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　９月30日、役場東側水田で稲刈り体験ツアーを行いました。今年は村内外から約1,000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。台風24号の影響により、当日は朝から雨が降るあいにくの天気で
したが、開会式では AOMORI花嵐桜組のきゃさりんさんが踊る「米こめソング」のダンスに合わせて参加者が準備体
操を行い、体を温めて稲刈り作業に備えていました。初めて稲刈りをする参加者は、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していたほか、子どもたちはぬかるみに足を取られながらも一生懸命刈り取り、雨
でずっしりと重くなった稲の束を元気に運ぶ姿が見られました。弘前市在住で今回初めてツアーに参加した菅原一

いち
華
か

ちゃん（７）と千
ち

愛
なつ

ちゃん（４）は「稲は40束くらい刈って、バッタとカエルをつかまえたよ！」「田植えにも来てみた
い！」と笑顔で話していました。会場周辺では商工会主催の第９回田んぼアートまつりも開催され、出店やアトラク
ションで賑わいを見せていました。

第26回稲刈り体験ツアー

「ローマの休日」
収穫！　
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　10月18日、尾上総合高校の全校生徒が第２田んぼアートの稲刈りを行いました。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、約２時間かけて刈り取りを体験しました。１、２年次生は刈り取りや束ね作業、
棒がけと分担して作業に取り組んだほか、３年次生は手慣れた様子で作業を行っていました。３年次生の工藤海

わ た せ
瀬

さん（平川市）は「海外からも注目されている田んぼアートで稲刈りができて誇りに思う。正直、田植えの時はちゃ
んと育つか不安だったが、しっかり実っていることを自分で確認でき安心した。とてもいい経験になったと思う」
と話し、郷土や農業へ理解を深めていました。

共育型地域インターンシップin田舎館に参加する弘前
大学の学生も作業を体験！

お昼はおにぎりと特製の豚汁！

第2田んぼアート

「手塚治虫キャラクター」
刈り取り！



議会費
5,011万7千円 1.5%

総務費
5億887万8千円
14.8%

民生費
9億7,463万6千円

28.4%

衛生費
3億1,078万9千円

9.1%
労働費
386万2386万2千円 千円 0.10.1%%

業費農林水産業
32億1,632万3千円 6.3%

費商工費
221万71億3,2 千円 3.9%

土木費
3億7,039万円
10.8%

消防費
1億8,170万7千円　

5.3%

教育費
3億3,902万9千円

9.9%

公債費
3億3,967万5千円

9.9%

地方交付税
17億2,818万6千円

47.7%

村債
90万1億4,2 円 3.9%

国庫支出金
4億1,323万9千円

11.4%

県支出金
2億7,394万円

7.6%

方消費税交付金地方
1,900万1億1 円 3.3%

の他そ
178万56,1 千円 1.7%

村税
5億9,800万1千円

16.5%

諸収入
7,124万3千円 2.0%

使用料・手数料
8 328万98,328万9千円 2 32.3%

その他そ
5,758万15 千円 1.6%

分担金・負担金
7,298万6千円 2.0%

依存財源
27億3,905万円

75.6％

36億2,215万円
歳 入 

34億2,762万3千円
歳 出 

自主財源
8億8,310万円
24.4%

むらの家計簿を
公開します

　平成29年度決算が村議会９月定例会
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ご紹介
します。なお、千円未満は端数処理をし
ています。

平成
29 年度

平成30年11月号・いなかだて4
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一般会計観光費等 むらおこし推進協議会
歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

入館料 7,278万6千円 維持経費 4,962万4千円 負担金 105万円 維持経費 445万2千円
補助金等 1,294万7千円 PR関係 394万6千円 受託金 400万円 PR関係 253万2千円

投資経費 2,724万9千円 雑収入 106万8千円
繰越金 192万9千円

合計 8,573万3千円 8,081万9千円 804万7千円 698万4千円
※ 差額491万4千円は一般会計に充当しています。

　平成29年度の田舎館村展望台と弥生の里展望所の総入館者数は27万8,240人となりました（春・秋の石アート、
冬の田んぼアートを含む）。田んぼアート関連の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29年度  田んぼアート関連収支報告

このような事業等に使われています

特別・企業会計決算

〔総務費〕
•地区集会施設空調設備 381万円
•地区行政経費補助金 555万円
•地区街灯電気料補助金 44万7千円
•LED街路灯賃借料 351万円
•庁舎空調設備等監視装置更新工事費 2,808万円
•納税貯蓄組合補助金 520万3千円

