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17日の献血では田舎館ライオンズクラ
ブと村の赤十字奉仕団が記念品を贈呈

グランプリは総勢15人で一輪車の演技を披露した劇団GFD
ゲスト審査員を務めたアルプスおとめの4人が
ミニライブも披露

審査員特別賞はツインボーカルのバンド、
ヤバイタンクトップ屋さん

芸能発表会裏千家佐藤社中の茶道体験

収穫感謝祭＆シクラメン市

準グランプリのミルフィッシュは3年連続入賞！

　11月17日と18日、役場周辺会場で開
催した収穫感謝祭＆シクラメン市では、シ
クラメンをはじめとする約5,000鉢の花
き類や観葉植物を買い求め、2日間にわ
たり多くの来場者で賑わいを見せました。
18日には田んぼアートにちなんだ川柳・
俳句・短歌部門に総計426件の応募があっ
た第5回田んぼアート短文芸コンテストの
表彰式も行われ、県内外から出席した受賞
者に賞状と副賞が授与されたほか、両日中
は作品展示やフリーマーケット、映画上映
などたくさんの催しを行いました。

村民パフォーマンス選手権
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話 題 い ろ い ろ

10/14 全国3位の座を勝ち取る

　東京都の両国国技館で行われた第15回全国少年相
撲選手権大会に館城スポーツ少年団が若の里チーム
A・Bとして出場し、栩内陽

ひ な た

向さん（中学3年・藤崎
町）、工藤由

よしひさ

玖さん（小学6年・田舎舘）、岡崎良
りょうたろう

太郎
さん（小学5年・黒石市）、工藤光

こうせい

晟さん（小学4年・
田舎舘）、佐藤楓

ふ う た

汰さん（小学3年・弘前市）のチーム
Aが3位に入賞しました。
　若の里チームでの出場は大相撲の西岩親方（元関脇
若の里）との交流がきっかけで、チームA主将の栩内
さんは「全国級力士との対戦は次に向けていい経験に
なった」と話していました。

　10月10日、弘前アップルロータリークラブ
から岩手県陸前高田市を題材にした絵本「ハナミ
ズキのみち」4冊が寄贈され、役場3階教育長室
で贈呈式が行われました。
　同クラブによる図書の寄贈は毎年、会員の出身
市町村を対象に行われているもので、成田学会長
は「本を通じて震災や被災地の様子を知ってもら
えれば」と話し、八木橋宣之副会長、寄贈を企画
した同クラブ奉仕プロジェクト委員会の竹浪大輔
委員長とともに教育長へ目録を手渡しました。同クラブは陸前高田ロータリークラブと友好クラブであり、毎
年9月に弘前市内で開かれるイベントでは両クラブの会員が一緒になって陸前高田市の特産品を販売していま
す。図書はその収益で購入されたもので、田舎館小・中学校へ2冊ずつ配置されます。

東日本大震災がテーマの図書を寄贈

10/20 秋の渓流を散策

　教育委員会主催による成人教養講座「奥入瀬渓流
ウォーキング」が行われました。
　講座は村内在住の20～65歳の方を対象に行われ
ているもので、この日は8人が参加。中央公民館から
バスで現地へ移動後、石

い し け ど

ヶ戸休憩所からゴール地点の
子
ね の く ち

ノ口を目指して約9㎞を歩きました。子ノ口までは
3時間ほどの道のりで、途中にある銚子大滝に差しか
かった際には、高さ約7m・幅約20mの滝から上が
る水しぶきに「大きくて迫力がある」と歓声があがり、
参加者は深い自然林の中を巡りながら、秋の景観を楽
しんでいました。
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10/23 児童、生徒が音楽で交流

　田舎館小学校体育館で第8回小中音楽交流会が開催されました。小学校の部では20日に行われた田舎館小学校音
楽発表会の曲目から合唱や演奏を、中学校の部は21日に行われた田舎館中学校合唱コンクールの曲目を学年順に披
露しました。また、中学校吹奏楽部の演奏も行われ、児童と生徒は音楽を通して相互に交流を図りました。

10/28 弥生時代を感じながら

　「田園」未来を築く会主催による弥生JAZZコンサー
トが埋蔵文化財センターで開催されました。
　コンサートには約60人が来場し、主に県内でコン
サートを披露しているM-Session（平川市）と葛西悟
＆friends（弘前市）の2組が出演。遺構露出展示室に
設けられたステージで、映画やテレビ番組の有名な楽
曲、ポップスのアレンジ曲などジャンルにとらわれな
い演奏を披露したほか、ゲストに弘前大学のアカペラ
サークルも出演し、来場者は約2100年前の水田遺構
に響く多彩な音色を楽しんでいました。

話 題 い ろ い ろ

11/3 ありがとうのメッセージを贈る

　勤労感謝の日にちなんで田舎館こども園の年長児
19人が役場2階村長室を訪問し、村長を激励しまし
た。児童らは村長へ「いつもお仕事ごくろうさまで
す！これからも体に気をつけて、お仕事がんばってく
ださい！」と大きな声で元気に労いの言葉を贈りまし
た。また、年長組を代表して安田風

