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依存財源
◆地方交付税…村の財政力に応じて国から交付されるお金
◆国庫支出金…事業に対する国からの補助
◆県 支 出 金…事業に対する青森県からの補助
◆村　　　債…大きな事業を実施するときなどに村が借りるお金
自主財源
◇村　　　税…村民税や固定資産税など皆様に納めていただく税金
◇繰　入　金…基金を取りくずして繰り入れられるお金
◇分担金・負担金…事業に要する経費の一部を、利益を受ける者が
　　　　　　　　　負担するお金など

前年度比 49.1％増
2019年度 一般会計予算　村議会３月定例会で可決

された一般会計予算・特別
会計予算の概要を紹介しま
す。

4535251550 10 20 30 40 50 55

一般会計当初予算額の推移

億円

33億9200万円

34億 200万円

34億3500万円

36億1500万円

53億9000万円

H27

H28

H29

H30

2019

年度

出金　◆県支出
　2億8,273万3千円 （5.2%）

その他 (依存財源)
5,465万円 （1.0%）

【使用料・手数料】 5,995万5千円【使用料・手数
151万8千円【財産収入】
500万1千円【寄附金】 

【繰越金】 1,000万円

◇村税◇村◇村税村税
5億7,569万3千円55億7億7,7,,556969万9万33千円万3千3千千円
（10.7%）（10.0.7.7%%）7%））%）

◆国庫支出◆◆◆◆国庫国庫支支出金庫支支出金出金
円8千万8万38537,5億7,538万8333 8万 円円3億7 53 千3億7 538 8千38万8億33億7億7,7,,535338万8万8万8千8千千円

%%0%0%7.07.（ ..（77 0%%%0%0（（7（7.7..0%0%%））））

◇繰入金　2億1,000万円 （3.9%）

諸収入　5,796万2千円 （1.1%）◇分担金・負担金　6,740万円 （1.3%）
その他 （自主財源）　7,647万4千円 （1.4%）

◆村債◆◆村◆村債村債
円万万21億1,74021億1,7,74740万円40万0万万円

%3%939（39.3%.（3（3939.9..3%%3%%））））

源依存財源依存財源財源依存財源源財源源存存依依依依依存財源源存依存財源源財依依存依存財源依存財源源依存依存存財財源
4444444444444億億億247224477万万11千円千千円

1.6%）681811（81.6%）81 66%6%（8（8（81.6%%））%）

自主財源自主財源自主主財財源
999億億億億8,75288,75288,7522万万万万9999999999 円円千千千千千円

4%）4%18.48（18.48 48（（18.4%）.4%4%））%）

53億9,000万円

税付税付◆地方交付◆◆地◆地方地方方交付付税付税交付付税
304億414億6,230144億6億6,6,,2230300 円万万円万万万円

（（（（ %%27.12727. %7.1%%））））

地方消費税交付金
1億1,000万円 （2.0%）

【地方譲与税】 4,2000万円
【利子割交付金】 1000万円
【配当割交付金】 880万円
【株式譲渡所得割交付金】 440万円
【自動車取得税交付金】 3550万円
【環境性能割交付金】 2000万円
【地方特例交付金】 360万円60万円
【交通安全対策特別交付金】 135万円

【特別会計予算】
国民健康保険 8億3,944万1千円
後期高齢者医療 8,361万円
介護保険 9億373万4千円

【企業会計予算】
農業集落排水事業
・収益的収入 3,257万4千円
・収益的支出 3,257万4千円
・資本的収入 1,489万6千円
・資本的支出 2,077万8千円
下水道事業
・収益的収入 2億8,994万9千円
・収益的支出 2億3,956万4千円
・資本的収入 1億3,189万6千円
・資本的支出 2億1,798万7千円
水道事業
・収益的収入 1億8,460万3千円
・収益的支出 1億8,288万3千円
・資本的支出 4,399万8千円
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53億9000万円

※ 万円未満は端数処理しています。
【総務費】
・生活交通路線維持費等補助金 955万円
・納税貯蓄組合補助金 600万円
・火葬料補助金 210万円
・村議会議員選挙費 501万円

【民生費】
・社会福祉協議会補助金 1,257万円
・温泉施設指定管理委託料 1,174万円 
・福祉バス運転業務委託料 1,009万円
・出産祝金 260万円
・保育委託等費 3億2,334万円
・児童館建設事業 2億8,393万円

【衛生費】
・後期高齢者医療広域連合負担金 9,980万円
・乳幼児・子ども医療給付費 2,778万円
・黒石地区清掃施設組合負担金 5,495万円

【農林水産業費】
・多面的機能支払交付金 2,492万円
・稲わら焼却防止対策助成事業補助金 580万円
・黒星病拡大防止対策事業補助金 300万円

【商工費】
・むらおこし推進協議会
　　　　　　　　各イベント業務委託料 620万円
・第２田んぼアート制作関係業務委託料 333万円
・冬の田んぼアート実行委員会負担金 600万円

【土木費】
・舗装補修・側溝整備等工事費 9,650万円
・道路改良工事費 805万円
・除雪対策費 4,887万円

【消防費】
・弘前地区消防事務組合負担金 1億3,694万円

【教育費】
・入学祝金 150万円
・通学バス運行業務委託料 4,695万円
・中央公民館・村民体育館建設事業 17億3,938万円
・学校給食費 9,096万円

このような事業等に使われます

議会費　5,023万7千円 （0.9%）
総務費

98万4千円 （9.9%） 5億3,59

費　衛生費
288万4千円 （6.0%）3億2,2

農林水産業費　農林水産業費
1億6,685万3千円 （3.1%）商工費　1億863万円 （2.0%）

土木費　3億4,423万4千円 （6.4%）千 （ ）

消防費　1億6,769万33千円 （3.1%）

その他 （労働費など）
896万6千円 （0.2%）

民生費民生民生費生費
円円千7千万7万959558億22212億2122億88,559万 円円59万7千億8,8,,5555959万9万万7千7千千円

）%9%（23.9%）.（2（223.3.9.9%9%））%）
教育費教育教育育費

円円千9千万9万9 0155万0億9,0159 020億9 01200億9022020億0億9億9,9,0,015万万9 円万9千5万9万9千9千千円
）%8%38（38.8%）（3（338.8..8%8%））%）

公債費公債公債債費
）%7% （円千3千万3万76873億3 876万3千円3億8億8787676万6万3万3千3千千円 5.7.（5 %）%（5（5.5.7.7%7%））%）

【労働費】 593万6千円円
【災害復旧費】 3万円円
【予備費】 300万円円

53億9,000万円
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第１回議会定例会が３月１日～11日に開かれ、
新年度の一般会計予算や特別会計予算などが審議さ
れました。開会初日、村長は新年度の施政方針と重
点施策について述べ、村政に取り組む基本的な考え
方を明らかにしました。また、５日には山﨑洋議員、
田村道雄議員、品川正人議員、品川新一議員、鈴木
孝一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。