〔民生費〕
•社会福祉協議会補助金 946万円
•国民健康保険特別会計繰出金 6,978万3千円
•光田寺コミュニティセンター
　　　　　工事設計監理業務委託料 1,036万2千円
•福祉灯油給付費 87万6千円
•介護保険特別会計繰出金 1億2,306万4千円
•障害福祉サービス費（児童含む） 1億6,941万7千円
•福祉バス運転業務委託料 962万6千円
•出産祝金 260万円
•教育・保育施設費 3億325万8千円

〔衛生費〕
•後期高齢者医療広域連合負担金 1億101万7千円
•後期高齢者医療特別会計繰出金 3,294万9千円
•各種健診委託料 1,405万円
•各種予防接種委託料 1,869万円
•乳幼児・子ども医療給付費 2,645万1千円
•黒石地区清掃施設組合負担金 5,374万1千円

〔農林水産業費〕
•農地集積協力金交付事業補助金 1,913万6千円
•農地耕作改善事業補助金 864万9千円
•田んぼアートの里ブランド化
　　　　　　　　　　推進事業補助金 4,960万円
•農業集落排水事業会計繰出金 1,405万1千円

〔商工費〕
•商工会補助金 300万円
•田んぼアート会場警備業務委託料 1,714万3千円
•第２会場アート制作関係業務委託料 333万円
•冬の田んぼアート関係委託料 483万1千円
•むらおこし推進協議会負担金 110万円

〔土木費〕
•舗装補修・側溝整備等工事費 9,896万6千円
•除雪対策費（除雪機械購入費等含む） 6,527万4千円
•下水道事業会計繰出金 1億3,627万6千円

〔消防費〕
•消防事務組合等負担金 1億5,855万9千円

〔教育費〕
•入学祝金 110万円
•通学バス運行業務委託料 4,536万円
•博物館・埋蔵文化財センター・
　　　　　総合案内所指定管理委託料 1,410万円
•文化会館舞台吊物機構改修工事費 1,490万4千円
•学校給食費 8,604万6千円

〔国民健康保険〕
•歳入 10億6,664万1千円
•歳出 9億9,342万6千円

〔後期高齢者医療〕
•歳入 7,747万5千円
•歳出 7,663万円

〔介護保険〕
•歳入 9億9,746万5千円
•歳出 8億2,613万5千円

〔農業集落排水事業〕
•収益的収入 3,190万5千円
•収益的支出 2,718万1千円
•資本的収入 1,376万2千円
•資本的支出 1,809万円

〔下水道事業〕
•収益的収入 3億247万円
•収益的支出 2億4,330万8千円
•資本的収入 1億4,306万6千円
•資本的支出 2億2,250万9千円

〔水道事業〕
•収益的収入 1億8,598万5千円
•収益的支出 1億7,639万9千円
•資本的収入 0円
•資本的支出 5,207万3千円

▷問い合わせ／
　総務課財政係（内線225）

▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
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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。

（１）人件費の状況 （普通会計決算）
年 度 住民基本台帳

人口（年度末） 歳出総額A 実質収支 人件費 B 人件費率
B／ A（％）

前年度の
人件費率（％）

H29 7,929 34億2,350万9千円 1億8,802万3千円 5億8,188万8千円 17.0 16.7
＊　人件費には特別職に支給する給料等を含みます。

（２）職員給与費の状況 （普通会計予算）
年 度 職員数A 給　　与　　費 １人あたり

給与費 B／ A給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B
H30 73 2億4,900万9千円 2,730万5千円 9,855万6千円 3億7,487万円 513万5千円
＊1　職員手当には退職手当を含みません。
＊2　給与費は補正予算（6月）で認定された額です。

（３）職員の平均給料・給与月額、平均年齢 （普通会計 ４月１日現在）
一般行政職 単純労務職

給　料 給　与 年　齢 給　料 給　与 年　齢
277,580円 298,240円 38.01 278,100円 295,350円 46.0

＊　給与とは扶養、住居、通勤、寒冷地の各手当１ヶ月あたりの額を含んだものです。

（４）職員の初任給 （４月１日現在）
一般行政職
（国と同様）

大　卒 179,200円

高　卒 147,100円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額 （４月１日現在）
区　　分 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満

一般行政職 大卒 261,000円 290,200円 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊
高卒 232,000円 265,200円 311,800円 354,200円

単純労務職 高卒 ̶ ＊＊＊＊＊ ̶ ＊＊＊＊＊
＊　対象職員が１人の場合は当該箇所を「＊＊＊＊＊」としています。

（６）一般行政職の級別職員数 （普通会計 ４月１日現在）
級　別 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計