ふ う が

雅くん（6）と古山
美
み く

空ちゃん（6）が「これはプレゼントです。どうぞ
使ってください！」と、村のゆるキャラ「米こめくん」
をあしらった特製ファイルスタンドや花束を手渡しま
した。
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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
12月23日（日）
午前9時～午後4時

役場１階
税務課

夜　間
12月26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
　村県民税（4期）、国民健康保険税（6期）、介護保険料
（6期）、後期高齢者医療保険料（6期）
▷問い合わせ／
　村県民税…税務課税務収納係（内線124）
　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）

役場閉庁日の埋火葬許可証発行
　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／1月1日（火）、3日（木）、5日（土）、13日（日）、
19日（土）、26日（土）

　　　　　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）

国民年金だより
国民年金保険料を2年前納したときの社会保険料控除
　国民年金保険料の2年前納を今年された方は、次のど
ちらかの方法で申告してください。
①全額を納めた年に控除
　申告の際に日本年金機構から届いた「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」下部にある3年分3枚の証明
書を、切り離さずに添付してください。申告額は控除証
明書に記載されている「①納付済額」です。
②3年に分けて、各年分の相当額を各年に控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」下部にある3年分3枚の証明書のうち、
平成30年分の1枚を切り離し、添付してください。残
りの2枚は以降各年の申告に使用しますので大切に保管
してください。申告額は控除証明書の「各年に分けて申
告する場合の証明額」欄に記載されている金額です。
　なお、平成30年に分割で申告した場合、次の年に残
りの2年分をまとめて申告することはできませんのでご
注意ください。
▷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

福祉灯油を給付します
　低所得の高齢者世帯への経済的負担を軽減するため、
田んぼアート観覧収益の一部を活用して、灯油を給付し
ます。
○対　象／村内在住で平成31年1月1日までに70歳以
上に到達する高齢者のみで構成される世帯のうち、平
成30年度における村民税の非課税世帯。ただし、次
の①～③を除きます。
①平成30年度分の住民税が課税されている方の税務上
の扶養親族となる方がいる世帯
②高齢者介護施設等に入所されている世帯
③生活保護世帯
○支給方法・引換店
　対象世帯には役場から灯油54Ｌ（ポリタンク3個分）の
引換券（18Ｌ×3枚）を送付します。引き換えは以下の
取扱業者に券を提出し、灯油と引き換えることとします。
・（有）黒石石油 ゼネラル黒石 SS　☎52－5477
・（有）山本石油店（配達のみ）　☎58－2339
・津軽みらい農業協同組合 田舎館給油所　☎58－2215
○引換期限／平成31年2月28日（木）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154、155）

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。

成人式
○と　き／平成31年1月13日（日）　午後2時　
○ところ／式典：文化会館文化ホール
　　　　　記念パーティー：中央公民館大ホール
○対象者／
　平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの方
▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線501、502）
　　　　　　　中央公民館　☎58－2250（直通）

村議会委員会等の活動概況
　以下の日程で委員会等の活動がありました。
○とき／11月9日（金）
　総務文教常任委員会
　内容／所管課の事業等
　産業経済常任委員会
　内容／所管課の事業等
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

後期高齢者医療制度　被保険者の皆様へ
高額療養費（外来年間合算）
○対象者／7月31日（基準日）時点で被保険者証の窓口負担割合が１割の方（住民税の非課税世帯を除く）
○対象期間／8月1日～翌年7月31日の1年間　※期間は毎年同じ
　　　　　 （今回は平成29年8月1日～平成30年7月31日）
○支給額／外来診療の自己負担額合計から高額療養費で支給された分を除いて144,000円を超過した分の額
○支給申請／
（ア）高額療養費の支給を受けたことがある方…登録口座への振り込みで支給します。
（イ）高額療養費をこれまで支給されたことがない方…12月下旬に青森県後期高齢者医療広域連合から申請のお知ら

せを送付します。お知らせが届いた方は役場1階住民課に申請してください。
※対象期間中に後期高齢者医療制度へ加入した方や村に転入された方は、支給対象になっていてもお知らせが送付さ
れない場合がありますので、自己負担額合計から計算して144,000円を超えた方はお問い合わせください。

○必要なもの／①支給申請書
　　　　　　　②高額療養費（外来年間合算）の支給申請について（お知らせ）
　　　　　　　③マイナンバー（個人番号）がわかるもの（通知カードやマイナンバーカード）
　　　　　　　④本人確認書類（官公庁発行、発給の顔写真付き身分証明書等）
　　　　　　　⑤印鑑（認印）
　　　　　　　⑥口座情報がわかるもの
※被保険者が亡くなられている場合、被保険者以外の方が申請・受領する場合、期間内に青森県後期高齢者医療制度
以外の医療保険に加入歴があって自己負担額がある場合はご相談ください。

薬剤併用禁忌の防止とポリファーマシー（多剤処方）対策
　異なる医療機関から薬剤が処方されるときに、その組み合わせの併用は避ける
べきといわれる薬剤が処方されていることがあります。そのまま服用した場合、
重篤な副作用や相互に作用して効果が弱まるなどの悪影響が懸念されます。
　また、複数の医療機関を受診されている場合、それぞれの医療機関では処方薬
の管理が適切になされていますが、処方されているもの全てを見ると同じ成分の
薬剤が重複して処方されていることもあります。
　広域連合では、これらの場合に該当する方へ薬剤の情報を記載した通知をお送
りしていますので、通知が届いた方はかかりつけ医や薬局へ相談してください。

