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　弘前圏域（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
市町村にある空き家・空き地の情報を、ホームページで公開しています。また、このバンク
に参画している各金融機関では、登録物件の購入等に利用される住宅ローンに対し金利を優
遇しています。
　既に不動産業者の仲介によって物件を売りに出している方も、ぜひ登録をご検討ください。
○弘前圏域空き家・空き地バンク／http://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiyabank-8/
　弘前圏域定住自立圏を構成する８市町村、（公社）青森県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会青森県本部、
（株）青森銀行、（株）みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫で組織された弘前圏域空き家・空き地バンク協議会
が運用するもので、平成30年５月から始まっています。
▷問い合わせ／〔物件登録はその物件等が所在する市町村、利用者登録は以下のいずれかの窓口へ〕
•弘前市役所建築指導課　　☎40－0522　　　　•板柳町役場企画財政課　　☎73－2111
•黒石市役所企画課　　　　☎52－2111　　　　•大鰐町役場建設課　　　　☎48－2111
•平川市役所企画財政課　　☎44－1111　　　　•田舎館村役場企画観光課　☎58－2111（内線241）
•藤崎町役場経営戦略課　　☎88－8258　　　　•西目屋村役場総務課　　　☎85－2111
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空き家・空き地バンクへぜひ登録を
　弘前圏域（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
市町村にある空き家・空き地の情報を、ホームページで公開しています。また、このバンク
に参画している各金融機関では、登録物件の購入等に利用される住宅ローンに対し金利を優
遇しています。
　既に不動産業者の仲介によって物件を売りに出している方も、ぜひ登録をご検討ください。
○弘前圏域空き家・空き地バンク／http://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiyabank-8/
　弘前圏域定住自立圏を構成する８市町村、（公社）青森県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会青森県本部、
（株）青森銀行、（株）みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫で組織された弘前圏域空き家・空き地バンク協議会
が運用するもので、平成30年５月から始まっています。
▷問い合わせ／〔物件登録はその物件等が所在する市町村、利用者登録は以下のいずれかの窓口へ〕
•弘前市役所建築指導課　　☎40－0522　　　　•板柳町役場企画財政課　　☎73－2111
•黒石市役所企画課　　　　☎52－2111　　　　•大鰐町役場建設課　　　　☎48－2111
•平川市役所企画財政課　　☎44－1111　　　　•田舎館村役場企画観光課　☎58－2111（内線241）
•藤崎町役場経営戦略課　　☎88－8258　　　　•西目屋村役場総務課　　　☎85－2111

補助金でバンク登録物件の利活用を応援しています！
　バンク登録物件によって村に定住していただける方に対し、対象経費の1/2の金額のうち、次の金額を上限として補
助金を交付します。詳しくは村のホームページをご覧になるか、役場２階企画観光課へお問い合わせください。

▷問い合わせ／〔補助金に関する窓口〕企画観光課企画係（内線241）

新たな住まいに、空き家・空き地を
　少子高齢化や人口減少に伴う問題の一つに、空き家・空き地の増加が懸
念されています。自分や家族が所有している財産に空き家や空き地がある
方、今後相続等でそのような財産を所有するかもしれない方は、管理方法
や財産の処分、利活用など、この機会に一度考えてみませんか。

ａ　空き地を購入して住宅を新築 ……………300,000 円

ｂ　空き家を購入し、その空き家に居住 ……200,000 円

ｃ　空き地を購入して住宅を新築 ……………400,000 円

ｄ　空き家を購入し、その空き家に居住 ……300,000 円

ｅ　空き地を購入して住宅を新築 ……………400,000 円

ｆ　空き家を購入し、その空き家に居住 ……300,000 円

ｇ　空き地を購入して住宅を新築 ……………500,000 円

ｈ　空き家を購入し、その空き家に居住 ……400,000 円

ｉ　利活用に向けて、登録物件の空き家を解体 …………………500,000 円

ｊ　利活用に向けて、登録物件の空き家にある家具等を処分……50,000 円
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所有者（管理者）の方へ、相続や管理をされていますか
　平成27年度に実施した調査では80軒の空き家が村内に確認され、そのうち３割の建物は部材の剥がれや飛散、害虫の
発生などから管理不全と推測される状態であり、近隣住民の暮らしや生活環境、景観などに問題を引き起こしています。
　空き家は所有者の財産であるため、所有者はその不動産を適切に管理しなければなりません。

相続登記は済んでいますか
　不動産の所有者が亡くなったときは、土地・建物の
名義を相続人の名義に変更しましょう。
　相続人の死亡が重なると相続も重なってしまい、現
在の相続人を特定する調査に相当の時間がかかり、登
記の手続費用や手数料も高額になってしまいます。
　また、自己名義でない不動産は、売却や自分の担保
にすることができないため、不動産を任意の時期に処
分できません。
　相続登記がなされていない結果、不動産を管理する
人が不明確のまま時間が経過してしまい、放置に至っ
ていることも空き家増加の一因といわれています。
　登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必
要です。

〔わからないことは〕
　相続登記は、相続人の状況によって用意する書類や
確認事項などが異なります。相続登記の進め方や、わ
からないことなどについて助言いたしますので、役場
１階税務課へお気軽にご相談ください。
○と　き／平日　午前８時15分～午後５時　
▷問い合わせ／税務課固定資産係（内線121、122）

