿を吸ったことが原因であると認定さ
れた方には、国が運営する労災保険制度もしくは石綿健
康被害救済制度から各種給付を受けることができます。
もし、皆様のご家族の中で、石綿を仕事で取り扱ったこ
とや石綿を吸ったことがあり、肺がん、中皮腫等の呼吸
気系疾病に罹った方、もしくは亡くなられた方がおられ
ましたら、以下かお近くの労働基準監督署にご相談くだ
さい。
▷問い合わせ／青森労働局労働基準部労災補償課
　　　　　　　☎017－734－4115

旧光田寺小学校廃校舎等の売却について
　校舎等の売却にあたり、以下のとおり土地・建物売買仮契約を締結しました。
○売却物件／土地：東光寺字村井66-1外（総地積20,106㎡）、建物：校舎、体育館、光田寺児童クラブ外
○売却先（予定）／オリジナルテクノロジー（株）（藤崎町大字水木字村元38）
○売却金額／100,000,000円 ▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

献血（全血）にご協力ください
○と　き／３月22日（木）
　午前の部：午前10時～午前11時30分
　午後の部：午後 １ 時～午後 ４ 時
○ところ／㈱丸勝小野商事（午前の部）
　　　　　中央公民館（午後の部）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

給水装置工事事業者の指定について
　新しく給水装置工事事業者として、次の業者を指定し
ました。

平成30年２月１日付
（株）設備技研イワキ（弘前市）　☎38－4111

▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）
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NOSAIりんご共済の加入受付中！
○申込締切／３月23日（金）
総合短縮方式
○対象／雪害を除く自然災害、鳥獣災害など
○割合／畑ならし計算型は３割、畑ごと計算型は４割以

上の被害から共済金を支払います。
特定危険方式
○５つのプランで災害に対応／風プラン、ひょうプラ

ン、霜プラン、風・ひょうプラン、風・ひょう・霜プ
ラン

○割合／畑ならし計算型は２割、畑ごと計算型は３割以
上の被害から共済金を支払います。

▷問い合わせ／ひろさき広域農業共済組合 ☎28－5700

タカタ製エアバッグのリコールはお済みですか
　タカタ製エアバッグのリコール未改修車は５月から車
検が通らなくなります。検索システムで、措置対象かど
うかの確認をお願いします。
○主な対象車種／コモ（いすゞ）、インプレッサ、レガ

シィ（スバル）、ミラ、ハイゼットなど４車種（ダイハ
ツ）、ヴォクシー、カローラ、SC430など25車種（ト
ヨタ・レクサス）、エクストレイル、フーガなど14車
種（日産）、E46、３シリーズ（318i、320i他）など11
車種（BMW）、フィット、アコードなど31車種（ホン
ダ）、RX-８、アテンザなど５車種（マツダ）、ラン
サー、アイなど４車種（三菱）

○検索システム／ リコール情報検索アプリ　検索
https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/
recallsearch.html

○スマートフォン・タブレット用アプリ／
　車検証の QRコードを読み取って、リコールの対象か
確認できるツールです。

▷問い合わせ／国土交通省タカタ専用ダイヤル
　　　　　　　☎03－5539－0452

田舎館小学校児童の卒業メッセージを
ラジオで紹介します

メモリアルグラデュエーション2018～小学校卒業生の
メッセージ～
　弘前市のコミュニティラジオ局 FMアップルウェーブ

（78.8MHz）では、小学校を卒業する６年生児童一人ひ
とりが将来の夢や小学校での思い出などを語る特別番組
を３月12日（月）～18日（日）の７日間、午後７時から
放送します。この番組に田舎館小学校が参加し、卒業生
や担任の先生、校長先生からの贈る言葉と校歌を紹介し
ます。希望にみち溢れ、未来に羽ばたく子どもたちの
声、そして懐かしの学び舎を思い出させる校歌をぜひお
聴きください。
○田舎館小学校の放送日／
　３月15日（木）　午後７時～午後９時30分
▷問い合わせ／ FMアップルウェーブ　☎38－0788