施政方針

　新年度に向け、村の現状と将来あ
るべき姿を認識し、様々な事業を展
開しながら、地域の活性化と、村民
が健康で安心して暮らせる村づくり
に取り組みます。

○農業の振興
　県産特A米として期待されてき
た「青天の霹靂」は、昨年の天候不
順により収量が落ち込んだ結果、新
年度産の生産者離れが進み、このま
までは需要に対する収量を確保する
ことができず、これまで築いてきた
ブランド力の低下が懸念されていま
す。また、米価の下落によって、経
営の先行きが不透明な状況が続いて
います。
　水稲に限らず、高齢化や担い手不
足など、農業を取り巻く環境は非常
に厳しい状況にあり、農地の改良事
業や道路の拡幅整備、自然災害によ
る農産物の損失と収入の減少を補償
する農業保険への加入促進など、負
担を軽減するための効率化を推進し
ます。
　昨年、県内で蔓延したりんごの黒
星病対策では、効果的とされる発芽
前の薬剤散布にかかる費用を助成し
ながら、発生防止に向けた対策を講
じていきます。

○地域コミュニティの活性化
　各地区ではそれぞれ特色のある活
動が行われており、世代間交流が盛
んで元気に活動する地域がある一
方、消極的な一面が見える地域もあ
り、各地の実情と地域差を目の当た
りにして、あらためて地域コミュニ
ティの重要性を強く感じているとこ
ろです。
　集会施設は地域づくりの中心的な
場所であり、これまでに冷暖房機材
を設置し、村民が年間を通じて快適
に交流できる空間にすることができ
ました。
　最後にもう一つ、地域で行う納涼
祭やねぷた祭り、村の恒例行事であ
る村民体育レクリエーション大会な
ど、様々な場面で使える屋外用のイ
スとテーブルを配備し、子どもから
お年寄りまで、誰もが気軽に地域行
事へ参加できる環境を整え、皆様の
交流がより活発になる拠点づくりを
目指したいと思います。
　このような拠点の充実によって、
村民が生活や家族の健康など、心配
ごとを相談し合い、交通事故防止や
防犯に関する情報を共有できる機会
が増えることで、更なる住民同士の
支え合い、助け合いがある地域社会
を構築できるものと考えておりま
す。

○災害に強い村づくり
　自主防災組織は、地域防災の中心
的な存在であり、皆様の防災意識を
より高めるために必要な活動です。
現在は村内９地区で設立され、災害
時の住民同士の協力体制構築に努め
ていただいております。
　地震や豪雨災害など全国各地の被
害を目にするたびに、日頃から災害
に備えることの大切さを強く認識さ
せられます。
　村では普段から行う防災活動の支

援や、必要な備品整備費を助成しな
がら、引き続き全地区での組織設立
を目指し、誰もが安心して、安全に
暮らせるよう、皆様と一緒になって
防災対策の強化に取り組みたいと
思います。

○妊娠中の健康づくり支援
　出産時のリスクを低減させる新た
な施策として、妊娠中の体質変化に
伴う口腔ケアを支援し、安心して出
産を迎えていただくことができるよ
う、妊婦歯科健診の無料受診券を交
付します。

○無料健（検）診の拡充
　これまで有料だった個別に医療機
関で受診する特定健診をはじめ、女
性の乳がん・子宮がん個別検診の自
己負担分を無料にします。
　一定の年齢を迎えた時に受けられ
る無料の歯周疾患検診も創設してお
り、自身の健康状態を確認し、病気
やその兆候の早期発見につながる環
境を構築しながら、各種健（検）診
の受診率向上を目指していきます。

○高齢者福祉の充実
　低所得の高齢者世帯を対象に実施
してきた冬季の灯油給付事業は継続
し、経済的負担の軽減を図ります。

村議会3月定例会
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村議会3月定例会

可決された主な案件
予算関係

・平成31年度一般会計予算
・平成31年度国民健康保険特別会計予算
・平成31年度後期高齢者医療特別会計予算
・平成31年度介護保険特別会計予算
・平成31年度農業集落排水事業会計予算

・平成31年度下水道事業会計予算
・平成31年度水道事業会計予算
・平成30年度一般会計補正予算
・平成30年度国民健康保険特別会計補正予算

条例関係

・地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置
に関する条例の一部を改正する条例
・老人憩の家設置に関する条例の一部を改正する
条例

・水道法施行条例の一部を改正する条例
・村立公民館設置条例を廃止する条例
・高樋老人福祉センター設置に関する条例を廃止する
条例

その他

・村有財産の無償譲渡（高樋老人福祉センター）
・青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共
団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規
約の変更

・青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合
規約の変更
・専決処分した事項の報告と承認

一般質問

山﨑　洋 議員

水道管の耐震化
問 （ア）村の水道は昭和45年に給
水開始以降、昭和60年に上水道の
配水場（諏訪堂地区）を整備し、昭
和63年に津軽広域水道企業団から
受水が開始された。村内にある水道
管の耐震適合率を示せ。
答 （村長）調査が実施されていな
いため、現状の数値は不明。
問 （イ）調査されていない理由は。
また、今後の対応はどのように考え
ているか。
答 （建設課長）厚生労働省による
耐震適合率の調査対象は取水、浄
水、配水での主要な基幹管路。村内
の配水支管は対象外だったため数値
が出ていない。しかし、それらの耐
震化も進めていくように国の方針が
示されているため、まずは管の状況
把握を念頭に、水道事業の財務状況
と村が策定している経営戦略を踏ま
えて、長期的な計画を策定する。
問 （ウ）村の配水場は老朽化が進

んでいると思われるが、施設更新の
計画は考えているか。
答 （村長）具体的な検討はしてい
ないが、長期的な経営戦略から将来
の見通しを推計する中で検討してい
く。
問 （エ）地震で倒壊する可能性を
想定し、耐震診断をする必要がある
のでは。
答 （建設課長）昭和56年以降の建
物は新耐震基準で建築されているた
め、震度７までの耐震性はあると認
識している。また、建物の耐用年数
は40年で、34年経過しているが、
一般的には耐用年数で建て直すケー
スは少なく、60年程度は耐えられ
るものと見込んでおり、今後も状況
把握に努めていく。

緊急時の給水体制
問 （ア）給水タンクや実施場所な
ど、緊急時はどのような体制を取る
か。
答 （村長）給水タンクは２基保有

している。実施は被害状況に合わせ
て場所を検討するため、事前に定め
ていない。
問 （イ）３～４箇所で給水を実施す
る事態を想定すると２基のままでは
足りないと思われるが、水の必要性
を踏まえ、将来に備えて対策を取る
べきではないか。
答 （村長）ご提案のとおり。早い
時期に４基、６基と段階的に増やし
ていく計画を検討したい。