〔登記相談〕※予約制
○と　き／平日　午前８時30分～午後５時15分
▷問い合わせ／青森地方法務局弘前支局
　　　　　　　☎26－1150

空き家は適切に管理しましょう
　空き家は使わなくても、定期的に建物内の空気を入
れ換え、掃除をするなどのメンテナンスが大切です。
屋根の雪も、積もり続けると建物全体に影響を及ぼし
てしまいます。人が住まない家は傷みが早く、無人状
態が長く続いてしまうと、いざ住もうとしたときに多
額の改修費用がかかってしまうことがあります。自身
で住む予定がない場合は、売却や賃貸で人に住んでも
らうことを考えましょう。また、空き家を解体して、
土地として活用する方法も考えられます。
▷問い合わせ／〔空き家対策に関する総合窓口〕
　　　　　　　建設課建設第二係（内線232）

専門家による空き家相談会
　（公社）青森県宅地建物取引業協会では、高齢化・相
続・建物の老朽化など様々な理由で利用されないまま
になっている空き家・空き地の相談会を開催します。
住まいや不動産の専門家が対応しますので、ぜひご利
用ください。
○とき・ところ／

９月14日（土）
午前10時30分～午後２時

ホテルサンルート五
所川原

９月21日（土）
午前10時30分～午後２時

アピオあおもり
（青森市）

９月28日（土）
午前10時30分～午後２時

弘前市総合学習セン
ター

スポカルイン黒石

○相談員／宅建士、建築士（すまいアップアドバイ
ザー）、司法書士
▷問い合わせ／青森県宅地建物取引業協会
　　　　　　　☎017－722－4086

腐食や老朽化が進む空き家のリスク
○損害賠償に問われる可能性が
　老朽化や積雪で建物に歪みが生じると、窓ガラスが割れて周囲に飛散してしまいます。また、トタンや壁材の落
下、倒壊など、空き家を放置して周囲に被害を与えてしまった場合は所有者（管理者）の責任が問われます。
○「特定空家等」に認定されると、固定資産税が増額になることも
　空家等対策の推進に関する特別措置法により、「倒壊のおそれがある危険な状態」「衛生上有害」などの判断から、
所有者（管理者）に対して指導や命令などの行政措置が取られます。固定資産税は、住宅用地のうち一定のものは最
大1/6まで減額される特例措置がありますが、空き家を放置して勧告を受けると特例措置の対象から除外され、大
幅な増額になる場合があります。

CheckCheck

Point
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話 題 い ろ い ろ

7/7 田んぼアートの臨時列車が運行

　JR秋田駅発の五能線臨時列車「快速田んぼアート
号」が運行され、乗客が田んぼアートを鑑賞する日帰
りの旅を楽しみました。JR弘前駅では田んぼアート
PR特命係長の米こめくんが乗客を出迎え、田んぼ
アートのお米「あさゆき」３合を記念品として配付し
ました。
　村は今年度から、秋田県・青森県の五能線沿線自治
体と東日本旅客鉄道（株）秋田支社で構成される五能
線沿線連絡協議会に入会しています。臨時列車は同協
議会が取り組む沿線活性化の一環によるもので、９月
15日にも運行が予定されています。

7/7 2年ぶりの開催

　田舎館中学校グラウンドで開催した第56回村民体
育レクリエーション大会では、村内全地区の子どもか
ら大人約1,000人が参加し、競技を楽しみながら交
流を深めました。雨天で中止となった昨年から２年ぶ
りの開催となった今大会は「令和元年記念大会」とし
て競技プログラムを一新。「自転車遅乗り競争」や、
カードに書かれたお題のものまねを披露してゴールに
向かう「ものまね競争」、地区消防団員による「消防団
エキシビションリレー」などが新競技として行われた
ほか、アトラクションではAOMORI花嵐桜組が登場
し、チーム結成20周年記念演舞を披露して大会に花
を添えていました。

　７月17日、「とちおとめ」や大粒品種「あさか」
などのいちご生産を手掛ける田舎館いちご研究会
が創立30周年を迎え、平川市の南田温泉ホテル
アップルランドで記念パーティーが行われまし
た。開会にあたり、白戸弘樹会長は大粒品種「ア
イベリー」の生産に取り組んだ平成元年の発足当
時を紹介し、「アイベリーの栽培技術において、
全国愛ベリー研究会（当時）の故中村宏有会長の
指導により成功へとつながった。中村会長をはじ
め、これまで支援してくださった方々に感謝したい」と述べられ、会のより一層の発展を誓いました。会では
現在、村にゆかりのあるキャラクター「いち姫」（©PMOA/PLUM）の６色刷りパッケージ品の出荷や、大粒品
種「ロイヤルクイーン」の出荷など、会員６人が生産に取り組んでいます。

品質向上に取り組み続けて
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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
８月25日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
８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
　村県民税（２期）、国民健康保険税（２期）、介護保険
料（２期）、後期高齢者医療保険料（２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）

今月の粗大ごみ収集日
　８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／９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）

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／９月７日（土）、15日（日）、22日（日）、
　28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
国民年金保険料の追納制度

　国民年金保険料は次のような免除等を受けた期間があ
ると、保険料を全額納付したときよりも老齢基礎年金の
年金額が少なくなります。
　そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やす
ために、10年以内であればこれらの期間の保険料をさ
かのぼって納めることができます。
・全額または一部免除、法定免除（障害年金を受けてい
る期間や、生活保護の生活扶助を受けている期間な
ど）、保険料の納付猶予、学生納付特例
○追納に関する注意事項／
・免除等を受けた期間の翌年度から数えて、３年度目以
降に追納する場合は加算額が上乗せされます。
・一部免除を受けた期間に、残りの保険料を納付してい
ない場合は追納できません。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・追納は、免除等を受けた期間のうち、原則として古い
期間の保険料から納めることになります。
・追納するためにはお申し込みが必要です。
▷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