医療費通知
　国の税制改正により、今年から医療費通知を確定申告へ利用できるようになりました。
　今回発送する医療費通知（平成30年1月～12月診療分）では様式を改め、新たに自己負担相当分を記載しています。
通知がお手元に届くのは平成31年2月末頃となります。
▷問い合わせ／青森県後期高齢者医療広域連合　☎017－721－3821
　　　　　　　住民課国保年金係（内線161）

人権・行政相談
○と　き／平成31年1月16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）
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I n f o rm a t i o n

田舎館村表彰式・新年互礼会
　村では表彰条例に基づき、村の政治、福祉、文化などで功労のあった方を表彰しています。また、表彰式の終了後
は、受賞者の皆様をお祝いするとともに、村政に関わる各団体や住民の方々が一堂に会する場として新年互礼会を開
催いたします。各地区、団体、会社等単位での申し込みも可能です。
　多数のご参加をお待ちしています。
○と　き／平成31年1月4日（金）　午後2時30分　受付開始、午後3時　表彰式
○ところ／表彰式：文化会館文化ホール、新年互礼会：中央公民館大ホール
○会　費／3,000円（当日受付）　　○申込締切／12月21日（金）
○受賞者（敬称略）
・村議会議員…鈴木和久（川部）　・消防団員…一戸光郎（豊蒔）、工藤祐嗣（高樋）、田澤純弥（諏訪堂）、
　成田剛（和泉）、田澤茂樹（大根子）、石郷岡光一（境森）、葛西彰彦（大根子）
・交通指導隊員…葛西正人（大袋）　・農事連絡員…小野謙市（東光寺）　・寄贈…中田榮造（弘前市）
・国土交通大臣表彰（自動車関係功労）…須藤秀光（畑中）
▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

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

10/30 第35号： 老人憩の家温泉ポンプ取替工事 4,220,381円 3,996,000円 畑中 ㈱東北ポンプシス
テム販売

H31/
1/31

10/30 第36号： 畜産総合普及センターLED化工事 2,762,438円 2,181,600円 高樋 ㈲中央電気工事 H31/
1/31

10/30 第37号：展望所周辺舗装工事 3,542,400円 3,434,400円 高樋 ㈲桜庭建設 12/25

10/30 第38号：十二川原堂野前線外防雪柵設置及び撤去工事 3,391,200円 3,218,400円 高樋ほか ㈱丸勝小野商事 H31/
3/26

10/30 第39号：二津屋高田線外防雪柵設置及び撤去工事 7,365,600円 7,020,000円 東光寺ほか ㈱福原組 H31/
3/26

10/30 第40号：川部27号線道路改良工事 4,827,600円 4,676,400円 和泉ほか ㈲桜庭建設 H31/
2/18

10/30 第41号：旧水道管理事務所解体工事 36,115,200円 34,344,000円 諏訪堂 ㈱丸勝小野商事 H31/
3/22

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

10/29 券売機 2,044,000円 1,347,840円 弥生の里管理休
憩棟

みちのく自動販売機
サービス㈱青森営業所 12/28

10/29 光田寺コミュニティセンター備品 4,320,000円 4,169,772円 光田寺コミュニ
ティセンター ㈱弘前事務機器商会 H31/

1/10

10/29 小型動力ポンプ付積載車 8,100,000円 7,927,200円 総務課 ㈲丸栄消機 （H31）/
7/26

10/29 消防団救助用半長靴 2,333,000円 1,941,408円 総務課 ㈱富士商会 H31/
3/4

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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2019年度4月～ 保育所等への入所申し込み
　次の書類を役場1階厚生課か入所を希望する施設へ期間内に提出してください。書類はそれぞれの場所にあります。
①支給認定申請書兼保育利用申込書　
　※手続きは保育の必要性の認定（支給認定）と入所申し込みがあり、同時に行うことができます。
②（ア）雇用されている場合…就労（予定）証明書
　（イ）自営業・農業・内職…就労状況申告書（両親分）
③平成30年1月2日以降に転入された方は、両親の平成30年度所得課税証明書（前住所地で発行）
○受付期間／平成31年1月4日（金）～31日（木）
○村内施設一覧／