田村　道雄 議員

耕作放棄地に対する取り組み
問 （ア）苗代として使われていた
耕作放棄地が雑草の温床になってい
るように見受けられるが、これら面
積の小さい土地を集積し、放棄地解
消に取り組む考えはあるか。
答 （村長）問題がある地域におい
て、対象農地の所有者全員から同意
を得られたものには支援を検討した
い。
問 （イ）農業委員会での取り組み
を示せ。
答 （会長）農業委員と農地利用最
適化推進委員が利用状況の把握と調
査を行いながら、問題の解消に努め
ている。
問 （ウ）高齢化が進むとりんごの
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放任園も今後発生すると思われる
が、どのように考えているか。
答 （産業課長）農業委員会を所管
する産業課では、耕作放棄地に対処
される場合の補助事業を行ってお
り、放任園にも対応を取っていく。

ふれあいセンターと光田寺コミュニ
ティセンターの問題点
問 （ア）入浴料が高すぎるという
村民の不満を聞いたが、将来見直し
をする考えはあるか。
答 （村長）今のところ考えていな
い。
問 （イ）村民のために建てた施設
であり、村民・村外利用者の料金区
分があってもいいのではないか。
答 （厚生課長）現場での本人確認
が難しく、そのような設定はしな
い。
問 （ウ）月８回の無料券制度は日
時に制限があり、会社員や農業に従
事している方が利用できていない。
有効利用に向けて、日時制限の撤廃
を検討できないか。
答 （村長）高齢者の無料入浴は制
度設計上、仕事をされなくなった方
や余暇を過ごされる方に利用してい
ただくものとして考えられてきた。
　また、施設が混み合う時間帯を勘
案している側面もあり、高齢でも仕
事を持って活躍されている方が無料
入浴を利用できるように日時制限を
なくすことは、制度の主旨と方向性

が異なるということを理解していた
だきたい。
問 （エ）施設の利用者数は減少し
ているようだが、どのように受け止
めているか。
答 （村長）ふれあいセンターは長
期休業の影響がある。光田寺コミュ
ニティセンターは外構工事がまだ完
了していない段階であるため、いず
れもしばらくの間様子を見る。

品川　正人 議員

災害時における消防団の出動計画と
対応できる団員の現状
問 （ア）現状の団員数を示せ。ま
た、村内に日中留まっていると思わ
れる団員数は把握しているか。
答 （村長）団員には216人が登録し
ており、約４割の92人が村内に勤
務している。このうち、農業は24
人、村職員は９人などとなっている。

問 （イ）大規模な災害が発生した
際、留まっていると考えられる団員
のうち、どの程度が出動可能なのか。
答 （村長）災害の内容や規模にか
かわらず、発生時に出動できる団員
は全て出動することを想定している
ため、具体的には把握していない。
問 （ウ）過去に団員だったいわゆる
OBの方、村職員の活用は可能か。
答 （村長）団員OBの活用では、定
年年齢の改正や機能別団員に関する

規定がなく、任用できる体制ではな
いが、今後必要になった場合は検討
する。
　村職員は公務が優先であり、団員
登録は公務に支障がない場合に限り
消防団活動を認めているもの。災害
の規模が大きいほど、それに対する
公務が優先される。
高齢者世帯等の除排雪
問 雪片付けによる負担を考慮する
と、高齢者の１人・夫婦２人暮らし
世帯や生活保護世帯の敷地と家屋の
除排雪は、現状をどう把握し、どの
ように対策を考えているか。
答 （村長）地域の支え合いによる
除排雪が最も望ましいものと思って
おり、地区総代や民生委員、消防団
に対し、対象世帯の把握とその対策
をお願いしている。
信号機の設置
問 畑中地区を通る村道藤崎尾上線
の整備に伴い、交通量が増え、各交
差点では交通事故が多発している。
信号機が設置された場所もあるが、
それ以外の交差点では積雪によって
見通しが悪くなっているところがあ
る。
　これまでも関係機関へ要望してい
ると思うが、今後の動向はどうなっ
ているか。
答 （村長）畑中地区と大曲地区か
ら設置要望があり、住民からの要望
書と合わせて、村も黒石警察署へ要
望書を提出したが、「新たな信号機
の設置は難しい」と回答があった。
　現状は注意看板を設置し、村の交
通指導隊や交通安全協会など関係機
関に協力してもらい、注意喚起に努
めている。今後も地区総代と連携し
ながら対応していく。
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品川　新一 議員

光田寺コミュニティセンター仮オー
プン後の状況
問 （ア）１月10日～31日の22日
間の利用者数を示せ。
答 （村長）有料の利用者数は大人
973人、中人55人、小人35人の合計
1,063人。高齢者の無料入浴は859
人あった。
問 （イ）利用者から苦情や問い合
わせはあったか。また、それらに対
してどう対応したか。
答 （村長）初めに建物が温まるま
では「寒い」との声があったが調整
しながら営業し、現在は解消してい
る。また、脱衣所のソファーが足り
ないと指摘があり、追加ですぐに設
置した。

問 （ウ）利用者確保の対策を示せ。
答 （村長）工事中の外構工事には
看板の設置も含まれており、工事完
成後の利用者数の推移を見守りなが
ら、広報活動や必要な対策を検討し
たい。
田んぼアート
問 （ア）これまで実施してきた地
域へ田んぼアート観覧収益を還元す
る事業について、「新年度のことは
予算編成の過程で考える」と12月
定例会で答弁されているが、高齢者
への灯油給付事業は継続するのか。
答 （村長）引き続き実施する。近
年の灯油価格は変動が激しく、生活
の困窮が危惧される低所得の高齢者
世帯に給付することで、生活の安定
を図りたい。
問 （イ）各地区の集会施設に対し、
整備事業として何か検討しているも
のはあるか。
答 （村長）屋外用のイスとテーブ
ルを配備する。集会施設内外で開催
される行事で、子どもたちや足腰の
弱くなった高齢の方に使っていただ
き、地域住民が交流する機会をより
よいものにしていただきたい。

鈴木　孝一 議員

川部駅ヤード跡地
問 （ア）村の依頼を受け、平成17
年に村土地開発公社が取得したもの
の、使われないまま14年近く放置
されている。
　駅周辺に駐車場を希望する声があ
るほか、宅地分譲や川部公民館の新
築移転場所など、今後どうする考え
なのか。
答 （村長）過去の定例会でこれま
で答弁してきたとおり、どのような
活用方法を検討する場合でも道路や
上下水道の整備など多額の投資費用
が必要となり、川部駅を中心に検討
することが最善であるとの考えに変
わりはない。
　駅の東西を渡る連絡通路や、財源
の目処がついた時点で具体的に検討
する。
問 （イ）任期中に着手するのか。
答 （村長）2019年度からは中央公
民館や村民体育館、統合する児童館
など大きな施設の建て替え事業が始
まるため、ヤード跡地の開発に着手
することは極めて厳しい。

　鈴木和久議長の長年にわたる議員活動に対し、次の
表彰が贈られました。3月1日、村議会定例会の開会
にあたり、受賞の報告が行われました。

中南津軽郡町村議会議長会表彰／
　　　　　町村議会議長として3年以上在職
　　　　　（2月1日　同会平成31年定期総会にて）
青森県町村議会議長会表彰／　
　　　　　町村議会議員として11年以上在職
　　　　　（2月19日　同会第69回定期総会にて）