3、164）

I n f o rm a t i o n
お知らせ
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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。

田舎館村議会議員一般選挙　　　　　９月10日（火）　　　　　９月15日（日）
　任期満了に伴う田舎館村議会議員一般選挙が９月15日に執行されます。政治への参加は、まず一票から。貴重な一
票を皆様そろって投票しましょう。
　なお、この選挙の投票時間は午後７時までとなりますので、お間違いのないようにお願いします。
○投票時間／午前７時～午後７時
○投票所／投票所入場券に記載されている、各地区で指定された投票所
○投票できる方／平成13年９月16日までに生まれた方で、令和元年６月９日以前から田舎館村の住民基本台帳に登
録され、投票日まで引き続き村内に住所がある方

　　　　　　　　　　　　　①期日前投票・不在者投票
　投票日当日に仕事や用事などがある方は、期日前投票ができます。また、
青森県が指定している病院・介護施設等に入院（入所）している方、仕事な
どで村外に滞在している方は不在者投票となりますので、お早めに請求手
続き（告示日前可能）をお取りください。
○と　き／９月11日（水）～14日（土）　
　　　　　午前８時30分～午後８時
○ところ／役場１階エントランスホール

　　　　　　　　　　　　　②立候補予定者説明会
　この選挙に立候補を予定されている方を対象に、立候補届出に関する説明会を次のとおり開催します。
○と　き／８月20日（火）　午後２時　　○ところ／役場３階第１・２委員会室
▷問い合わせ／選挙管理委員会（内線226）

プレミアム付商品券
　10月からの消費税率引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を下支えするため、次に
該当する方に対し、プレミアム付商品券を発行します。
○対象者／
①令和元年度分の住民税が課税されていない方
　※ただし、住民税が課税されている方に扶養されている方（生計を一つにする配偶

者、扶養義務者等）、生活保護を受給されている方を除きます。
②平成28年４月２日～令和元年９月30日に生まれた子どもがいる世帯の世帯主
③対象者の要件①②の両方に該当する方は、どちらも対象となります。
○購入限度額／
　対象者１人につき、総額25,000円分の商品券を販売価格20,000円で発行します。
　※商品券は5,000円単位（5,000円分の商品券を販売価格4,000円で発行）となりま

す。
○申込方法／
・対象者①に該当すると思われる世帯に対し、７月下旬に申請書類を送付していますので、申請期限の12月27日
（金）までに役場１階厚生課に申請してください。また、８月中は役場１階エントランスホールに専用受付窓口を設
置しています。

・対象者②の世帯は申請不要で、購入引換券を９月下旬に送付します。
○販売期間／10月１日（火）～令和２年２月28日（金）
○商品券の有効期間／10月１日（火）～令和２年２月29日（土）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

告示日 投票日
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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

7/2 下水工第３号：汚水桝設置工
事（第３期） 1,544,400円 1,522,800円 川部 ㈱阿保建設 9/27

7/2 第10号：二津屋高田線舗装
補修工事 13,915,000円 13,310,000円 東光寺 ㈱福原組 10/31

7/2 第11号：畑中諏訪堂線舗装
補修工事（第１工区） 8,758,800円 8,478,000円 田舎舘 ㈱阿保建設 9/30

7/2 第12号：畑中諏訪堂線舗装
補修工事（第２工区） 8,985,600円 8,640,000円 田舎舘 青南建設㈱ 9/30

7/2 第13号：前田屋敷境森線舗
装補修工事（第１工区） 9,504,000円 9,180,000円 前田屋敷 東青建設㈱ 9/30

7/2 第14号：前田屋敷境森線舗
装補修工事（第２工区） 10,087,200円 9,720,000円 前田屋敷 ㈲桜庭建設 9/30

入札日 業務名 予定価格 落札価格 事業場所 業者名 終了日

7/4 小学校ネット環境整備業務 1,130,000円 986,040円 田舎館小学校 ㈱ビジネスサー
ビス弘前支店 9/30

7/4 小学校及び中学校校務支援
システム等更新業務 3,626,000円 3,435,264円 田舎館小学校

田舎館中学校
㈱ビジネスサー
ビス弘前支店 9/30

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

7/4 タブレット端末 1,677,000円 1,581,120円 田舎館小学校 ㈱ビジネスサー
ビス弘前支店 9/30

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

農地のあっせん情報
　農業委員会では担い手へ向けた農地の利用集積と、遊
休農地の発生を防ぐため、農地を貸したい、売りたいな
どの情報を提供しています。
　情報は、役場１階農業委員会で閲覧できます。詳しい
内容はお問い合わせください。
▷問い合わせ／農業委員会（内線131）

第27回青森県民駅伝競走大会
　今年も青森県民駅伝競走大会が開催されます。今大会
からコースが新しくなり、小学生区間も新設されます。
村の代表選手は日々練習に励んでいますので、選手たち
への応援をよろしくお願いします！
○と　き／９月１日（日）　正午スタート
○ところ／青森市内特設コース
▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