名　称 住　所 定員 対象年齢 開所時間 電話番号

（株）アイナック　
畑中保育所 畑中字藤本17 90人

生後8週間～ 午前7時～午後7時

☎58－2100

（福）日の出会　
田舎館こども園 川部字上船橋52－8 120人 ☎58－2254

（福）幸成会　
光田寺保育園 堂野前字西田37－2 70人 ☎58－2222

※川部西ヶ丘保育園（川部地区）は認可外施設のため、一覧には含まれません。
○保育料
　保育料は、入所する児童と同一世帯に属して生計をひとつにしている父母を家計の主宰者として、4月～8月分は今
年度の村民税所得割額の合計から、9月～翌年3月分は2019年度の村民税所得割額の合計により決定します。また、
ひとり親世帯の場合はその方の村民税所得割額で決定します。
　ただし、父母の収入によって世帯の生計が成り立っていないと認められる場合は、同居の扶養義務者（祖父母等）を
家計の主宰者として、その方の村民税所得割額から算定します。それらによって判断し難い場合は、総合的な状況か
ら判断します。
保育の必要性の認定（支給認定）
　保育所や認定こども園、幼稚園などを利用する場合は、保育・教育の必要性に応じた支給認定を村から受ける必要
があり、申請に基づいて認定証を発行します。保育を必要とする次の①～⑨いずれかに該当すると2号・3号認定にな
ります。保育所と認定こども園（保育部分）は、保護者の仕事や病気などの事情により保護者に代わって児童の保育を
行う福祉施設であり、「集団生活に慣れさせるため」のような理由では入所できません。
①自宅外で働いている　　　　　　　　　　　　　　⑥災害等の復旧作業にあたっている
②家事以外の仕事（自営業・内職）をしている　　　　⑦保護者が求職活動中、または起業準備中
③妊娠中、または出産後間もない　　　　　　　　　⑧保護者が就学、または職業訓練を受講している
④病気等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨虐待やDVのおそれがある
⑤長期にわたって同居家族の看護（介護）をしている

認定 対　　象 施設（事業） •幼稚園（3～5歳）…幼児期の教育を行う学校
•保育所（0～5歳）…就労等のため家庭で保育
ができない保護者に代わって保育をする施設
•認定こども園（0～5歳）…教育と保育を一体
的に行う施設
•地域型保育（0～2歳）…19人以下の少人数
の単位で子どもを預かる事業

１号 満3歳以上の教育を希望する就学前の
子ども

幼稚園、
認定こども園

２号 満3歳以上で保護者の就労や疾病など
により、保育を必要とする子ども

保育所、
認定こども園

３号 満3歳未満で保護者の就労や疾病など
により、保育を必要とする子ども

保育所、認定こど
も園、地域型保育

○利用調整
　保育を必要とする事由の度合いに応じて、優先順位の高い児童から希望する施設へ入所できるように調整していま
す。そのため、第１希望の施設に入所できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）



I n f o rm a t i o n

いなかだて・平成30年12月号 9

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

福地寿
す ず ね

々音ちゃん
H27/3/16生

八反田

三橋 麗
り お

央くん
H27/1/28生

高　樋

川崎 皐
さ つ き

月ちゃん
H26/5/26生

高　樋

山本 煌
あ き と

人くん
H27/1/19生

大　曲白戸 弥
や よ い

生ちゃん
H27/3/3生

境　森須藤 愛
あ い り

結ちゃん
H27/2/4生

大　袋

「むし歯ゼロの秘訣は食
後のお茶☆」

「歯みがき頑張る！」 「今後もむし歯０本を目
指します！」

「歯みがき上手にできる
よ !!」

木村陽
ひ ま り

茉璃ちゃん
H26/11/21生

八反田淡路 斗
と う ま

茉くん
H27/1/8生

二津屋

〔10月26日実施　3歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

ごみの収集
今月の粗大ごみ収集日
　12月26日（水）
年末年始の収集日程

可
燃
ご
み

収集曜日 年末最後 年始最初

月・木曜日
地区 12月31日（月）1月 7 日（月）

火・金曜日
地区 12月28日（金）1月 4 日（金）

ごみ処理施設の爆発事故
　昨年、燃やせないごみを処理する施設で、カセットコンロ用のカートリッジ式ガス
ボンベが原因と思われる爆発事故が発生しました。ボンベに可燃性ガスが多量に残っ
たまま他のごみと一緒にごみ袋へ入れられ、ごみを破砕処理する際にそのガスが漏
れ、機械内部で爆発したものです。可燃性ガスを使用しているガスボンベやスプレー
缶、ライターなどを廃棄する場合は必ずガスを抜き、空にしてから各ごみステーショ
ンに設けている危険物分別回収専用ネットへ入れて廃棄してください。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）　黒石地区清掃施設組合　☎53－1222

不
燃
ご
み

収集曜日 年末最後 年始最初

月曜日地区 12月24日（月）1月 7 日（月）

火曜日地区 12月25日（火）1月 8 日（火）

水曜日地区 12月26日（水）1月 9 日（水）

木曜日地区 12月27日（木）1月10日（木）

金曜日地区 12月28日（金）1月 4 日（金）

「歯みがきがんばります」 「歯みがき、マウスウォッ
シュ大好き !!」

「仕上げみがき頑張って
いるよ！」

「いっぱい食べて、歯み
がき頑張ります♥」
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除雪作業にご協力を
①路上駐車はしないで！
　路上への駐停車は、除雪の妨げになり雪が残ってしま
います。決められた場所以外への駐停車はやめてくださ
い。
②除雪車には近寄らないで
　除雪車には死角があります。接触や巻き込みなどの重
大事故につながり大変危険ですので、絶対に近づかない
でください。
③除雪後の寄せ雪にご理解を
　通勤・通学で混雑する前に除雪が終わるように、作業
は深夜から早朝にかけて一斉に行います。時間と機械の
能力が限られているため、玄関や車庫前など除雪による
寄せ雪の処理は現状困難です。寄せ雪の処理に、皆様の
ご協力をお願いします。