標準的な
職務内容

主　事
主事補 主事 係長

主査

所　　長
課長補佐
主　　幹
主任主査

課　　長
事務局長
所　　長

課　　長
事務局長 ̶

職員数 19 12 13 12 5 5 66
構成比（％） 28.7 18.2 19.7 18.2 7.6 7.6 100.0
＊1　村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
＊2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（７）特別職の給料等 （４月１日現在）
区　分 月　額 期　末　手　当

給　料

村　長 637,000円 　〔H29年度支給割合〕
　　　　６月期　　1.45月分
　　　　12月期　　1.70月分

計　　　3.15月分
副村長 530,000円（実支給390,000円）

教育長 483,000円（実支給360,000円）

報　酬

議　長 253,000円 　〔H29年度支給割合〕
６月期　　1.45月分
12月期　　1.70月分
計　　　3.15月分

副議長 223,000円

議　員 213,000円
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（８）職員手当の状況

期末・勤勉手当

〔H29年度支給割合〕　　　　　　　　 　　　　期　末　　　　　　勤　勉
６月期　　　　1.175月分　　　　0.775月分
12月期　　　　1.325月分　　　　0.925月分
計　　　　　　2.5月分 　　　　1.70月分

　　　　　　　　　　　　　　　職制の段階、職務の級別による加算措置：有

退職手当

〔４月１日現在〕　　　　    　　　 　　　   　　自己都合　 　　応募認定退職・定年
勤続20年　 　　19.6695月分　　　　24.586875月分　
勤続25年　 　　28.0395月分　　　 　33.27075月分　
勤続35年　 　　39.7575月分　　　　　　47.709月分　
最高限度額　  　　47.709月分　　　　　　47.709月分　

　　　　　　　　　　　　　その他の加算措置：定年前早期退職措置（２～45％加算）

扶養手当

配偶者 6,500円

配偶者以外
子　　　　　　　　 10,000円
父母等　　　　　　 6,500円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 １人につき5,000円加算

住居手当 借家・借間
月額12,000円  （１）月額23,000円以下　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を超える家賃　 　　→家賃－12,000円の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）月額23,000円を超える場合　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　→（家賃－23,000円）×１／２＋11,000円の額（27,000円限度）

通勤手当 交通用具使用者　２km～60km：2,000円～29,800円　　60km～：31,600円
＊　時間外、特殊勤務手当は省略します。

（９）部門別職員数と主な増減理由 （４月１日現在）
区　分

部　門
職員数 対前年増減数 主な増減理由H29年度 H30年度

一般行政

議　会 2 2
総　務 22 21 △1　 欠員
税　務 6 7 1 欠員補充
民　生 6 6
衛　生 7 8 1 栄養士採用
農　水 7 7
商　工 4 4
土　木 4 4
小　計 58 59

特別行政 教　育 13 13
小　計 13 13

公営企業等

水　道 2 2
下水道 1 1
その他 6 6
小　計 9 9

合　　計 80 81 1
＊1　職員数は一般職に属する職員数であり、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　H30年度 定員管理調査より

（10）定員管理の数値目標と進捗状況
①2023年４月１日までの数値目標

４月１日現在　職員数 2023年４月１日　職員数 増減数
81 90 9

②定員管理の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年４月１日現在）
部　門 H26年計画開始期 H27年 H28年 H29年 H30年

一般行政 職員数 57 57 58 58 59
増　減 0 1 0 1

教　　育 職員数 13 13 14 13 13
増　減 0 1 △1　 0

公営企業等 職員数 9 9 10 9 9
増　減 0 1 △1　 0

計 職員数 79 79 82 80 81
増　減 0 3 △2　 1

＊1　職員数は一般職に属する職員数
＊2　増減は、前年と比較した職員増減数 ▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

〔　　　　　　　〕
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話 題 い ろ い ろ

9/25 交通安全のために

10/8 ホールインワンも続々と

　夕暮れ時が早くなる季節に向けて、青森県トラック
協会南黒支部からピンク・緑・黄色の反射材ソフト
キャッチバンド600本が寄贈され、役場村長室で贈
呈式が行われました。
　同支部は南黒地区（黒石市・平川市・藤崎町・大鰐
町・青森市浪岡・田舎館村）の運送業54社からなり、
反射材の寄贈は毎年、管内の市町村を対象に行われて
いるもので、山本清人支部長が「反射材は手足や自転
車に簡単につけられるので、ドライバーに早く気づい
てもらい、1件でも事故が少なくなれば」と村長へ目
録を手渡しました。
　寄贈された反射材は、収穫感謝祭＆シクラメン市で
来場者に配付する予定です。