多年の功績をたたえて

村議会3月定例会
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話 題 い ろ い ろ

3/10 春の訪れを知らせる

2/25 中学校卒業をお祝い

　十二川原地区で権現様が行われました。参加した子
ども会会員13人は高樋地区の神明宮に参拝後、和太
鼓を鳴らしながら地区内の家々を巡りました。
　訪問先では元気に「権現様が来たよー！」と呼びか
け、神主に扮した児童が「払いたまえ、清めたまえ」
と唱えながらお払い棒を振り、権現様に扮した児童が
獅子頭を鳴らして、出迎えた人たちへ「頭かじり」を
行いました。また、児童らは訪れた家々の人たちへ、
携えた御札と御神酒を手渡したほか、門口に盛り塩も
置き、地区住民の無病息災や家内安全を願っていまし
た。

　中学校卒業を迎える村内のひとり親（母子・父子）
世帯に、村母子寡婦福祉会と村が記念品を贈りまし
た。同会では毎年、中学校卒業の節目にひとり親世帯
を激励訪問しています。相馬ちえ子会長は「今年は
13世帯が対象。ひとり親世帯は近年増えている傾向
があり、保護者の皆さんは仕事や家事で忙しい毎日を
過ごしていると思う。少しでも励みにしてもらえれ
ば」と話し、激励に先立って同会の小野きよさんと共
に役場を訪れ、村の記念品を村長から受け取りまし
た。記念品を受け取った後に対象世帯を訪問し、同会
と村からの記念品を手渡しました。

　田んぼアートの里ブランド化推進協議会による村産
いちごを活用したメニュー開発に、青森中央短期大学
と東北女子短期大学の学生がそれぞれ取り組み、オリ
ジナルメニューが考案されました。青森中央短期大学
では公募で１～２年生10人が開発に取り組み、いち
ごのチョコサンドやガトーショコラなど５品目を考
案。３月８日、同大学で完成報告が行われ、食物栄養
学科１年の坂本楓奈さん、田子内萌さん、髙橋明日香
さんが試作品とともにレシピを紹介しました。
　東北女子短期大学では生活科２年生37人が開発に取り組み、いちごバターやロールケーキなど１人１品ず
つ考案され、協議会へレシピ集が引き渡されました。これらのメニューは今後、村の観光いちご園を運営する
（株）アグリいーな田んぼアートの里で商品化が検討されます。

いちごでオリジナルスイーツ
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13日、田舎館中学校の卒業式では生徒61人が新しい
場所での飛躍を誓いました。

９日、光田寺保育園の保育証書授与式では年長児９人
が保育証書を受け取りました。

話 題 い ろ い ろ

　３月、村内の保育所（園）や認定こども園、小・
中学校ではそれぞれ卒園式や卒業式が行われ、児童
や生徒が巣立ちの日を迎えました。

羽ばたきの春

石アートの新テーマを決定！
男はつらいよ「車寅次郎」

第27回田植え体験ツアー 参加者大募集（村内先行受付）
○と　き／５月26日（日）　午前８時30分　受付開始、中央公民館にて　　午前９時30分　開会式
○ところ／役場東側水田　　○参加料／無料（おにぎり、豚汁付き）
○申込先／各地区の総代（会長）。ただし、村内各団体（保育所（園）や認定こども園、小 ･中学校、企業など）
の参加は、役場２階企画観光課で受け付けしますので、電話等で直接お申し込みください。なお、当日の申
し込みや人数変更は受け付けません。

○注意事項／汚れてもよい服装でお越しください。普通の長靴は泥の中で動けなくなりますので、田んぼに入
る際は裸足か田植え用長靴などでお入りください。なお、当日は雨天決行です。村内先行受付の後、５月か
ら一般参加の受け付けを開始します。

○申込締切／４月22日（月）　　　　　　　　　　　　▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）

　平成29年から弥生の里展望所（道の駅いなかだて「弥生の里」内）で展示していた石アー
ト「Princess Diana」は２年間の展示を終え、新しい石アートに模様替えをします。

田んぼアートに先駆けて、期間限定で公開します

　昨年展示した短文芸作品の石アートは「第５回田んぼアート短文芸コンテスト最優秀作
品」へ更新します。石アート「美空ひばり」や津軽平野の風景も併せてお楽しみください。
○と　き／４月23日（火）～５月６日（月）　午前９時～午後５時（最終入館は午後４時30分）
○入館料（期間中のみ）／大人（中学生以上）200円、小人（小学生以下）100円
　未就学児、障害者手帳所持者本人とその介助者１人（手帳原本を係員へ提示したときのみ）、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。

19日、田舎館小学校の卒業式では児童58人が学舎を
あとにしました。

©松竹株式会社
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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。
☎58-2111（代表）役場からの情報

納税相談

と　き ところ

休　日
４月21日（日）
午前９時～午後４時 役場１階

税務課
夜　間

４月24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）

今月の粗大ごみ収集日
　４月24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／５月８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）

保健協力員会　健診受診勧奨標語
　会では、ひとりでも多くの村民に健診への関心を持っ
ていただくため、標語を募集しました。８人から23点の
応募があり、審査の結果３点
の作品を選出しました。標語
は各地区のごみステーション
に掲示しています。
2019年度健診受診勧奨標語
・検診は　一度で終わらず　二度三度
・健診を受けて　心も体も　二重マル
・若い人　進んで健診　みんなの手本
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

国民年金だより
保険料は期限までに納めましょう

　４月～2020年３月分の国民年金保険料は、月額16,410
円です。保険料は日本年金機構から送付される納付書に
より、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納め
ることができます。また、クレジットカード払いや、イ
ンターネットで納付することもできるほか、割引制度が
あってお得な口座振替もあります。
　日本年金機構では保険料を期限までに納めていただけ
ない方に対して、電話や文書、訪問により、早期にお納
めいただくよう案内しています。未納のまま放置される
と督促を行い、指定された期限までに納付がない場合
は、延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある方
（連帯して納付する義務を負う配偶者や世帯主）の財産
を差し押さえることがあります。
　所得が少ない、離職や病気で収入がないなどの理由で
保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予する制度があ
りますのでご相談ください。
▷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

春の農作業安全確認運動　まずはワン
チェック、ワンアクションで農作業安全

　農作業が本格化する春季は、農作業事故が多くなりま
す。次のことに注意し、安全な農作業を心がけましょう。
○実施期間／５月31日（金）まで
・長時間の連続作業を避け、必ず作業の合間に十分な休
憩を取るようにしましょう。
・作業に出かけるときは、周囲に場所と内容を伝えるよ
うにしましょう。
・圃