借金に関するご相談は
　東北財務局青森財務事務所では、多重債務相談窓口を
設置しております。相談員が借金の状況をお伺いし、必
要に応じて弁護士や専門機関に引き継ぎを行います。秘
密は厳守しますので、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
▷相談・問い合わせ／東北財務局青森財務事務所
　　　　　　　　　　☎017－774－6488

自衛官募集案内
募集種目 資　格 受付期限 試験日

幹部候補生（一般）
大卒程度試験 ・22歳以上26歳未満

・大卒（見込み含）20歳以上22歳未満
・修士課程修了（見込み含）28歳未満

５月１日（火）

５月12日（土）

幹部候補生（飛行要員）
大卒程度試験

５月12日（土）、
13日（日）

幹部候補生（一般）
院卒者試験

修士課程修了等（見込み含）
20歳以上28歳未満

５月12日（土）
幹部候補生（歯科・薬剤科） 専門の大卒（見込み含）20歳以上30歳未満、

ただし薬剤科は20歳以上28歳未満
一般曹候補生（男子） 18歳以上27歳未満 ５月26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



▽問い合わせ／総務課庶務係（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。

いなかだて・平成30年３月号 12

　１月29日、青森県広報広
聴協議会による平成30年青
森県広報コンクールの審査結
果が公表され、県内市町村か
ら22点の応募があった広報
写真部門（１枚写真部）にお
い て、 本 誌 第734号（2017
年４月）の表紙写真が奨励賞
を受賞しました。

戸 の籍 窓 １月21日～２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

・ラクして速いが一番すごい
� 松本利明／著　ダイヤモンド社
・家でたのしむ手焙煎コーヒーの基本　
� 中川ワニ／著　リトル・モア
・とことん収納� 本多さおり／著　大和書房
・くちなし� 彩瀬まる／著　文藝春秋

・百年泥� 石井遊佳／著　新潮社
・愛が挟み撃ち� 前田司郎／著　文藝春秋
・ディレイ・エフェクト� 宮内悠介／著　文藝春秋
・精鋭� 今野敏／著　朝日新聞出版
・かぞえてみよう� ディック・ブルーナ／著　福音館書店
・アナゴたいそう
� うさやまみやこ･みうらあや／著　鈴木出版
� 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

　平成30年青森県広報コンクールで賞をいただくことができました！入賞を知った時
はとても驚きましたが、 これも日頃から様々な場面で、 取材や写真撮影に快くご協力
くださった皆様のおかげです。 ありがとうございました！

  あとがき

人口と世帯
（平成 30年 ２ 月末日現在）

男 3,772人 （−1）

女 4,199人 （−2）

計 7,971人 （−3）

世帯数 2,738世帯 （±0）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成 30年 ２ 月末日現在）

２　　月
県　内 村　内

件��数 254（453） 1 （3）
死��者 2 （5） 0 （0）
傷��者 326（576） 1 （4）
（　）は平成30年1月からの累計

掲載写真が入賞

お誕生おめでとうございます

工　藤　大
だい

　輝
き

 くん
（直樹・裕子）田 舎 舘

北　山　絢
あや

　大
た

 くん
（隆・愛）堂 野 前

北　山　想
そう

　大
た

 くん
（隆・愛）堂 野 前

平　川　　樹
いつき

　 くん
（拓也・恵）和　　泉

阿　保　瑠
る

　依
い

 ちゃん
（智也・友美）畑　　中

須　藤　柊
しゅ

　俐
り

 ちゃん
（弘毅・順子）大　　曲

ご結婚おめでとうございます

髙　木　　一　 大　　曲
小　川　美　穂 黒 石 市

おくやみ申し上げます

須　藤　チ　セ（93歳） 畑　　中
田　澤　タ　ケ（92歳） 諏 訪 堂
阿　保　チ　ヤ（87歳） 八 反 田
中　村　健　造（88歳） 東 光 寺
木　村　み　よ（99歳） 川　　部
葛　西 　順　市（83歳） 川　　部
菅　井　とみゑ（88歳） 新　　町
阿　保　ツ　ル（91歳） 八 反 田
鈴　木　　壽　（80歳） 大 根 子
平　川　せ　つ（90歳） 川　　部
中　山　要三郎（82歳） 高　　田