　グラウンドゴルフ協会主催の第5回田んぼアートの
里 村民グラウンドゴルフ大会が旧田舎館小学校跡地
で行われ、50人が参加しました。参加者は10組に
分かれて12ホール2ラウンドをプレーし、秋晴れの
中さわやかな汗を流しました。上位表彰のほか、ホー
ルインワンを決めた18人には、ホールインワン賞が
贈られました。

一般の部 協会員の部
1位：一戸 静子　（70打）1位：平川 良一　（52打）
2位：花田 一雄　（71打）2位：鎌田 キサ　（59打）
3位：藤沢 隆明　（75打）3位：平澤 清藏　（60打）
4位：　泊　 洋子　（77打）4位：小野 新太郎（62打）
5位：鎌田 祐三郎（77打）5位：阿部 京子　（62打）

　９月25日、行幸啓の想い出を語る会を弘前市のホテルニューキャッスル3階「麗峰の間」で行い、約130人
が参加しました。会では「あさゆき」や「青天の霹靂」、古代米のご飯をはじめ、天皇皇后両陛下がお召し上が
りになった御膳を再現した料理が提供されたほか、当時をたどる記録映像の上映、歌手の Sinonさんとピア
ニストの小松由美子さんによるステージを行い、参加者は料理を楽しみながら当時を懐かしんでいました。

ご来村の思い出をふり返る
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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。
☎58-2111（代表）役場からの情報

納税相談

と　き ところ

休　日
11月25日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
11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）

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28日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

役場閉庁日の火葬許可証発行
　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１日（土）、８日（土）、15日（土）、
　23日（日）、30日（日）
　　　　　午前８時15分～正午
○ところ／役場１階住民課
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

収穫感謝祭＆シクラメン市
　毎年恒例の収穫感謝祭＆シクラメン市では色鮮やかな
シクラメンをはじめ、約5,000鉢以上の花き類を村民体
育館で展示、販売します。
　また、役場の周辺会場では農産物や軽食、工芸品など
多数の出店が並ぶほか、芸能発表や映画上映も行いま
す。皆様のご来場をお待ちしています。
○とき・行事内容／
11月17日（土）　午前９時～午後４時
・餅つき実演、三色餅配付
・村民パフォーマンス選手権～O

十

h!H
八

a!コ
番

ンテスト～
11月18日（日）　午前９時～午後３時30分
・芸能発表会
・獅子踊り演舞
・交通安全グッズ配付
・第５回田んぼアート短文芸コンテスト表彰式
・映画上映「怪盗グルーのミニオン大脱走」
両日開催
・シクラメン競り市
・ずき芋汁無料振るまい
・サークル作品展
・フリーマーケット　ほか

▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
　　　　　　　教育課社会教育係（内線502）　
　　　　　　　中央公民館　☎58－2250（直通）

献血（全血）
　収穫感謝祭＆シクラメン市の会場で実施します。
○と　き／11月17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）

63、164）
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▽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!!

　次の電話番号にかけると、防災無線で放送された内容
を聞くことができます。ぜひご利用ください。

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、予約制の年金相談を実施してい
ます。予約は希望日の１ヶ月前から前日まで受け付けし
ていますので、予約専用電話か弘前年金事務所へお申し
込みください。
　なお、予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や
年金証書をご準備ください。
○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日を除く）
▷問い合わせ／予約専用　☎0570－05－4890
　　　　　　　弘前年金事務所　☎27－1339
　　　　　　　住民課国保年金係（内線162）

油の流出事故に気をつけよう！

　冬季になると、家庭や事業所でお使いの灯油が流れ出
す事故が多発します。
　河川は水道や農業用水に利用されており、事故によっ
て灯油が側溝や水路を通じて河川に流れ出てしまうと、
下流域全体に影響を及ぼすだけでなく、川の生き物にも
悪影響を与えてしまいます。
　また、事故処理にかかった費用は、原因者に負担して
いただくことになります。家庭や事業所では、「油類を
取り扱う責任者」という意識を持ち、タンクの点検や補
修を行い、除雪時の破損にも十分注意しましょう。事故
を起こした場合や発見したときは、以下のいずれかへ速
やかにご連絡ください。
○事故のおもな原因／
・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している時に目を離す
▷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