体力テストを受けてみませんか
　日々の健康増進のため、自分の基礎体力を調べてみま
しょう！測定結果は、後日郵送にてお知らせいたしま
す。なお、この体力テストはスポーツ庁による体力・運
動能力調査を兼ねています。
○と　き／９月24日（火）
・40歳～64歳の部　午後７時から約１時間
・65歳～79歳の部　午後１時30分から約１時間
○ところ／村民体育館
○対　象／40歳～79歳の男女
○テスト項目／
　【40歳～64歳】握力、上体起こし、長座体前屈、反復
横跳び、シャトルラン、立ち幅跳び
　【65歳～79歳】握力、上体起こし、長座体前屈、開眼
片足立ち、10ｍ障害歩行、６分間歩行
○申込締切／９月13日（金）
▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）
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子どものスマートフォンやインターネットの使用に気をつけましょう
　近年はスマートフォンをはじめとした情報機器が著しく進歩し、インターネットへの高速接続環境が整うようにな
りました。また、今までになかった新しいサービスが次々と生まれ、多くの人が利用しています。
　進歩があまりに早くても、大人より先に子どもたちの方がそれらに順応し、国や自治体、学校などの安全対策が後
手に回ってしまうことも少なくありません。それどころか、近年では大人が不用意
に公開した情報によって子どもが被害にあったり、いじめのきっかけを招いてしま
うことすらあります。
　新しい情報機器やサービスなどを完全に理解して使いこなすことは非常に難しい
ですが、保護者の皆様は子どもたちが使用し得る端末やサービスを、できるだけ把
握するように努めましょう。
　「よくわからないから」と放置することは一番よくありません。
○子どもに使わせるときは
①家庭で使い方のルール（時間、場所、目的など）を決め、守らなかった場合の対処も決めてください。
②スマートフォンやインターネットを子どもに使わせるかどうか、慎重な判断が必要です。
③子どもに個人の端末を持たせるかどうか、またはフィルタリングの使用についても考慮しましょう。
④子どもが利用しているウェブサイトやサービスなどに、違法なものや、犯罪に巻き込まれたり高額な利用料が請求
されたりする可能性のある危険なサービスがないか、常に見守ることが大切です。

○インターネット上で子どもがトラブルに巻き込まれたときは
　本人によく話を聞き、状況によっては役場や警察などに相談してください。
　最近の研究で、子どもは高リスク行動を取る傾向があるといわれており、「トラブルは必ず起こるもの」と認識しま
しょう。インターネット上のトラブルは周囲に相談しにくく、一人で抱え込むと身動きが取れなくなってしまうこと
があります。子どもの一番側にいる保護者の皆様が話を聞くことで子どもを安心させ、解決に導いてあげることが大
切です。
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線500）　☎58－2250（直通）

光田寺コミュニティセンター・まえだやしき温泉ほからっと
駐車場が新たに完成し、正式オープン！

　１月10日から仮営業をしていた光田寺コミュニティセン
ターで、６月末に外構工事が完了し、７月１日に新駐車場にて
落成式を行いました。皆様のご利用をお待ちしております。
○施設概要／

用途・床面積 公衆浴場・484.77㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造　平屋建

工　期 建築物　H30/3/10～ H31/2/20
外　構　H31/1/30～ R1/6/20

工事事業者・
事業費

設計監理：
（株）中嶋五郎設計事務所・1,674万円
建築工事：
（株）南建設・1億8,360万円
外構工事：
（株）福原組・4,986万1,000円

▷問い合わせ／光田寺コミュニティセンタ―　☎58－2221

行政情報の
ラジオ放送 ▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）、（株）エフエムジャイゴウェーブ　☎43－8210

コミュニティー FM
JAIGO WAVE  76.3ＭＨｚ　平日　10：45、11：25、12：45（金曜12：55）、13：05（金曜13：35）
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敬老会
　村では敬老の日にちなみ、今年も敬老会を開催しま
す。70歳以上の方々の長寿をお祝いし、当日は白寿、
米寿、金婚の方にそれぞれ記念品をお贈りします。
○と　き／９月13日（金）　午前10時30分～
○ところ／村民体育館
○対象者／村内在住の70歳以上の方
　　　　　（昭和24年９月16日以前に生まれた方）
○参加申込／各単位老人クラブか、役場１階厚生課で受
け付けします。

○顕彰予定者／
　プライバシー保護の観点から名簿は掲載いたしませ
ん。顕彰予定者には通知しますが、該当すると思われる
方で通知が届いていない場合は、８月16日（金）までに
ご連絡くださるようお願いします。
・白寿【３人】（99歳：大正９年４月２日～大正10年４
月１日に生まれ、当日までご健在の方）

・米寿【72人】（88歳：昭和６年４月２日～昭和７年４
月１日に生まれ、当日までご健在の方）

・金婚【22組】（結婚50年目：昭和45年１月１日～12
月31日に婚姻の届け出をし、当日までともにご健在
の夫婦）

▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

第27回稲刈り体験ツアーの参加者募集
（村内先行受付）

○と　き／９月29日（日）
　　　　　午前８時30分　受付開始、村民体育館にて
　　　　　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
等（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／稲刈り鎌、軍手、長靴、汗ふきタオルなど
をご用意のうえ、汚れてもよい服装でお越しくださ
い。なお、当日は雨天決行です。村内先行受付の後、
９月から一般参加の受け付けを開始します。
○申込締切／８月30日（金）　　　　　　　　　　　　
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）

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）に対し、青森県
労働委員会の委員が無料で相談に応じます。
○と　き／

９月３日（火） 午後１時30分～午後３時30分

９月８日（日） 午前10時30分～午後０時30分

○ところ／東奥日報新町ビル４階
▷問い合わせ／あおもり労働相談ダイヤル　
　　　　　　　☎0120－610－782

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／9月30日（月）　午後1時30分～午後3時
○ところ／ふれあいセンター大広間
○テーマ／陶芸教室　
○参加料／無料　※参加時に必要な準備物があります。
○申込締切／9月23日（月）
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