④雪は道路に出さない・屋根の雪を道路に落とさない
　寄せ雪や敷地内の雪を道路に出すことは、道路法や道
路交通法で禁じられている行為です。出した雪によって
除雪作業に遅れが生じるだけでなく、車両や歩行者の通
行を妨げ、交通障害を引き起こしてしまうおそれがあり
ます。万が一、道路に屋根雪が落ちてしまった時には、
家屋管理の一環として所有者（管理者）の方に片付けて
いただくこととなります。
⑤通行規制にご協力を
　安全な作業のために、道路
を一時通行止めにすることが
あります。事故防止の観点か
ら行うことですのでご理解く
ださい。

雪の処理は指定場所へ
　敷地内等の雪を運搬処理する方は、次の雪置き場をご利用ください。旧田舎館小学校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、運搬時の事故には十分に注意してください。
○浅瀬石川中央橋の河川敷（前田屋敷）／　　　　　　　　　○旧田舎館小学校跡地（畑中）／

○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。申請書は村のホームページで公開していま
すので、詳しくはお問い合わせください。
道路の冬季閉鎖
　天候状況により交通の安全が確保できないことから、次の2路線を閉鎖します。日頃、ご利用されている方にはご
不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
○ JR川部駅～藤崎町常盤の一部路線　　　　　　　　　　 ○旧光田寺小学校跡地の裏側～黒石市境松の一部路線

▷問い合わせ／建設課建設第一係（内線231）

県道黒石藤崎線
至川部 至堂野前

浅瀬石川

コンビニ
老人福祉
センター

雪置き場

至
東
光
寺

中
央
橋

至藤崎町 至境森
至
藤
崎
町

　
常
盤

Ｊ
Ｒ

川
部
駅

県
道
常
盤
新
山
線

畑中
保育所

やすらぎ
の郷

雪置き場役
場

県道弘前田舎館黒石線

至垂柳

（旧田舎館小学校跡地）

至垂柳至畑中

田舎館郵便局

商工会

至和泉 至堂野前

至前田屋敷

県
道
畑
中
竹
鼻
線

至二津屋

至境森 至黒石市
境松

光田寺
小学校
跡地
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ひらがな・かきかたコンクール入賞作品を展示しています
　11月19日、田舎館小学校で第30回全国ひらがな・かきかた
コンクール入賞の伝達式が行われました。作品は4月に中央公民
館研修室で行われた教育委員会主催のひらがな・かきかた講座に
より、児童が書家の渡邉眞理子さんから指導を受けて書いたもの
で、参加した田舎館小学校1～6年生21人が応募しました。
　作品は、12月末まで中央公民館ロビーに展示していますので、
ぜひご覧ください。
▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線500）
　　　　　　　中央公民館　☎58－2250（直通）

各施設の年末年始休業

役場 ☎58－2111
12月29日（土）～平成31年1月3日（木）

中央公民館

☎58－2250
文化会館

12月28日（金）～平成31年1月4日（金）村民体育館

克雪トレーニングセンター

水道凍結にご注意ください！！
　水の抜き忘れによる水道管の凍結で、破裂事故が発生しています。つい忘れがちですが、水道凍結防止帯や水抜き栓
の確認を必ず行ってください。
　水抜き栓が半開きになっていると地下部分で漏水（中間漏水）するおそれがあり、高額な水道料金の原因になります。
水抜き栓の開閉は最後までしっかり回ったことを確認し、十分注意してください。凍結や破裂の修理は、村指定の水道
業者（給水装置工事事業者）へ依頼してください。水道業者の一覧は村のホームページで公開しています。
冬期間は認定料金になります
　冬期間（12月～3月）は積雪で検針が困難になるため、前3ヶ月の平均使用水量やその他の事情を考慮した認定水量
で請求します。過不足分は検針再開後の結果に基づき、4月以降に精算します。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）

暮らしの情報
若年者への就労相談

　ひろさき若者サポートステーションは、働きたい方と
向き合い、職場に定着するまでをバックアップする厚生
労働省委託の支援機関です。自分に向いている仕事がわ
からない、ブランクがあり再就職が不安、働く自信がな
い、人と話すことが苦手など、無料で相談に応じていま
す。お気軽にご相談ください。
○対象／15歳～39歳の方やそのご家族
▷問い合わせ／ひろさき若者サポートステーション
　　　　　　　☎35－4851

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／平成31年1月21日（月）
　　　　　午後1時～午後3時
○ところ／ふれあいセンター大広間
○テーマ／押し花教室
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704
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消費税軽減税率制度の説明会
　黒石税務署では、管内市町村（黒石市、平川市、藤崎
町、田舎館村）の事業者を対象に軽減税率制度の説明会
を開催します。事前の申し込みは不要で、内容は各会場
いずれも同じです。全ての事業者に関係する制度ですの
で、ぜひご参加ください。
○とき・ところ／