健診標語を募集

　保健協力員会では、皆様に健康への意識を高めていた
だくため、平成26年度から各ごみステーションに標語
を掲示しています。そこで、来年度の健（検）診・健康
に関する標語を募集します。
　素敵な標語をお待ちしています。
○今年度掲示した優秀作品／
・一に健診、二に健診、三四は元気で、五は長寿
・健診は　我が家の年中行事　明るい家庭
・健診は　我が身を守る　バロメーター
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、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と弘前人権擁護委員協議会で
は、12月４日（火）～12月10日（月）の第70回人権擁
護週間にちなみ、人権特設相談所を開設します。
　困りごとや心配ごとがある方、どこに相談したらよい
かわからないという方は、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、秘密は守ります。
○と　き／12月３日（月）　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　☎26－1150

教育委員会表彰

　教育委員会では毎年、善行があった児童・生徒、学
術・文化の向上発展や体育・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。
　表彰候補者は小 ･中学校、高校、村内各種団体などに
推薦していただいておりますが、該当される方を漏れな
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31年２月17日（日）に開催を予
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30年１月１日～12月31日
○推薦期限／平成31年１月４日（金）
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・機関が主催する文化的
な大会や展覧会などで最高の賞を受賞
・全国的に広く知られている団体・機関が主催する文化
的な大会や展覧会などで入賞
○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、その他権威ある大会で優勝
・東北大会で３位以上入賞
・県最高記録を更新
・全国大会で６位以上入賞
・日本記録以上を更新
▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）
　　　　　　　☎58－2363（直通）
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入札結果
　詳しくは役場２階総務課か、村のホームページで公表しています。予定価格と落札価格は消費税等込みの額です。

入札日 工事名 予定価格 落札価格 工事場所 業者名 工期

9/28 第31号：大根子1号線舗装補
修工事 13,003,200円 12,528,000円 大根子 東青建設（株） H31/

２/28

9/28 第32号：前田屋敷3号線舗装
補修工事 7,916,400円 7,592,400円 前田屋敷 青南建設（株） H31/

１/31

9/28 第33号：二津屋高田線舗装補
修工事 16,491,600円 15,843,600円 東光寺 （株）阿保建設 H31/

２/28

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

10/3 FF式石油暖房機 1,971,000円 1,702,080円 田舎館　
　小学校 （株）角弘 弘前支店 11/30

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

I n f o rm a t i o n

下水道への早期接続を
　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り、生活環境や自然をみんな
で守るため、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、書類作成や届け出の手続きは、事業者が皆
様に代わって行います。
　ご不明な点は、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）

給水装置工事事業者の指定

　新しく次の業者を指定しました。

10月５日付
(有 )鶴水設備工業（鶴田町）　☎0173－22－6477

▷問い合わせ／建設課業務係（内線233）

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。
　秋から冬に渡りが始まり、本病発生の警戒が必要な時
期になりますので、次のことに注意しましょう。
○家きん（鶏・あひる・うずらなど）を飼っている場合
・渡り鳥や野鳥との接触をさけるため、屋外での放し飼
いは避けましょう。
・飼育小屋は２㎝角以下の防鳥ネットで囲み、定期的に
消毒しましょう。
・世話をするときは専用の履き物、衣服を使用し、終了
後はそれらと手指を消毒しましょう。
・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。
○死んだ野鳥を見つけたら
・素手で触らないようにしましょう。
・多数の野鳥が集団で死んでいたときはご相談くださ
い。
・病気以外で死んだ野鳥を処分するときは、ビニール袋
に入れ、一般ごみで処分してください。
▷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　☎33－3857
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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２日（日）　午前７時～午前９時30分　受付　　○ところ／中央公民館
○受診料／いずれも無料

項　目 対　象　者

特定健診・健康診査
20～39歳の方、40～74歳の国民健康保険加入
者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護を受給
している方

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

※大腸がん検診の検体は、役場１階厚生課でも12月25日（火）まで受け付けています。
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

災害対策の協定を締結しました
　10月15日、村と（一社）青森県解体工事業協会津軽支
部との間で、「災害時における建築物等の解体撤去に関す
る協定」を締結しました。役場２階庁議室で行った締結式
では、村長と工藤昭義津軽支部長が、協定により相互に協
力していくことを確認し、協定書に調印しました。
　近年、異常気象による自然災害の危険性が増している
中、協定はその対策のひとつとするもので、村内で災害が
発生、またはそのおそれがある場合に、応急・復旧活動や
被害者の救助を目的とした建築物等の解体、災害廃棄物の
撤去を迅速かつ的確に実施するため、要請に基づく一連の
対応について定めています。
▷問い合わせ／総務課防災交通係（内線221）