ほ

場への出入りや傾斜地では転落、転倒に注意しま
しょう。
・トラクターには安全フレーム等を装着しましょう。
・脚立等を使用する時は安定した場所に設置し、身を乗
り出すことは避け、こまめに移動しましょう。
・機械調整や点検、詰まり除去時は機械のエンジンを停
止しましょう。
・服装を整え、機械に巻き込まれないように注意しま
しょう。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）
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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。

児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別
障害者手当などを受給されている方へ

　４月より、下表のとおり手当額が改定されました。物
価変動に応じた改定基準が法律で規定されているため、
平成30年の消費者物価指数が前年に比べて上昇したこ
とにより、支給額が１％引き上げとなります。

種　類 支給額（月額）

児童扶養
手当

第１子
全部 42,910円

一部 42,900～10,120円

第２子
加算額

全部 10,140円

一部 10,130～5,070円

第３子
以降　
加算額

全部 6,080円

一部 6,070～3,040円

特別児童
扶養手当

１級 52,200円

２級 34,770円

障害児福祉手当 14,790円

特別障害者手当 27,200円

児童扶養手当は支給時期が変わります
　これまでの年３回（４月、８月、12月）から、年６回
（１月、３月、５月、７月、９月、11月）に変わります。
８月の支給をもって切り替わり、８月～10月の３ヶ月
分を11月に支給し、以降は奇数月に２ヶ月分を支給し
ます。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154、155）

ペットに関する苦情が増えています

　あなたの飼っているペットが、気付かないうちに周囲
へ迷惑をかけてしまっていることがあります。飼い主と
して自覚と責任を持ち、適切に飼いましょう。
放し飼いはやめて！
　ペットの放し飼いは、農作物を荒らしたり、フンをし
たり、人にかみつくなど他人に
迷惑をかけ、事故の原因になり
ます。「おとなしいから大丈夫」
は飼い主の身勝手で、散歩時は
もちろん、柵やオリの中でも必
ず鎖につないでおきましょう。
フンの後始末を忘れずに！
　回収袋や用具を持たないで散歩をしている方が見受け
られます。散歩中に出たペットのフンは飼い主が回収
し、必ず持ち帰りましょう。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

村税や保険料の納付は便利な口座振替で
　口座振替制度は、あなたの指定した口座から自動的に
納付できる便利な制度です。納期ごとに現金を持って金
融機関等へお出かけいただく手間がなくなり、納め忘れ
を防ぐこともできますので、ぜひご活用ください。
○口座振替できる種類／
・村県民税　　　　　　　・固定資産税
・軽自動車税　　　　　　・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料　・保育料
・村営住宅使用料
○利用できる金融機関／
・青森銀行 本、支店　　　・みちのく銀行 本、支店
・東奥信用金庫 本、支店　・津軽みらい農協 本、支店
・ゆうちょ銀行（郵便局）
○申込方法／お近くの金融機関か役場の担当窓口に、通
帳と届出印を持参してお申し込みください。
納税貯蓄組合に加入している世帯
　引き続き、現在加入している納税貯蓄組合に納付して
ください。ただし、保育料と村営住宅使用料は取り扱っ
ていませんのでご注意ください。
▷問い合わせ／
　村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

…税務課税務収納係（内線123）
　後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係（内線161）
　保育料…厚生課福祉係（内線155）
　村営住宅使用料…建設課建設第二係（内線232）

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
道が供用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って接続してください。
　なお、工事は村の指定工事事業者が行うことになって
おり、書類作成や届け出などの手続きを皆様に代わって
行います。お気軽にご相談ください。
井戸水認定人数等の変更届を忘れずに！
　井戸水（地下水）を使い下水道に排出している方は、
使用者の設置したメーターによる使用水量か、人数や使
用場所によって認定した認定水量により下水道使用料を
決定します。
　井戸水の認定を受けている方で、家族の転入・転出・
出生・死亡などの人数変更が生じた場合や、使用場所の
変更、廃止があった場合は速やかに届け出てください。
▷問い合わせ／建設課下水道係（内線233）
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死亡届を出されるときは
　死亡届は死亡を知った日から７日以内、国外にいる場合は３ヶ月以内に届け出なければなりません。村では死亡届
を受理する際、死亡届書の記載内容や火葬日程、葬儀日程（喪主の氏名、住所、続柄を含む）を確認し、埋火葬許可証
を発行します。事前に電話連絡があれば待ち時間を短縮できます。来庁の際は、あらかじめ以下についてもご確認を
お願いいたします。
○必要なもの／死亡届書、医師による死亡診断書か警察による死体検案書の原本、届出人の印鑑
　　　　　　　※死亡届書は死亡診断書または死体検案書と一体になっています。
○受付時間（平日）／午前８時15分～午後４時30分
　他市区町村や関係機関に確認を取る作業を要しますので、時間外に来庁された場合は埋火葬許可証を発行できない
ことがあります。あらかじめご了承ください。土・日・祝日の受け付けは、以下の「役場閉庁日の埋火葬許可証発行」
をご覧ください。
○届出先／役場１階住民課
　死亡者の本籍地、住所地、死亡地いずれかの市区町村窓口でも届け出できますが、村とその市区町村間で戸籍情報
等の確認を行うため、受理までに時間を要します。
火葬料補助金を交付しています
　村内には火葬場がなく、他市町村の火葬場を利用することになるため、火葬場がある市町村住民と村民とでは利用
料金に格差が生じてしまうことがあります。村民が死亡（死産）した場合、火葬にかかる費用負担を軽減するために補
助を実施しています。
○補助金額／申請者が負担した火葬料の1/2
○交付要件／村民の死亡、死産（妊娠４ヶ月以上の胎児を含む）による火葬で、火葬場が設置されている市町村住民が
負担すべき火葬料より多額であった場合

○申　請／火葬許可申請者が他市町村にお住まいの方でも申請が可能です。また、他市町村で火葬許可証が発行され
ていても、村民が死亡（死産）した場合は申請が可能です。申請は火葬が許可された日から６ヶ月以内にしてくださ
い。交付決定後、申請月の翌月末までに指定された口座へ振り込みます。

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／４月28日（日）、30日（火）、５月２日（木）、４日（土）、６日（月）、
　11日（土）、18日（土）、25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）

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 業務名 予定価格 落札価格 事業場所 業者名 終了日

3/20 小学校空調設備設置工事
設計監理業務 2,921,400円 2,754,000円 大根子 ㈱楠山設計青森事

務所
（設計）7/31
（監理）2020/2/14

3/20 中学校空調設備設置工事
設計監理業務 2,970,000円 2,797,200円 畑中 ㈱楠山設計青森事

務所
（設計）7/31
（監理）2020/2/14

入札日 工事名 予定価格 落札価格 工事場所 業者名 工期

3/20 第51号：石アート制作工
事 4,201,200円 4,028,400円 高樋 東青建設㈱ 5/31

3/20 第52号：仮設倉庫設置工
事 5,356,800円 5,076,000円 畑中 ㈱丸勝小野商事 6/20

3/20 第53号：村民体育館棚造
作工事 3,104,266円 2,948,400円 畑中 ㈲葛西建築工務所 5/31

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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2019年度の軽自動車税
○グリーン化特例（軽課）／適用期限が２年間延長され、平成29年４月１日～平成31年３月31日に初度検査登録を受
けた軽四輪車等のうち、燃費性能に応じて、翌年度分に限り適用する特例措置です。