暮らしの情報
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レザークラフト体験教室
○と　き／10月４日（金）　午前10時30分～正午
　　　　　　　　　　　　 午後１時30分～午後３時
○ところ／ヒロロ３階健康ホール
○参加料／1,000円
○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、西目屋村に在住の方、各回
20人程度

○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希望時間（午前・午後）、
④年齢、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ます。

　〒036-8003　弘前市大字駅前町９－20ヒロロ３階
　津軽広域連合 レザークラフト体験教室係
○申込締切／９月13日（金）　※当日消印有効
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201
　　　　　　　 rengou@tsugarukoiki.jp

８月は電気使用安全月間
　水蒸気がたちこめる場所、雨露にさらされるような水
気のある場所で使用する電気製品や配線器具は、専用の
ものを使用しなければな
りません。場所によって
は使用できないものがあ
るため、説明書をよく読
み、正しい方法で使用し
ましょう。
　なお、洗濯機やエアコ
ン、電子レンジなどには
かならずアースをつけま
しょう。
▷問い合わせ／東北電気保安協会弘前事業所
　　　　　　　☎27－0862

弘前圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会の委員を募集
　弘前市（中心市）と黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村（周辺市町村）で形成される弘前
圏域定住自立圏では、少子高齢化などのさまざまな課題に対応するための計画（弘前圏域定住自立圏共生ビジョン）を
策定し、これに基づく取り組みを進めています。
　圏域住民の幅広い意見を聴きながら、連携施策の進捗状況の評価や計画の改訂などを行っていく懇談会の委員を募
集します。
○応募資格／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に居住する満18歳以上の方
で、年１～２回程度、平日の日中に開催予定の会議に出席できる方。ただし、圏域市町村の議員・職員（退職者含
む）、圏域市町村に附属する機関の委員に現在なっている方、過去に本懇談会の公募委員であった方を除きます。

○募集人数／２人
○任　期／委嘱の日から令和３年３月31日まで
○報酬等／１回の会議出席につき、弘前市の規定に基づく報酬および交通費を支給
○申込方法／次の①と②を記入した応募用紙を、郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかで提出してください。応
募用紙の様式は自由ですが、様式例を弘前市のホームページに掲載しているほか、弘前市役所（前川本館２階・企画
部企画課）でも配布しています。なお、提出された応募用紙は返却しません。
　〒036-8551　弘前市上白銀町１－１　　弘前市役所企画部企画課
①氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号
②「あなたが考えるこれからの弘前圏域での地域活性化について」をテーマにした作文（400字以内）
○選考結果／応募書類の記載事項を審査し、結果を応募者全員に通知します。委員に選任された方は、委員名簿に登
録し、弘前市のホームページ等で公表します。

○申込締切／８月30日（金）　午後５時までに必着
▷問い合わせ／弘前市役所企画課　☎26－6348　FAX35－7956　 kikaku@city.hirosaki.lg.jp

家族介護者のつどい
　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／９月20日（金）　午前10時～正午　　○ところ／ふれあいセンター大広間
○テーマ／消費者被害の手口や注意ポイント（青森県消費生活センター）　
○参加料／無料
○申込締切／９月13日（金）　　　　　　　　　　　　　　　▷問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704



I n f o rm a t i o n

いなかだて・令和元年8月号 11

黒石税務署は移転します
　庁舎建て替え工事のため、駐車スペースに限りがあり
ますので、来署の際はできるだけ公共交通機関をご利用
ください。
○移転先／現庁舎の斜め向かい側（黒石市西ヶ丘15）
○執務開始日／８月26日（月）
▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

青森県産業技術センター
研究所の参観デー

○と　き／９月５日（木）、６日（金）
　　　　　午前９時～午後４時（６日は午後３時）
農林総合研究所
○ところ／黒石市田中82－９
○行事内容／研究成果の発表、農産物の試食販売、農業
機械の展示　ほか

▷問い合わせ／農林総合研究所　☎52－4396
りんご研究所
○ところ／黒石市牡丹平福民24
○行事内容／研究内容の展示、試験ほ場参観ツアー、り
んごの試食販売　ほか

▷問い合わせ／りんご研究所　☎52－2331

重要文化財「旧弘前偕行社」
保存修理工事の特別見学会

　（学）弘前厚生学院では、旧陸軍将校の社交場として
建てられた旧弘前偕行社の令和２年春のリニューアル
オープンに向けて、建物内外を特別公開します。見学は
約30分の行程で、各自内履きをご持参ください。
○と　き／８月25日（日）　
　　　　　午前10時、午前11時、午後１時30分
○ところ／弘前厚生学院内
○定　員／各回25人
○参加料／無料
○申込締切／８月20日（火）
▷問い合わせ／弘前厚生学院　☎33－2102

子ども専用電話　チャイルドライン
　チャイルドライン0120－99－7777は18歳までの
子どもが、悩みごとや嬉しかったことなどを匿名で話す
ことができます。チャイルドラインあおもり弘前地区で
は、電話の受け手ボランティアを募集しており、８月下
旬～10月上旬に、全10回のボランティア養成講座を開
催します。子どもたちの声でつながる心の居場所づくり
に、あなたも参加してみませんか。講座の日程や内容な
ど、詳しくはお問い合わせください。
○対　象／18歳以上の方
○参加料／講座１回につき大人1,000円、学生300円
○申込締切／８月29日（木）
▷問い合わせ／同あおもり弘前地区（伊丹）
　　　　　　　☎090－3129－4581