新年の抱負を立ててみませんか
　広報いなかだてでは、来年の年男・年女の方から、新
年の抱負を募集します。平成31年１月号に掲載を予定
しています。新年の抱負は、ご応募いただいた方の氏名
と写真、お住まいの地区を掲載する予定です。なお、写
真は後日、撮影にお伺いします。
　皆様からのご応募をお待ちしています。
○対　象／村在住で来年の年男・年女の方
○掲載定員／先着６人
○応募期限／11月28日（水）
○１月号の発行日／12月27日（木）
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

結婚したい方の交流会
　離婚歴がある方の参加もお待ちしています。お子さん
がいらっしゃる方はご相談ください。
○と　き／12月１日（土）　
　　　　　午後５時30分～午後９時
○ところ／ダイニングリゾート エル・ライナー
　　　　　弘前市城東北３丁目11－10
○参加料／女性2,500円、男性3,500円
○対象・定員／20～40歳代の独身者で、弘前市、黒石
市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西
目屋村に在住または在勤の方、男女各20人
○申込締切／11月22日（木）
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）
　　　　　　　 deai-koryu@vill.inakadate.lg.jp
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暮らしの情報
65歳以上の健康サポート教室

　加齢に伴う転倒予防・認知症予防に、ぜひお役立てく
ださい。無料送迎がありますので、ご希望の方は開催日
の１週間前までにお申し込みください。
○とき・ところ／いずれも午後１時30分～午後３時

12月 ３日（月） 中央公民館大広間
　　10日（月）

ふれあいセンター大広間
　　17日（月）

○テーマ／イスを使った健康体操
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

消費税軽減税率制度の説明会
　来年10月からの消費税率引き上げとともに始まる軽
減税率制度は、対象品目の取り扱いがない場合や、消費
税の免税事業者でも対応が必要となる場合があります。
　参加される方は事前にお申し込みください。
○と　き／12月11日（火）　午後２時
○ところ／村商工会 会議室
▷問い合わせ／村商工会　☎58－2417

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
引き下げ、長時間労働、パワハラなど）に、青森県労働
委員会委員が無料で相談に応じます。
○と　き／

12月 ４日（火） 午後１時30分～午後３時30分

16日（日） 午前10時30分～午後０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／あおもり労働相談ダイヤル
　　　　　　　☎0120－610－782

自衛官を募集しています

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 11/16 12/１、２

高等工科学校
生徒
（男子・推薦） 中卒

（見込み含）
17歳未満

11/30
H31/
１/５～７
いずれか１日

高等工科学校
生徒
（男子・一般）

H31/
１/７

H31/
１/19

　受験資格など詳しくは、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

裁判員制度
候補者名簿記載の通知を発送します

　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選
挙人名簿から無作為抽出した名簿を基に地方裁判所で作
成されるもので、2019年の名簿に記載される人数は全
国で約23万3,300人です。
　この名簿に記載された方には、11月中に通知が送ら
れます。通知は来年２月以降の約１年間に裁判所へお越
しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前
に伝え、心づもりをしていただくためのものです。
　また、候補者になった方々の負担を軽減するため、通
知とともに調査票をお送りして個人の事情を早期に把握
し、辞退が認められる場合には裁判所へお越しいただく
ことがないようにしています。
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所
　　　　　　　☎017－722－5421

津軽広域水道用水供給事業ビジョン改定（案）へのパブリックコメントを募集
　津軽広域水道企業団は、浅瀬石川ダムを水源として弘前市、黒石市、五所川原市、平川市尾上・平賀地区、青森市
浪岡地区、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町に水道用水を供給しています。平成30年度から10年間を期間とする
事業計画案をホームページで公開しますので、皆様の意見や提案をお寄せください。
○募集期間／11月22日（木）～12月５日（水）　　○ホームページアドレス／ http://www.tusui.jp/
○対　象／管内市町村に在住、在勤、在学の方か、事業所等がある個人・法人・その他団体など
○提出方法／①件名、②氏名（法人等は名称と代表者氏名）、③住所、④在住・在学の区分を明記し、郵送か持参、
FAX、電子メールのいずれかで提出してください。

　〒036－0342　黒石市石名坂字姥懐２　津軽広域水道企業団 津軽事業部総務課
▷問い合わせ／津軽広域水道企業団　☎52－6033　FAX53－2983　 tugaru@tusui.jp
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11月９日は「119番の日」
　総務省では、毎年11月９日を119番の日と定めてい
ます。火災や急病、けが、交通事故など、突然目の当た
りにすると誰でも気が動転した状態になりがちです。
　一刻を争うときでも、慌てず、落ち着いて通報できる
ように、地域や勤務先で実施する防災訓練の際に、通報
訓練を積極的に行っておきましょう。
○通報のしかた