・電気軽自動車、天然ガス軽自動車（H30年排出ガス基準適合か、H21年排出ガス基準10%低減達成）→（ア）
・H30年排出ガス基準50%低減か、H17年排出ガス基準75％低減かつ｛H32年度燃費基準＋30%達成（乗用車）｝
｛H27年度燃費基準＋35%達成（貨物車）｝→（イ）、｛H32年度燃費基準＋10％達成（乗用車）｝｛H27年度燃費基準＋
15％達成（貨物車）｝→（ウ）

三輪以上の軽自動車等
初度検査登録を受けた時期

H18/3/31
以前 ※

H27/3/31
以前

H27/4/1
以降

グリーン化特例（軽課）
（ア） （イ） （ウ）

四輪以上
乗　用

自家用 12,900円 7,200円 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

貨物用
自家用 6,000円 4,000円 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

三輪 4,600円 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
　　　　　　　　　　　　　　※重課…初度検査登録から13年経過すると課される税率です。

二輪車等 税　額 税　額

原動機付
自 転 車

50cc以下 2,000円 二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
50cc超90cc以下 2,000円 小型特殊

自 動 車
農耕作業用 2,000円

90cc超125cc以下 2,400円 その他 5,900円
ミニカー 3,700円 雪上走行車 3,600円
軽二輪 125cc超250cc以下
（側車付・ボートトレーラー含む） 3,600円 二輪車等はいずれも重課税率の適用はありません。

身体障害者等の軽自動車税減免
　すでに納付された分は減免を受けられませんので、納税貯蓄組合等に加入されている方は特にご注意ください。
○受付期間／５月７日（火）～５月23日（木）
○対象・必要なもの／
①一般の軽自動車…障害者本人か、障害者と生計を同じくする方が所有する軽自動車のうち、１台申請できます。
・減免申請書（役場１階税務課に備え付け）、印かん、運転する方の運転免許証、車検証、軽自動車税の納税通知書、
身体障害者手帳（療育〔愛護〕手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を含む）、納税義務者（納税通知書の名
義人）のマイナンバーカード・マイナンバーカードを持っていない場合は通知カードと免許証等の身分証明書、障害
者本人と運転する方が別居している場合は生計同一証明書

②特殊用途の軽自動車…車検証に「車いす移動車」等の記載があり、車体の構造や装置が障害者利用のために特殊仕様
となっている軽自動車が申請できます。

・減免申請書（役場１階税務課に備え付け）、印かん、車検証、軽自動車税の納税通知書
▷問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

各施設の休業（天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位に伴う連休）

役場 ☎58－2111 休業：４月27日（土）～５月６日（月）
死亡届の受付日は P.12をご覧ください。

中央公民館

☎58－2250

窓口のみ休業：４月27日（土）～30日（火）
建て替えのため４月末日で全館閉鎖します。窓口業務は役場３階
へ移転し、５月７日（火）から再開します。

文化会館 月間利用予定のとおり開館します。

村民体育館 休館：５月７日（火）
４月27日（土）～５月６日（月）は開館します。

克雪トレーニングセンター 月間利用予定のとおり開館します。
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加齢による転倒予防、認知症予防に　65歳以上の健康サポート教室
　参加費は無料です。また、無料送迎をご希望の方は、開催日の１週間前までにお申し込みください。
○と　き／５月13日（月）、20日（月）　午後１時30分～午後３時　　○テーマ／イスに座って健康体操
○ところ／ふれあいセンター大広間　　　　　　　　　　　 ▷問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部　2019年度の保険料率
○健康保険／給与・賞与の9.87％　　○介護保険／給与・賞与の1.73％　　○改定時期／３月分（４月納付分）
▷問い合わせ／青森支部　☎017－721－2713

暮らしの情報
定例労働相談会

○と　き／
５月７日（火） 午後１時30分～午後３時30分
５月19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）
○内　容／解雇、賃金引き下げ、長時間労働、パワハラ
▷問い合わせ／あおもり労働相談ダイヤル　
　　　　　　　☎0120－610－782

春の動物ふれあいフェスティバル
○と　き／５月４日（土）、５日（日）
　　　　　午前10時～午後４時
○ところ／青森県動物愛護センター
○行事内容／動物ふれあい体験、乗馬体験、工作コー
ナー、動物のお医者さん体験　ほか
▷問い合わせ／青森県動物愛護センター
　　　　　　　☎017－726－6100

子育て支援センター
　村内に住んでいる保育所等に入所されていない児童やその保護者を対象に、中央児童館内に子育て支援センターを
開設しています。センターではご家庭の状況に合わせ、来館や電話により、乳幼児の育児で不安なことや悩みごとな
どの相談に応じています。
○開設時間／毎週月～金曜日（土・日・祝日・小学校の長期休暇や休校日を除く）
　　　　　　午前９時30分～午前11時30分

▷問い合わせ／中央児童館　☎58－2242　　厚生課福祉係（内線155）

苗っこまつり
　ナス、キュウリ、トマトなどの野菜苗や、花壇苗を販
売します。当日は生産者が会場にいますので、栽培のア
ドバイスを聞くことができます。また、野菜苗を購入さ
れた先着200人には花壇苗をプレゼントします。
○と　き／４月27日（土）　午前８時～午前11時30分
○ところ／克雪トレーニングセンター
※苗っこまつりは今回の開催をもって終了します。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）

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／２月21日（木）
　議員全員協議会
　内容／児童館建設事業　ほか８件
　議会運営委員会
　内容／第１回議会定例会の会期日程等
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

至　弘前市

役場

中央公民館

老人
憩の家

駐車場

観光
いちご園

田舎館
郵便局

至　黒石市

中央児童館・子育て支援センター
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観光ガイドメンバーを募集しています！
　村の観光ガイド団体「田

じゃいご

舎あるぎ衆
んど

」ではメンバーを
募集しています。観光で村を訪れる方々に、“街歩き”を
通じて「田んぼアートの村いなかだて」を楽しく紹介し
てみませんか？研修を予定していますので、実際にガイ
ドに同行して学びながらデビューを目指しましょう。
　未経験の方も大歓迎ですので、興味のある方はお気軽

にお問い合わせください。
なお、手紙で連絡される場
合は役場２階企画観光課で
取り次いでもらうことがで
き、追って事務局からご連
絡いたします。

▷問い合わせ／田
じゃいご

舎あるぎ衆
んど

事務局（福士）
　　　　　　　 jaigo.walker@gmail.com

県税のコンビニ納税と口座振替制度
　自動車税や不動産取得税、個人事業税はコンビニエン
スストアで納付できるほか、便利で安全、確実な口座振
替もご利用いただけます。申込用紙は各取扱金融機関
か、中南地域県民局県税部の窓口にありますので、お気
軽にお問い合わせください。
口座振替できるもの
○個人事業税／定期賦課分
○法人県民・事業税（地方法人特別税を含む）／
　中間申告、確定申告分
○自動車税／６月納期分
　４月26日（金）までに申し込みが必要です。
○軽油引取税
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