平成31年1月15日（火）
午後2時～午後3時30分

中央公民館
2階研修室

　　　　 1月16日（水）
午前10時～午前11時30分

黒石市産業会館
4階大会議室

　　　　 1月17日（木）
午後2時～午後3時30分

藤崎町
ふれあいず～む館

　　　　 1月18日（金）
午前10時～午前11時30分

平川市役所本庁舎
4階第4会議室

▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111（音声案内で
「2」を選択）

自死遺族のつどい
　大切な人を突然の自死で亡くされると、遺された方々
は自責や罪悪感などの複雑な心理に悩まされ、周囲から
の言葉や態度に傷つき、時には偏見や誤解を感じてしま
うことがあります。
　つどいは大切な人を自死で亡くす経験をされた方が集
まり、お互いの思いを語り合うことができる場です。ま
た、参加の際はその場にいるだけでも、参加者の話を聴
くだけでもかまいません。
　つらくなったら、その場を離れることも可能です。ま
た、個人のプライバシーは守られます。
○と　き／平成31年1月12日（土）
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
○ところ／青森市民ホール1階会議室1
○対　象／家族や友人、恋人など、大切な人を自死で亡
くされた方

▷問い合わせ／青森県立精神保健福祉センター　
　　　　　　　☎017－787－3957

介護休業制度のポイント
　家族を介護する労働者が利用できる制度を知っておき
ましょう。2週間以上にわたり常時介護が必要な要介護
状態であれば、介護保険上の要介護・要支援認定にかか
わらず制度を利用することができます。
　事業主は制度の申し出や取得を理由に、労働者を解雇
したり、不利益な扱いをしてはなりません。
○介護休業／対象家族1人につき通算93日を3回まで
分割して取得できます。

○介護休暇／1年に5日（対象家族2人以上は10日）、半
日単位で取得できます。介護だけでなく、通院の付き
添いや各種手続きのためでも取得できます。
○労働の制限／労働者が事業主に申し出た場合、①所定
外労働の免除、②法定時間外労働を1ヶ月24時間、1
年150時間以下に制限、③午後10時～午前5時の深
夜就業を免除、④短時間勤務などの措置が講じられま
す。
▷問い合わせ／青森労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　☎017－734－4211

法とこころをつなぐ
家庭裁判所と家庭裁判所調査官

　家庭裁判所は、子どもの非行や家庭に関する紛争を扱
います。これらの問題解決には、子どもと家族の心理や
人間関係、生活環境などを十分に考慮する必要がありま
す。家庭裁判所調査官は行動科学の専門的な知識を持
ち、当事者の子どもや家族と会ったり、家庭や学校を訪
問したりして情報を集め、裁判官に報告するとともに、
非行からの立ち直りや家族関係の再構築に向けて働き掛
けを行います。
家庭裁判所調査官になるには
　裁判所職員採用総合職試験に合格し、約2年間の研修
を修習後に任命されます。調査官の仕事や採用試験につ
いて詳しくはホームページをご覧ください。
○ホームページアドレス／
　http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所
　　　　　　　☎017－722－5421
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観光いちご園が直売所を一新してグランドオープン

　農業と観光を通じた地方創生を目的として平成28年8月に発足した田んぼアートの里ブランド化推進協議会（田舎館
村・稲華会・田舎館いちご研究会）では、役場東側水田近く（村商工会向かい側）に温泉熱を利用したビニールハウスを
整備し、いちごの通年栽培による観光いちご園を開園しています。この度、直売所を完備したビニールハウス全18棟
が完成し、10月24日にグランドオープンを迎えました。
　直売所ではいちごを使ったスイーツやいちごの生ジュース、
「あさゆき」をはじめとする特別栽培米などを販売しているほか、
休憩スペースも設けています。
○営業時間／午前10時～正午（直売所は午後0時30分）
　　　　　　※お盆と年末年始は休業
○料　金／いちご狩り…量り売り100ｇあたり200～240円
　食べ放題（制限時間30分）…
　①夏いちご7月～12月：中学生以上65歳未満1,800円、小学生・65歳以上1,500円、3歳以上800円
　②冬いちご1月～6月：中学生以上65歳未満1,500円、小学生・65歳以上1,200円、3歳以上500円
　生育状況は協議会のホームページ https://www.oishii-inakadate.jp/でご確認ください。
　観光いちご園は今後、協議会の構成団体が主体となって設立した（株）アグリいーな田んぼアートの里によって運営
されていきます。
▷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

必ずチェック最低賃金　
使用者も労働者も

　10月4日から青森県最低賃金が改正されました。
○時間額／762円
▷問い合わせ／青森労働局賃金室
　　　　　　　☎017－734－4114

スイーツ作り＆イルミネーションツアー
de 交流会

○と　き／平成31年1月20日（日）　
　　　　　午後2時～午後8時
○ところ／（株）アグリいーな田んぼアートの里 観光い
ちご園、中央公民館、東京会館（平川市）
○参加料／女性3,000円、男性4,000円
○持ち物／エプロン、三角巾
○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15人
○申込締切／1月11日（金）
▷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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冬の田んぼアート 田舎館村
　雪原をスノーシューで歩
いて踏み固め、その凹凸に
差し込む光と影で描くス
ノーアート。第一人者の英
国人サイモン・ベックさん
から技術継承を受けた地元
グループ「スノーアーティ
スト集団It,s OK.」が、オリジナル図案で制作します。
また、好評の夜間ライトアップは初日からのほか、雪や
冬を楽しむ体験プログラムも実施します。
と　き　平成31年2月8日（金）～11日（月・祝）
ところ　弥生の里展望所
　　　　（道の駅いなかだて「弥生の里」内）
問い合わせ　田舎館村企画観光課　☎58-2111