津軽広域水道企業団 職員募集
○募集種目・受験資格・採用予定人員／いずれも大学卒
業程度の試験

一般行政

昭和55年４月２日～
平成10年４月１日に
生まれた方

各職種１人
土木

電気

機械

○申込締切／８月23日（金）
○申込方法／ホームページ http://www.tusui.jp/から
ダウンロードできる受験申込書に必要書類を添えて提
出してください。
○１次試験／９月８日（日）・弘前大学
▷問い合わせ／津軽事業部総務課　☎52－6033

弘前大学教育学部附属幼稚園
令和２年度の園児を募集します

　必要書類や選考の方法など、詳しくは幼稚園で交付す
る募集要項をご覧ください。また、教育学部附属小・中
学校にわたる連絡進学制度があります。
○募集園児・定員／３歳児・30人
○応募資格／平成28年４月２日～平成29年４月１日に
生まれた方で、保護者と同居し、保護者等の送迎によ
る通園時間が片道１時間以内であること。ただし、浪
岡地区を除く青森市内からの通園は認めません。
○募集要項の交付期間／
　９月６日（金）～９月20日（金）
○出願期間／９月24日（火）～10月４日（金）
▷問い合わせ／弘前大学教育学部附属幼稚園
　　　　　　　☎32－6815
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田んぼアート切手が発売
　７月８日、日本郵便（株）東北支社によるオリジナルフレーム切
手「2019いなかだて田んぼアート」の販売開始にあたり、役場村長
室で切手の贈呈式が行われました。切手は田んぼアートを通じて村
の魅力を PRするために作成されたもので、平成30年の第１田ん
ぼアート「ローマの休日」の見ごろと収穫期、平成27年の第１田ん
ぼアート「風と共に去りぬ」、役場庁舎、米こめくんなど10枚構成
になっています。切手は１シート1,300円（消費税込み・82円切手
×10枚）、1,000シート限定で、村内をはじめとした県内77局の
郵便局で７月12日から販売されています。
▷問い合わせ／田舎館郵便局　☎58－3710

出会いを見つけてみませんか？　神さんのプチ畑でピザ作りコン
○と　き／９月８日（日）　午前９時30分～午後３時
○ところ／神さんのプチ畑（藤崎町藤崎字西豊田58－４）
○対象・定員／20歳～30歳代の独身男女、各10人
○参加料／2,000円
○申込締切／８月30日（金）
▷問い合わせ／藤崎町役場住民課　☎88－8184

青森県立黒石養護学校　学校公開
○と　き／９月19日（木）　午前９時20分～正午
○内　容／学校の概要説明、授業公開、もみじ学園の紹
介

○申込締切／９月６日（金）
▷問い合わせ／黒石養護学校　☎54－8260

個人事業税を忘れずに
○納税義務者
　物品販売業、製造業、請負業など、一定の事業を営む
個人事業主の方で、「前年の事業収入から必要経費や事
業主控除額（年290万円）などを差し引いた後の所得」が
ある方に対して、個人事業税が課税されます。
○納めるときは
　各地域県民局県税部から郵送される納税通知書によ
り、８月と11月の２回に分けて納税していただきます。
税額が１万円以下の場合には、８月に全額を納税してい
ただきます。
○納付方法
　コンビニエンスストア、各金融機関窓口のほか、口座
振替も受け付けています。詳しくは青森県のホームペー
ジ http://www.pref.aomori.lg.jp/の「県税・市町村税
インフォメーション」でもご覧いただけます。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131

子育て女性の働き方セミナー
　仕事、子育て、介護を両立しながらの働き方や生き方
を女性同士で話してみませんか。参加料や託児は無料
で、託児をご利用の方は開催日６日前までにお申し込み
ください。詳しくはホームページhttp://www.kosomori.
com/をご覧ください。
○と　き／９月12日（木）　午前10時～午後１時
○ところ／ヒロロ３階多世代交流室２
○内　容／
・わたしらしい生き方・仕事・子育て
・行動にうつす大切さ
・わたしの不安、女性の不安
　※ランチをしながらのフリートーク
▷問い合わせ／（株）JMTC内 こそもり事務局
　　　　　　　☎0120－91－5251

求職者向け　受講生（10月期生）募集
○科目・定員／住宅リフォーム技術科15人
　　　　　　　CAD･NC加工技術科12人
○訓練期間／10月～令和２年３月
○受講料／無料（テキスト代は自己負担）
○申込締切／９月13日（金）
○選考日／９月18日（水）
▷問い合わせ／ポリテクセンター青森
　　　　　　　☎017－722－1771
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仕事休
やす

もっ化
か

計画　始動！
暑い夏、メリハリをつけた働き方で人生を充実させよう
　年次有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利
です。労働者は、①６ヶ月間継続して雇われているこ
と、②全労働日の８割以上出勤していることを満たして
いれば、10日間の年休が付与され、申し出ることによ
り取得できます。勤続年数、週所定労働日数等に応じて
付与日数は異なる場合がありますが、夏季休暇や祝祭日
に年次有給休暇を組み合わせると、連続休暇にすること
ができます。事業主は労働者に対し、計画的な付与を図
りましょう。
▷問い合わせ／青森労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　☎017－734－6651

河川で清掃ボランティアをしませんか
水辺サポーター制度

　青森県では、河川、海岸の清掃や草刈りなどを行う団
体の活動を支援しています。詳しくは青森県のホーム
ページ http://www.pref.aomori.lg.jp/から、「水辺サ
ポーター」のページをご覧ください。
○支援内容／
・ごみ袋、軍手などを提供します。
・集積されたごみを処理します。
・活動団体名を記した看板を設置します。
・ボランティア保険への加入を支援します。
▷問い合わせ／青森県庁河川砂防課
　　　　　　　☎017－734－9662