平成29年中の通報件数
　弘前地区消防事務組合管内（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）であっ
た通報は14,132件、１日あたり39件で、36分に１件
の割合で発生しています。
119番は緊急通報専用です！
　管内で加入電話（一般・IP）や携帯・公衆電話で通報
すると、弘前市にある指令センターにつながり、そこか
ら災害現場に最も近い消防署に出動指令を出します。
○ FAXや電子メールで119番
　聴くことや話すことが不自由な方の通報手段です。詳
しくはホームページ http://www.hirosakifd.jp/をご覧
になるか、お問い合わせください。
○火災・災害の問い合わせは
　災害情報テレホンガイド　☎0180－991－995
○夜間・休日の救急情報は
　医療機関紹介　☎32－3999
▷問い合わせ／弘前地区消防事務組合消防本部　
　　　　　　　☎32－5101

アロマ石けん作り（小学生対象）
○と　き／平成31年1月11日（金）
　　　　　午後1時30分～午後3時
○ところ／大鰐町地域交流センター鰐 come 研修室
○対象・定員／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳
町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の小学生30
人程度
○参加料／800円
○申込方法／郵便はがきか電子メールに、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電話番号を明記してお申し込みください。
　１回の応募で２人までお申し込みでき、３年生以下は
保護者の同伴が必要です。
　〒036-8003　弘前市駅前町9－20ヒロロ3階
　津軽広域連合　アロマ石けん作り体験教室係
○申込締切／12月14日（金）　※当日消印有効
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201
　　　　　　　 rengou@tsugarukoiki.jp

放送大学 ４月入学生募集
　放送大学はテレビの放送や、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。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学な
ど約300科目があり、１科目から学ぶことができます。
　10～90歳代の幅広い世代、約９万人の在学生が、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
ど様々な目的で学んでおり、半年や１年間の在学も可能
です。また、卒業すれば学士を取得できます。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31年３月17日（日）
○ホームページアドレス／ http://www.ouj.ac.jp　
▷問い合わせ／放送大学青森学習センター　
　　　　　　　☎38－0500

不動産取得税を忘れずに
　不動産取得税は、土地や家屋を有償・無償、登記の有
無にかかわらず、売買、贈与、交換、新築・増改築で取
得したときに、その取得者に一度だけ課税される青森県
の税金です。不動産の取得後、納税通知書が送付されま
すので、指定の期限までに納めてください。
　なお、一定の要件にあてはまる住宅や土地を取得した
場合は、申請により軽減される制度があります。詳しく
は青森県のホームページをご覧になるか、お問い合わせ
ください。
○ホームページアドレス／ http://www.pref.aomori.
lg.jp/life/tax/004_01fudousanindex_00.html
▷問い合わせ／中南地域県民局県税部
　　　　　　　☎32－1131