（
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平成30年３月号・いなかだて13

小学生による
　今月の題字

6年2組
佐藤 歩

あ む
夢さん（畑中）

「バレーボールを3年生から
続けていますが、中学校にバ
レーボール部はないようなの
で、新しいことに挑戦しよう
と思っています！」

■次号の発行は 4 月 12 日（木）の予定です。

３月生まれのおともだち
Happy Birthday

平成27年3月16日生
　父…崇さん
　母…里美さん
「体が大きくごん
ぼも大きい、いつ
も元気な我が家の
アイドル♡」

平成28年3月21日生
　父…将史さん
　母…陽子さん
「あっという間に
２歳だね♡そう
たー！ 大好きだ
よー♡」

平成26年3月5日生
　父…賢さん
　母…麻祐子さん
「もつけで妹思い
の優しいお姉ちゃ
ん！姉妹仲良く元
気に育ってね♡」

平成28年3月18日生
　父…和士さん
　母…沙緒里さん
「できるかできないか
じゃねぇ！男ならやる
かやらねぇかのどっ
ちかしかねぇだろ！」

福地寿
す ず ね

々音ちゃん 小山 碧
そうた

太くん

中田かえでちゃん 葛西 永
えいと

和くん

八反田 新　町

前田屋敷 川　部

※広報では、４月生まれのお子さんの写真を募集中です。（３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。

　２月９日～12日、弥生の里展望所を主会場に冬の田んぼアートを行いました。スノーシューで雪原を歩いて模様を描くスノー
アートはスノーアーティスト集団 It’s OK.が担い、９日に会員11人が約７時間かけて制作しました。作品は奥行き約72m×幅
約144mに及び、メインシンボルは2016年にサイモン・ベック氏が制作したスノーアートが降雪によって消失し、地元有志（現
在の It’s OK.会員）が「星」をテーマに制作しなおした経緯を原点に、大きさの異なる六角形の「雪の結晶」と「星」が重なるように
配置して描かれ、さらに両端には刺し子や垂柳遺跡から出土した田舎館式土器をイメージした模様が取り入れられました。10日
以降から終盤まで曇天が続き、降雨や一転して強い風雪に見舞われ、日中はスノーアートが見えにくい状況が続きましたが、その
間 It’s OK.はスノーアートを踏み直すメンテナンスに取り組んでスノーアートを維持し続け、連日のライトアップ時にはスノー
アートがくっきりと浮かび上がり、展望所を訪れた方々から好評を博しました。
　また、冬の田んぼアート開催に合わせて、弘前市出身でペイントアーティストの MAJIO氏プロデュースによる影絵プロジェク
トも行いました。プロジェクトでは、ライトペインターのハラタアツシ氏が OHP（オーバーヘッドプロジェクター）上で、塗料や
水を即興的に混ぜ合わせ彩り豊かな光を映す「ライトペイント」に、小学校児童が制作した版画を組み合わせて展望所の壁面や雪
原に投影しました。ほかにも会場周辺では雪を楽しむ体験ワークショップやソリ遊び、キャンドル点灯などを行い、来場された
方々はそれぞれ冬に親しむ一時を過ごしていました。

　９日の完成当初、It’s OK.会員は
「制作者目線で気になるミスがあっ
た」としていたものの、11日に降
り積もった雪を逆手に取ってメンテ
ナンスとアートの修正を行い、より
高い完成度に。

17:36　◀2/11▶　15:06

夕闇が迫る雪原に完成した光と影の芸術 ―――

Glistening Winter 　created by It’s OK.
燦
き ら

めく冬冬の田んぼアート

（写真左側）



小学生による
　今月の題字

スノーアート体験

弥生の里凧揚げ大会

土器型ぬかっキー・ミニリースづくり

棒パンづくり

2/9　11:00

2/10　9:12

17:36　◀2/11▶　15:06

イグルーづくり