ひらかわイルミネーション
プロムナード 平 川 市
　平賀駅前通りを中心に、約
7万個のイルミネーションで
ライトアップします。さら
に、今冬は初の試みとして、
7色に光り輝く台湾提灯を駅
前広場に飾り、より幻想的な
雰囲気を演出します。
と　き　11月22日（木）～平成31年2月1日（金）
　　　　午後5時～午後11時
　　　　※12月23～25日、31日は午前1時まで
ところ　中央公園～弘南鉄道弘南線　平賀駅前
問い合わせ　平川市商工観光課　☎44-1111
【ひらかわキャンドルナイト】
と　き　12月23日（日）　午後3時～午後8時

いろんなイベントに出掛けよう！

津軽広域連合だより
　津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤
崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８
市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判
定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな
事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ

12
月

1～1/6 りんごの里
イルミネーション

約4万球のイルミネーションが冬の夜を幻想的に演出。
12/24にはイベントも開催します。 板柳町企画財政課 ☎73-2111

1～2/28 冬に咲くさくら
ライトアップ

日本一と名高い弘前のさくらをライトアップで咲かせ
ます。 弘前市観光政策課 ☎35-1128

22～
3/17

大鰐温泉スキー場
オープン

毎週土曜日は中学生以下1日券が500円！皆様のご来
場をお待ちしています。

大鰐温泉スキー場
管理事務所 ☎49-1023

1
月

1 常盤八幡宮年縄奉納行事
（藤崎町）

締め込み一本の男衆が、重さ400kgの巨大な年縄を八
幡宮に奉納します。

常盤地区
コミュニティ協議会 ☎65-2959

2 こけし初挽き（黒石市） 白装束を身にまとった工人が新年最初のこけしを作り
ます。 津軽こけし館 ☎54-8181

3 新春マラソン（板柳町） 新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会
もあります。

板柳町教育委員会
生涯学習課 ☎72-1800

19～20 第3回相馬まるごとフェスタ
（弘前市）

特産品販売や手作り体験など、ヒロロで相馬地区の魅
力をまるごとお届けします。 相馬総合支所総務課 ☎84-2111

26（予定）農家蔵ライトアップ（平川市）
金屋地区の農家蔵をライトアップ。沿道には約150基
の灯篭やろうそくが設置されます。

（特非）尾上蔵保存
利活用促進会 ☎57-5190

2
月

上旬 雪の降るさと（黒石市） たくさんの雪だるまに灯されたろうそくが会場を彩り
ます。雪を使った催しが盛りだくさん。 津軽伝承工芸館 ☎59-5300

上旬 津軽くろいし
みんなの雪だるま 地域・職場・家族が一丸となって雪だるまを作ります。 黒石商工会議所 ☎52-4316

上旬 弥生の里凧揚げ大会 大きな津軽凧と会場に響く独特の風きり音は迫力たっ
ぷり！ぜひご覧ください。 田舎館村企画観光課 ☎58-2111

1（予定） 平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された店舗をはしごして抽選会に
挑戦。豪華商品をゲットしよう！ 平川市商工会 ☎44-3055

2（予定） 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当た
る抽選会も予定しています。 板柳町商工会 ☎73-3254

3 旧正マッコ市 市内参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お年玉）が
もらえます。恒例の福まきも大人気。 黒石商店街協同組合 ☎53-6030

8～11 第43回弘前城
雪燈籠まつり

みちのく五大雪まつりのひとつで、雪燈籠や大雪像が
幻想的。昼も夜も楽しめます。 弘前市立観光館 ☎37-5501

9 全日本ずぐり回し
選手権大会

津軽地方独特のこま「ずぐり」。子どもから大人まで、
優勝を目指して競います。 黒石商工会議所 ☎52-4316

11 猿賀神社七日堂大祭
（平川市）

柳の大枝を盤上に打ちつけて豊凶を占う「柳からみ神
事」やゴマの餅まきが行われます。 猿賀神社 ☎57-2016

11 りんごの里
いたやなぎ雪まつり

雪上ゲーム大会、もちつき、みかんまきなど、雪に親
しみ冬を楽しむイベントです。 板柳町産業振興課 ☎73-2111

16（予定）黒石じょんから宵酔酒まつり
飲み処「よされ横丁」かいわいの店をまわり、ゴールす
ると抽選で豪華な景品が当たります。 黒石観光協会 ☎52-3488

17 第25回乳穂ヶ滝氷祭
（西目屋村）

豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、
ステージショーも開催されます。 目屋観光協会 ☎85-2800

24 なべワングランプリin
停車場通り

各店自慢の鍋料理を1杯300円で販売し、B-1グルメ
形式でグランプリを決める鍋の祭典です。 藤崎町商工会 ☎75-2370
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戸 の籍 窓

  あとがき

人口と世帯
（11月末日現在）

男 3,705 （－16）

女 4,162 （－6）

計 7,867 （－22）

世帯 2,771 （±0）
（　）は前月との比較

交通事故概況
(11月末日現在）

県　内 村　内

件 数 269（2,666） 4 （29）

死 者 3 （40） 0 （0）

傷 者 358（3,295） 5 （40）
（　）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）
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（
（
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お誕生おめでとうございます