●○と　き／８月24日（土）、25日（日）
　　　　　午前10時～午後４時（25日は午後３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
　　　　　※村商工会向かい側。周辺は車輌通行止め
●○体験・ステージイベント／米俵かつぎ大会、オリジナルバルー
ンプレゼント、いちごの摘み取りグラム当て、わくわくマル
シェ「コトモノココカラ」、24日のみ：田舎館こども園和太鼓
演奏、田舎館相撲クラブ俵かつぎパフォーマンス、アルプスお
とめミニライブ、25日のみ：村内児童館ダンスステージ、
GFD一輪車クラブパフォーマンス、GMUミニライブ　ほか

●○販売・振るまい／掲載している品は一例です。
　いちごの生ジュース、練乳トロリ凍らせいちご、リヤカーアイスいちご味、ケーキ ･ド ･大福いちご ver、いち
ごのブラマンジェ、摘みたて生食いちご、無料振るまい（凍らせいちご／両日正午から限定100人）　ほか
▷問い合わせ／アグリいーな田んぼアートの里　
　　　　　　　☎55－6016

いちごスイーツが大集合！
2019田舎館

夏のいちごいち
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ひろさきりんご収穫祭2019 弘 前 市
　りんご収穫の無事を
祈念し、収穫シーズン
の幕開けを祝う祭りで
す。期間中は子どもか
ら大人まで楽しめるイ
ベントや飲食ブースも
多数出店します。
と　き　９月21日（土）～23日（月・祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　弘前市りんご公園（弘前市清水富田字寺沢125）
問い合わせ　弘前市役所りんご課　☎40-7105

第38回暗門祭 西目屋村
　西目屋村の秋恒
例イベント「暗門
祭」では、よさこ
いソーランや丸太
切り競争、抽選会
など行事が盛りだ
くさん！
と　き　９月15日（日）
ところ　アクアグリーンビレッジANMON
問い合わせ　目屋観光協会　☎85-2800

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

8
月

14～20 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つで、約2,000人規模の流し踊
りは必見！飛び入り参加も可能です。 黒石商工会議所 ☎52-4316

16 大川原の火流し 精霊流しが起源とされる奇祭。火のついたアシガヤの
舟を引き、激流を下ります。 黒石観光協会 ☎52-3488

17 ふるさと元気まつり 黒石ねぷた、よされなど黒石の夏祭りが一堂に集結。
フィナーレの花火は圧巻です。 黒石青年会議所 ☎52-3369

17 灯篭流し 平川親水公園で町民参加による供養灯篭流しが行われ
ます。 大鰐町役場企画観光課 ☎48-2111

18 浅瀬石川灯籠流し
（黒石市）

先祖の霊を慰めながら五穀豊穣や無病息災を願い、火
がともった灯籠を流します。

じょんからのふる里づくり
推進協議会 ☎52-3353

18 虹の湖 ROCK FESTIVAL 屋外ステージで開催！熱い夏をさらに盛り上げる黒石
市発のロックフェスティバル。 同実行委員会 ☎090-1065-2469

20 第50回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約5,000発の花火が夏の夜
空に打ち上げられ、美しく彩ります。 藤崎町商工会 ☎75-2370

25 ファッション甲子園
（弘前市）

多数の応募の中から一次審査を突破した全国の高校生
が弘前に集い、ファッションデザイン№1を競います。 同実行委員会 ☎33-4111

29 第36回レッツウォークお山参詣-ONSEN・
ガストロノミーウォーキングin岩木山-

伝統行事の体験に加えて、ご当地のおいしい食べ物、
豊富な温泉を楽しめる体験ツアー。

レッツウォークお山参詣
実行委員会 ☎83-3000

31～9/1 ひらかわフェスタ 地元農産物、加工品などを販売するほか、各種イベン
トや抽選会が行われます。 平川市役所農林課 ☎44-8815

9
月

7・8 黒石こみせまつり 津軽三味線や津軽太鼓の演奏披露などでこみせ通りを
盛り上げます。 黒石商工会議所 ☎52-4316

7・8 金平成園 特別公開 「黒石こみせまつり」と併せて金平成園を一般公開しま
す。 黒石市役所文化スポーツ課 ☎52-2111

8 第3回青森フォトロゲイニ
ング大会inおおわに

大鰐町を起点に、弘南鉄道に乗って各地を巡り、ポイ
ントを稼ごう！ 大鰐温泉観光案内所 ☎88-6690

12～14 猿賀神社十五夜大祭 県下獅子踊り大会、津軽民謡新人大会などが開催され
ます。 猿賀神社 ☎57-2016

15 カルチュアロード 歩行者天国になった弘前市土手町通りで、多彩な催し
や出店が盛りだくさん！ 同実行委員会 ☎33-5369

15 津軽ひらかわにぐ
FESTIVAL

手ぶら BBQと野外音楽フェスがコラボ。スタンプラ
リー抽選会もあります。 Asobo! Hirakawa ☎090-6228-7950

21～
11/4

光ミュージアム　
近現代日本画の軌跡

横山大観、上村松園ら近現代を代表する日本画家の作
品約70点を展示します。 弘前市立博物館 ☎35-0700

29 第２回堀越城秋まつり ミニシンポジウムや見学ツアー、ちびっこ探検隊など
の各種イベントを開催します。 弘前市役所文化財課 ☎82-1642

10
月

5 縄文遺跡シンポジウム　
縄文のムラとマツリの風景

考古学の専門家を招き、縄文時代の県内のムラとマツ
リの様相について講演します。 弘前市役所文化財課 ☎82-1642

5・6 7thクラフト小径 秋の板柳町アップルモールを会場に、全国から集まっ
たクラフト作家が作品を展示、販売します。 同実行委員会 ☎090-3405-4672