救急車が出動

20歳くらいの人が急に倒れて、
現在意識がありません。
（見た状態を詳しく）

何歳の人が、どんな状態
ですか？

○○村○○字○○123-1。
△△株式会社です。

住所を教えてください。

救急です。具合が悪い人が
います。

はい、119番です。
火事ですか、救急ですか？

通信員 通報者
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戸 の籍 窓

  あとがき

人口と世帯
（10月末日現在）

男 3,721 （－11）

女 4,168 （+5）

計 7,889 （－6）

世帯 2,771 （+5）
（　）は前月との比較

交通事故概況
(10月末日現在）

県　内 村　内

件 数 302（2,397） 3 （25）

死 者 3 （37） 0 （0）

傷 者 362（2,937） 7 （35）
（　）は1月からの累計

広報をアプリや
ウェブで

スマホ・タブレットのアプリで読む 記事をウェブで確認

▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

　稲刈り体験ツアーで参加された皆様に刈り取っていただいた「あさゆき」は、来年の
田植え体験ツアーでお配りする昼食のおにぎりで登場する予定です！お楽しみに！

（
（
（

お誕生おめでとうございます

藤　本　菜
な

奈
な

叶
か

 ちゃん
（直弥・李帆）八 反 田

小　枝　朔
さ

　久
く

 くん
（大倫・麻未）前田屋敷

乗　田　真
ま

沙
さ

菜
な

 ちゃん
（秀晴・道子）高　　田

齊　藤　望
も

　心
な

 ちゃん
（真也・真由佳）大 根 子

ご結婚おめでとうございます

千　葉　　勉 弘 前 市
花　田　侑　子 前田屋敷

中　川　道　隆 北 海 道
髙　木　紀　恵 川　　部

成　田　博　幸 弘 前 市
一　戸　麻　衣 豊　　蒔

おくやみ申し上げます

太　田　勝　治（84歳） 枝　　川
八木澤　金　作（86歳） 田 舎 舘
相　馬　利　男（91歳） 垂　　柳
中　田　兼　光（77歳） 前田屋敷
鈴　木　廣　一（104歳） 川　　部
福　原　ミ　サ（94歳） 高　　田
葛　 　貞　千（77歳） 大　　袋
工　藤　　登　 （85歳） 新　　町
山　谷　勝　雄（88歳） 前田屋敷

９月21日～10月20日受付
村に現住所がある方を掲載しています。 敬称略

新刊のご案内図 書 室 だよ り

・自分を強くする 横山信弘／著　フォレスト出版
・日本が売られる 堤未果／著　幻冬舎
・医者が考案した「長生きみそ汁」
 小林弘幸／著　アスコム
・スマホを落としただけなのに 志駕晃／著　宝島社

・黒い紙 堂場瞬一／著　KADOKAWA
・掟上今日子の乗車券 西尾維新／著　講談社
・沈黙のパレード 東野圭吾／著　文藝春秋
・七月に流れる花 恩田陸／著　講談社
・ノラネコぐんだん おばけのやま
 工藤ノリコ／著　白泉社
・れいぞうこのおくのおく うえだしげこ／著　教育画劇
 ほか

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250

　10月号 P.6の第60回地区対抗野球大会
記事の氏名に誤りがありましたので、以下
のとおり訂正して、お詫び申し上げます。
誤・田澤克泰さん　→　正・工藤克泰さん

お詫びと訂正



編
集
と
発
行
／
田
舎
館
村
役
場

〒
038-1113

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
田
舎
舘
字
中
辻
123-1

平成30年11月号・いなかだて16

　10月５日、食生活改善推進員会によるウォーキン
グが行われ、会員や村民22人が参加しました。参
加者は中央公民館を出発し、「田

じゃいご

舎あるぎ衆
んど

」で村の観
光ガイドをしている鈴木昭雄さん、小野幸子さんととも
に、村の歴史や魅力をたどる“街歩き”を体験。田舎舘
城址や十一面観音像、刀匠の中畑貢（号・國廣）さん
が開いている「刀の庵

いおり

」などを巡りながら、ウォーキン
グを楽しみました。
“街歩き”で地域の魅力を再発見
　９月１日～10月31日、津軽まちあるき観光推進実
行委員会により、今年で３回目を迎える「津軽まちある
き博覧会」が開催されました。中南津軽７市町村（弘前
市、黒石市、平川市、大鰐町、藤崎町、田舎館村、
西目屋村）のほか、今年から板柳町と鶴田町が加わ
り、地域のボランティアガ
イドを中心に延べ170人
のナビゲート、全44コン
テンツの街歩きで、津軽
地域の魅力発信キャンペー
ンが行われました。
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は12月6日（木）の予定です。

須藤月
る な

渚さん（豊蒔）
「水泳の目標だった背泳ぎ
50ｍで38秒を切ることが
できました。次は個人メド
レー200ｍで2分50秒を目
標にがんばります」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

Happy Birthday

※12月、１月生まれのお子さん募集（12月生まれは11/19、１月生まれは12/５締切）❶氏名（ふりがな）❷生年月日 
❸住所 ❹保護者氏名 ❺コメントを添え、写真を企画観光課企画係へ持参か郵送（写真は後日返送）、または電子メー
ルでpublic-info@vill.inakadate.lg.jpに画像をお送りください。

H25/11/20生
「ニコニコ笑顔で元気
いっぱいの次男坊☆大き
くなってね！」

H26/11/26生
「おしゃべり＆やんちゃ
＆甘えん坊のマナティー
☆のびのび育ってね♡♡
♡」

11月生まれのおともだち
垂　柳

肥後 心
ま な と

翔くん工藤 勇
ゆ う き

輝くん

田舎舘

歴史を巡りながら、健康づくり歴今月の
表紙

　10月６日、中学校吹奏楽部によるコンサートが
田舎館中学校体育館で開催されました。３年生に
よるアンサンブル曲「ムーンライト・セレナーデ」か
ら始まり、ポップスを中心に14曲が披露されまし
た。台風25号の影響により開催日の変更があった
ものの約100人が来場し、部員26人の演奏にた
くさんの拍手が送られていました。

豊かなハーモニーを響かせて