津軽の名人・達人バンク　登録講師を利用して、楽しく学んでみませんか？
　津軽広域連合では、学校や団体、サークル、企業などの活動で講師が必要なとき、皆様の希望や目的に合わせて利
用していただけるように、津軽地域の様々なジャンルの講師をまとめた名簿を作成しています。どなたでも自由に利
用できますので、行事やイベントにぜひご検討ください。また、自分の特技を講師として指導できる名人・達人も募
集しています。名簿は津軽広域連合のホームページ http://tsugarukoiki.jp/で公開しているほか、希望者には郵送し
ていますのでお気軽にご相談ください。
○指導内容の一例／伝統工芸（こぎん刺し、津軽塗、金魚ねぷたなど）、フラワー
アート、クラフト製作、健康づくりの指導

○利用方法／名簿に掲載されている連絡先へ直接、日程や費用などを問い合わせ
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201　 rengou@tsugarukoiki.jp

裁判所見学ツアー
○と　き／５月８日（水）　午後１時～午後４時　　○ところ／青森地方・家庭裁判所（青森市長島１－３－26）
○内　容／裁判員裁判法延の見学、資料展示、裁判官の仕事紹介など　　○定　員／30人
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所　☎017－722－5421

弘前地区消防事務組合　危険物取扱者試験と事前講習会を実施します
危険物取扱者試験
　受験願書は消防本部予防課、最寄りの消防署・分署で配付しています。電子申請は（一財）消防試験研究センターの
ホームページ https://www.shoubo-shiken.or.jp/からお申し込みください。
○とき・ところ／６月８日（土）・弘前東高等学校
○種類・受験料／甲種（受験資格必要）：6,500円、乙種（第１類～６類）：4,500円、丙種：3,600円
○申込期間／４月18日（木）～５月13日（月）、電子申請は４月15日（月）～５月10日（金）
事前講習会
○と　き／５月23日（木）～24日（金）の２日間　午前９時30分～午後４時30分
○ところ／消防本部３階大会議室　※車での来庁はできませんので最寄りの駐車場をご利用ください。
○対　象／乙種第４類の受験者
○受講料・テキスト代／どちらも講習日１日目の会場で徴収します。
　4,500円（弘前地区消防防災協会加入事業所は2,000円）、テキスト1,700円（テキストのみの購入は不可）
○申込期間／４月25日（木）～５月15日（水）
○申込先／消防本部予防課、最寄りの消防署・分署
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104
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職員人事異動 （　）は旧所属

【村長部局】 4月1日付 ▷企画観光課長・弥生の里展望所長（住民課長）　工藤修市　▷税務課長・税務収納係長
（税務課長）　稲葉明志　▷建設課長・建設第一係長・業務係長・上水道係長（建設課長・建設第一係長・建設第二
係長・業務係長・上水道係長）　相坂篤　▷総務課長・合併対策室長・管財係長、選挙管理委員会事務局長併任（総
務課長・合併対策室長、選挙管理委員会事務局長併任）　阿保春仁　▷会計管理者・会計課長（税務課長補佐・税
務収納係長）　工藤和裕　▷産業課長、農業委員会事務局長併任（産業課長補佐・産業係長）　竹内哲也　▷住民課
長（総務課長補佐・財政係長）　上田貴光　▷総務課長補佐・人事係長（総務課主幹・人事係長）　相坂朱美　▷住
民課長補佐・生活環境係長（住民課主幹・生活環境係長）　鈴木貴　▷企画観光課長補佐・企画係長（企画観光課主
幹・企画係長）　工藤康人　▷税務課長補佐・固定資産係長（税務課主幹・固定資産係長）　浅利高年　▷産業課長
補佐、農業委員会事務局次長併任（農業委員会主幹・農業委員会事務局次長）　佐藤勝彦　▷産業課長補佐・産業
係長（厚生課主幹・福祉係長）　佐々木貴詞　▷総務課財政係長（総務課管財係長）　平川健太郎　▷会計課会計係
長（会計課主査）　田澤由貴　▷厚生課福祉係長（厚生課主査）　長濱留美子　▷建設課建設第二係長（建設課主査）　
佐々木広和　▷総務課付主事、津軽広域連合派遣（税務課主事）　小森好展　▷税務課主事（青森県後期高齢者医療
広域連合派遣）　田澤瑛己　▷厚生課主事（教育課主事）　肥後紀洋　▷総務課主事（厚生課主事）　工藤遼輔　▷税
務課主事（議会事務局主事）　清野静子　▷総務課主事（総務課主事補）　深井裕奈　▷総務課主事（税務課主事補）　
工藤優太朗　▷税務課主事（産業課主事）　斎藤星紀　▷総務課付主事（税務課主事）　藤田琴美　▷建設課主査（南
黒地方福祉事務組合）　鳴海𣳾次　▷税務課主査（南黒地方福祉事務組合）　工藤昭憲　▷厚生課主事（新採用）　村
上皓紀　▷住民課主事（新採用）　鈴木啓斗　▷産業課主事補（新採用）　工藤勇世

【議会事務局】 4月1日付 ▷議会事務局主事（農業委員会主事）　福原奈美
【農業委員会部局】 4月1日付 ▷農業委員会主事（住民課主事）　斎藤麻希子
【教育委員会部局】 4月1日付 ▷教育課主幹・生涯学習係長（教育課生涯学習係長）　須藤芳仁　▷教育課主事（新
採用）　山本哲郎

【退職】 3月31日付 ▷定年退職（会計管理者・会計課長）　工藤正造　▷定年退職（産業課長、農業委員会事務局
長併任）　成田政幸　▷定年退職（企画観光課長・弥生の里展望所長）　齊藤晋

【臨時職員等】 4月1日付 ▷住民課臨時事務員　鈴木厚子　▷学校給食センター臨時調理員　北畠里美　　4月2
日付 ▷住民課臨時事務員　神央子　▷産業課臨時事務員　樋口泉　▷企画観光課臨時事務員　成田ルミ子　菊地
貴子　髙木裕二　田澤由起　▷厚生課臨時事務員　船水景子　木村昇子　▷学校給食センター臨時調理員　柳谷輝
美　白戸いね子　山谷夏子　岩間智子　山口早紀　花岡美保　福士めぐみ　▷学校給食センター臨時運転労務員　
鈴木康憲　▷田舎館小学校学習支援員　白戸佳織　角田大地　松山加代　赤川教子　▷田舎館小学校特別支援教育
支援員　天内美加子　岩谷みつ子　▷田舎館中学校学習支援員　佐藤稔秋　▷田舎館中学校特別支援教育支援員　
宮本ふみ