　境　　宥
ゆう

　治
じ

 くん
（直樹・あずさ）和　　泉

ご結婚おめでとうございます

中　田　慎　吾 前田屋敷
品　川　ちはる 十二川原

工　藤　洸　平 高　　樋
石　村　由　佳 青 森 市

齋　藤　康　太 弘 前 市
品　川　由　衣 十二川原

工　藤　祐　太 十二川原
藤　田　奈緒美 平 川 市

おくやみ申し上げます

岩　間　尚　⺿英（102歳） 和　　泉
一　戸　春　之（72歳） 豊　　蒔
加賀谷　キ　ン（99歳） 諏 訪 堂
木　村　誠　一（76歳） 堂 野 前
金　枝　　功　 （91歳） 二 津 屋
須　藤　　清　 （88歳） 大　　袋
太　田　と　き（101歳） 枝　　川
鈴　木　光　恵（65歳） 大 根 子
山　本　　幸　 （76歳） 大　　曲
工　藤　武　憲（79歳） 枝　　川
工　藤　正　敏（74歳） 川　　部
小　野　道　慶（75歳） 諏 訪 堂

10月21日～11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

・一番伝わる説明の順番
 田中耕比古／著　フォレスト出版
・高血圧の毎日ごはん
 佐藤直樹･森本千秋･輿水学／著　女子栄養大学出版部
・食べれば食べるほど若くなる法
 菊池真由子／著　三笠書房
・キャンドル教本 マエダサチコ／著　誠文堂新光社

・思い出が消えないうちに
 川口俊和／著　サンマーク出版
・などらきの首 澤村伊智／著　KADOKAWA
・ふるさとは本日も晴天なり
 横山雄二／著　角川春樹事務所
・母の教え 姜尚中／著　集英社
・それしかないわけないでしょう
 ヨシタケシンスケ／著　白泉社
・どんぐりむらのいちねんかん
 なかやみわ／著　学研プラス
 ほか

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250

　インフルエンザにかかってしまう方が増えてきているようです。感染防止や症状軽
減のためにも、ぜひ予防接種を受けましょう！、と自分にもよく言い聞かせています。
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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27日（木）の予定です。

齋藤正
まさむね

宗くん（田舎舘）
「5年生まで得意だった算数
が最近苦手になってきたの
で、しっかり復習するように
心がけています！」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

Happy Birthday

※2月生まれのお子さん募集（1/18
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。

12月生まれのおともだち

　オーケストラサウンドを聴いているような、音に包み込まれる多幸感―――
　9月12日に1stフルアルバム「e

ユ ー フ ォ リ ア

uphoria」をリリースした邦楽ロック・ポップバンド FILTER。ベース／コー
ラスの葛西達也さん（30・大袋地区出身）に、バンドやアルバムのことなどお話しをうかがいました。
　FILTERは豊方亮太さん（ギター／ボーカル）を中心に千葉県柏市で平成23年に結成。メンバーチェンジを経
て、あべスさん（キーボード／ボーカル）、高野優裕さん（ギター／コーラス）、木村彰さん（ドラム／コーラ
ス）、葛西さんの5人で活動するようになり2年目を迎えています。葛西さんは「ベースはバンドが出す音の勢
いをコントロールして安定感を出す役割で、自分が引っ張っていくぞ！っていう気持ちで弾いている。中学生
のときにテレビの音楽番組で見たバンドのベースがかっこよくて、音楽活動をしようと決めていた。進学で上
京したことが転機になった」というきっかけから、都内の専門学校卒業後に加入したバンドでライブツアーや
CDリリースを経験。バンドの解散後、FILTERに加入してからは「最初のバンドを経て、FILTERの音楽性に触
れたことでバンドマンとして自分の軸を確立できた」としながらも、「FILTERのコンセプトは音楽を聴いたとき
の多幸感。ライブに重きを置き、CDでもライブ感を意識している。来年にかけてライブツアーを行っている
ので、ぜひライブも体感してもらえたら。スピーカーから出る音の振動やビートを通じて、これからも自分た
ちが抱く“熱”を伝えていけたらいいなと思っている」と今後の展望に意欲を示していました。

今月の
表紙 バンドサウンドが織りなす多幸感　F

フ ィ ル タ ー

ILTER

FILTER／e
ユ ー フ ォ リ ア

uphoria （CD）
　全10曲・9月12日発売
　価格：2,300円（税抜き）

　レーベルの公式 YouTube
では、アルバムのリードト
ラック「Symphony of Hope」
の PVが公開されています。

Living, Dining&Kitchen Records／290-LDKCD

H27/12/9生
「お姉ちゃんになっ
たけどまだ甘えん
坊♡元気に育って
ね核」

成田 優
ゆ あ
愛ちゃん

和　泉

H24/12/29生
「来年から小学生
☆新しいことが
いっぱいで楽しみ
です！」

志村 優
ゆ き
妃ちゃん

二津屋

H25/12/16生
「プリキュア大好
き♥ダンスがとて
も上手だね♪」

中村 彩
あやは
蓮ちゃん

H28/12/16生 H28/12/26生
「おしゃべりが大
好きな我が家の怪
獣！いっぱい遊ぼ
うね☆」

「りんごとアイス
が大好き☆優しい
女の子に育ってね
♥」

品川　葵
あおい

くん 鈴木 美
み あ
葵ちゃん

東光寺

畑　中 和　泉