6 第17回弘前・白神アップル
マラソン大会

弘前市から西目屋村までの自然豊かなコースを約6,500
人の参加者が走り抜けます。 同実行委員会 ☎88-8399

11～14 津軽民謡短期大学 民謡を愛する多くの人に、伝統ある津軽民謡手踊りを
お教えします。 黒石観光協会 ☎52-3488

13 りんごの里板柳
まるかじりウオーク

7・13・23kmの3コース！りんごのもぎ取り体験も
あります。 板柳町教育委員会 ☎72-1800
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お誕生おめでとうございます

小　野　　杏
あん

　 ちゃん
（正富・藍）前田屋敷

小　山　市
いち

　華
か

 ちゃん
（将史・陽子）新　　町

ご結婚おめでとうございます

中　山　貴　博 東 光 寺
中　井　道　子 東 光 寺

齋　藤　耕　平 藤 崎 町
阿　保　奈津美 川　　部

山　谷　賢　吾 東 光 寺
岩　間　博　子 川　　部

田　崎　　衛　 東 光 寺
正　木　　笑　 東 光 寺

工　藤　優　誠 つがる市
今　井　優　衣 前田屋敷

おくやみ申し上げます

平　澤　　秀　 （84歳） 土 矢 倉
田　中　鐘　吾（76歳） 十二川原
工　藤　キ　サ（89歳） 和　　泉
須　藤　匡　利（59歳） 大　　袋
山　谷　善　彦（59歳） 前田屋敷
花　田　シ　ナ（94歳） 前田屋敷

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）

（
（
（
（
（

６月21日～７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

人口と世帯
（7月末日現在）

男 3,678 （－2）

女 4,132 （－5）

計 7,810 （－7）

世帯 2,789 （＋2）
（　）は前月との比較

交通事故概況
(7月末日現在）

県　内 村　内

件 数 193（1,505） 2 （21）

死 者 2 （23） 0 （0）

傷 者 230（1,809） 3 （30）
（　）は1月からの累計

新刊のご案内図 書 室 だよ り

・５分で論理的思考力ドリル
 ソニー・グローバルエデュケーション／著　学研プラス
・未来の地図帳-人口減少日本で各地に起きること
 河合雅司／著　講談社
・夢をかなえる自己発見ノート
 ハクノブアキ／著　学研プラス
・眠れなくなるほど面白い 図解 糖質の話
 牧田善二／著　日本文芸社

・むらさきのスカートの女
 今村夏子／著　朝日新聞出版
・百の夜は跳ねて 古市憲寿／著　新潮社
・落花 澤田瞳子／著　中央公論新社
・マジカルグランマ 柚木麻子／著　朝日新聞出版
・おもしろい！進化のふしぎ もっとざんねんないき
もの事典 今泉忠明／著　高橋書店
・かみさまにあいたい 当原珠樹／著　ポプラ社
 ほか

▽問い合わせ／教育課生涯学習係　☎58－2250
○と　き／平日　午前８時15分～午後５時
○ところ／文化会館３階展示室
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は9月12日（木）の予定です。

福士大
やまと

翔くん（川部）
「ヒップホップダンスのオー
ディションに今年初めて挑戦
します！前からずっとやって
みたくて、とても楽しみにし
ています」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙 和泉稲荷神社 宵宮

　7月11日、和泉稲荷神社でカラオケ宵宮が行
われました。この宵宮は毎年旧暦の6月9日に合
わせて開催されているもので、境内周辺の特設会
場には金魚すくいや射的、焼き鳥、チョコバナナ
などの露店が並んだほか、自由参加のカラオケ大
会も行われ、夕涼みに繰り出した人たちで賑わい
をみせていました。

Happy Birthday ８月生まれのおともだち

※9月生まれのお子さん募集（8／20
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。

H29/8/28生
「毎日遊んでくれ
るお姉ちゃんのこ
とがとっても大好
き♡」

舘山 あさひちゃん

諏訪堂

H25/8/14生
「頑張り屋で優し
いお姉ちゃん♪逆
上がりの練習頑
張ってね♡」

中山 涼
すずは
羽ちゃん

東光寺

H22/8/1生
「決めたことは最
後までやろうね！
大好きことちゃん
♡」

須藤 琴
ことね
音さん

大　袋

H29/8/20生
「おしゃべり上手
で、アイスが大好
きな三女です♪」

一戸 ののはちゃん

豊　蒔

H26/8/15生
「妹思いのお姉さ
ん♡5歳おめでと
う♪」

福士 佳
か ず は
寿春ちゃん

前田屋
敷

今年も田んぼアートが見ごろに

　第１会場（役場側）では７月１日から「田んぼアー
ト商店街」がオープンし、９月末までの期間でかき
氷やアイス、食事、お土産品などのお店が建ち並ん
でいます。第２会場（道の駅いなかだて側）では、昨
年からの石アート「惜しまれる人 美空ひばり」に加
え、「男はつらいよ　車寅次郎」と「第５回田んぼ
アート短文芸コンテスト最優秀作品」も公開してい
ます。田んぼアートと一緒に、
ぜひお楽しみください。
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