【転出】 4月1日付　田舎館小学校▷平川市立柏木小学校（教諭）　須々田きせ子　▷黒石市立黒石東小学校（教諭）　
比内倫子　▷黒石市立中郷小学校（教諭）　櫻井智子　▷弘前市立船沢小学校（教諭）　前田祥貴　▷期間満了（講師）　
江利山孝子　▷平川市立金田小学校・大鰐町立大鰐小学校（非常勤講師）　石澤幸子　　田舎館中学校▷弘前市立
石川小学校校長（教頭）　千葉敦　▷平川市教育委員会指導主事（教諭）　坂本寛実　▷黒石市立中郷中学校（教諭）　
小林佳澄

【転入】 4月1日付　田舎館小学校▷教諭（大鰐町立大鰐小学校教諭）　藤田美保　▷教諭（大鰐町立大鰐小学校教
諭）　藤森佳代　▷教諭（黒石市立中郷小学校教諭）　佐藤満司　▷教諭（新採用）　我満望美　▷講師　毛内保后　
▷非常勤講師（弘前市立城西小学校）　興村洋子　　田舎館中学校▷校長（弘前市立第四中学校教頭）　舘山光伸 　
▷教頭（青森県教育委員会中南教育事務所指導主事）　鎌田寛市　▷教諭（弘前市立第一中学校教諭）　信濃桃子　
▷教諭（新採用）　神華恵　▷教諭・初任者研修拠点校指導教員　酒井清敏　▷講師（黒石市立黒石中学校）　坂本
早紀子　▷非常勤講師（平川市立碇ヶ関中学校）　天坂陽子　▷養護助教諭　齋藤まき子

【退職】 3月31日付　田舎館中学校▷定年退職（校長）　山本孝一

 村職員

 教職員
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お誕生おめでとうございます

葛　西　玄
げん

　輝
き

 くん
（一慶・美里）大　　袋

小　野　圭
けい

　太
た

 くん
（武・智子）垂　　柳

ご結婚おめでとうございます

小　野　竜　希 畑　　中
小笠原　彩　子 弘 前 市

村　岡　　需 大 間 町
工　藤　千　織 枝　　川

成　田　勝　伍 境　　森
中　里　なつみ 弘 前 市

おくやみ申し上げます

田　澤　サ　ダ（91歳） 諏 訪 堂
寺　口　典　子（61歳） 川　　部
清　藤　光　晴（84歳） 堂 野 前
工　藤　ち　ゑ（86歳） 田 舎 舘
小　山　セ　イ （87歳） 新　　町
成　田　シ　マ （89歳） 境　　森
工　藤　則　子（58歳） 前田屋敷
佐々木　光　治（71歳） 畑　　中
鹿　内　　富　（81歳） 川　　部
山　谷　榮　香（85歳） 前田屋敷
中　田　ナツ子（80歳） 前田屋敷
葛　西　タ　カ（97歳） 大 根 子

戸 の籍 窓

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）

（
（
（

２月21日～３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

・天才を殺す凡人
 北野唯我／著　日本経済新聞出版社
・世界一美味しい手抜きごはん
 はらぺこグリズリー／著　KADOKAWA
・麦本三歩の好きなもの 住野よる／著　幻冬舎
・魔眼の匣の殺人 今村昌弘／著　東京創元社
・ぼくはきっとやさしい
 町屋良平／著　河出書房新社

・集団左遷 江波戸哲夫／著　講談社
・死にがいを求めて生きているの
 朝井リョウ／著　中央公論新社
・傲慢と善良 辻村深月／著　朝日新聞出版
・おんぶおんぶのももんちゃん
 とよたかずひこ／著　童心社
・パンどうぶつえん Coppe／著　教育画劇
 ほか

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250

　中央公民館は建て替えに伴い、4月30日（火）を
もって閉館します。図書室も一時閉鎖となりますの
で、現在本を借りられている方は、4月末日までに
必ず返却をお願いします。

人口と世帯
（3月末日現在）

男 3,692 （－5）

女 4,126 （－23）

計 7,818 （－28）

世帯 2,775 （+5）
（　）は前月との比較

交通事故概況
(3月末日現在）

県　内 村　内

件 数 210（701） 7 （15）

死 者 5 （10） 0 （0）

傷 者 244（859） 8 （23）
（　）は1月からの累計
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は5月9日（木）の予定です。

中村鴻
こうし

志くん（東光寺）
「保育園の年長から剣道を習っ
ていて、高校まで続けたいと
思っています。今年はもっと
優勝回数を増やすぞ！」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

Happy Birthday ４月生まれのおともだち

※5月生まれのお子さん募集（4／19
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。

今月の
表紙

　3月17日、役場周辺で消防団出初式を行い、
村消防団員198人が模擬演習と機械器具点検で日
頃の備えを確かめ、纏

まとい

振りや分列行進を披露しまし
た。また、村女性防火クラブが模擬演習と分列行
進に特別参加したほか、村内の保育所（園）や認定
こども園の幼年消防クラブも参加し、防火の誓いを
元気に呼びかけました。

火災予防に備える

　村の地方創生推進事業の一貫として、子どものデザ
イン・感性教育をテーマとする「ドット絵彫刻を作ろう」
ワークショップを1月26日に中央公民館大ホールで開
催しました。彫刻家・現代アーティストの鈴木一太郎さ
んが講師を務め、参加した田舎館小学校の児童6人
と、サポーターとして参加した田舎館中学校創作部の
生徒7人がドット絵（ピクセルアート）に挑戦しました。
　参加者は40×50マスの方眼紙を1マスずつ塗りつ
ぶしながら好きな動物やキャラクターを思い思いに描
き、8色の角材を使ってその絵を具現化。鈴木さんは
「ピクセルアートは古いテレビゲームで用いられたシン
プルなグラフィック。どんなデザインにも通ずるが、描
きたい物の特徴をちゃんと捉えると、シンプルでもしっ
かりと表現することができる」と話し、2月8日～11日
に村博物館（埋蔵文化財センタ－）で開催した成果展で
は鈴木さんのオリジナル作品をはじめ、参加者の制作
品を披露し、好評を博しました。

H28/4/15生
「おしゃべり上手
のしぃちゃん♡た
くさん笑って大き
くなろうね」

平澤 幸
しあら
空ちゃん

土矢倉

H28/4/2生
「3歳おめでとう!!
アンパンマンとし
まじろうが大好き
です♡」

髙橋 すずちゃん
東光寺

H26/4/21生
「大きくなったら
りんご娘になりま
す♪」

木村 心
こはる
春ちゃん

堂野前

H28/4/10生
「お姉ちゃんのこ
とが大好き♡」

古山 七
ななみ
海ちゃん

川　部

Ｈ30/4/17生
「あっという間の
1年！スクスク大
きくな～れ!!」

福士 結
ゆ ず は
珠春ちゃん

前田屋
敷
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