
10
第764号
2 0 1 9

広報

今月のおもな内容
村議会９月定例会…………… 2
村議会議員一般選挙 
開票結果……………………… 4
話題いろいろ………………… 5
お知らせ……………………… 6
津軽広域連合だより………… 14
戸籍の窓……………………… 15



令和元年10月号・いなかだて2

村議会９月定例会

可決された主な案件
予算関係

・令和元年度一般会計補正予算
・令和元年度介護保険特別会計補正予算
・令和元年度下水道事業会計補正予算
・令和元年度水道事業会計補正予算
・平成30年度一般会計歳入歳出決算の認定
・平成30年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算
の認定
・平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算の認定

・平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算の認定
・平成30年度農業集落排水事業会計決算と剰余金処分
計算書（案）の認定
・平成30年度下水道事業会計決算と剰余金処分計算書
（案）の認定
・平成30年度水道事業会計決算と剰余金処分計算書
（案）の認定

条例関係

・森林環境譲与税基金条例
・印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正
する条例

・道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

その他

・弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定の一部
を変更する協定の締結

・教育委員会委員の任命

一般質問

鈴木　孝一 議員

自主防災組織
問 （ア）平成30年12月以降、組
織数に変動はあったか。
答 （村長）今年度、八反田地区で
新たに設立された。全体では11地
区で組織されたことになり、５月末
現在のカバー率は65.7％となった。
問 （イ）全地区で組織されること
が望ましいと思うが、それに向けて
何か手立てを考えているか。
答 （村長）各種会議や集会の際、地
区総代の皆様に対して、災害時の自
主防災組織の必要性や、村の補助事
業について説明しているほか、各消
防部の幹部団員に対しても同様の説
明を行って、災害時における協力を
依頼している。

田んぼアート会場の入館者数
問 （ア）昨年度と比べ、現在の入
館者数の推移を示せ。
答 （村長）８月22日時点で２会場
の総入館者数は約14万３千人。昨
年の同時期と比べ、２割ほど減少し
ている。

平川　重廣 議員

県道110号黒石藤崎線が通る川部
～和泉地区の安全確保
問 （ア）交通量の多い路線だが、
横断歩道の場所や歩道の状況など、
川部～和泉地区の通学路は安全か。
答 （村長）特定の地区に限らず、
通学路やスクールバス乗車場所まで
の道のりなど、全ての村道で常に安
全とされる歩道を整備することは難
しいため、各学校での指導をはじ
め、各地域や交通安全団体の協力に
よる通学路での交通安全活動の実施
により、安全確保を図っている。
問 （イ）実際に現地周辺を歩いて
みると、一部が陥没して注意が必要
なところも見受けられる。村が管轄

する村道と道路管理者が異なる県道
では対応に時間差があるかもしれな
いが、管轄にかかわらず安全に通学
できるような配慮はできないか。
答 （建設課長）簡易的な舗装補修
により対応していきたい。
問 （ウ）川部公民館付近の横断歩
道は安心して利用できるか。
答 （村長）横断歩道があることを
示す標識と停止線があり、道路管理
上は問題ない。
問 （エ）これらの横断歩道に、押
しボタン式信号機を設置できないか。
不可能であればその理由も示せ。
答 （村長）黒石警察署に問い合わ
せたところ、県内における対応とし
て、学校施設周辺以外は基本的に新
規での設置はしておらず、既設のも
のも利用状況によっては撤去を進め
ているという回答があり、新規での
設置は難しい状況だと判断してい
る。
問 （オ）児童の登下校にあたり、横
断歩道に横断旗を設置する計画はあ
るか。
答 （村長）計画はないが、今まで

第３回議会定例会が９月２日～６日に開かれました。３日には鈴木孝一議員、平川重廣議員、品川正人議員、
品川新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。
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村議会９月定例会

も地区から要望があれば旗を村で用
意し、設置と管理を地区にお願いし
て安全確保に努めてきた。今年度は
豊蒔地区から要望があったので、同
様に用意し、設置と管理をしていた
だいている。
　また、横断歩道を渡ろうとしてい
る人がいても、一時停止せずに通過
する車が多く見受けられるため、横
断旗の普及啓発や使用方法を周知し
ていくことも検討したい。

問 （カ）通学路に防犯カメラを設
置する計画はあるか。
答 （村長）特定の地区に設置する
計画は今のところ考えていない。
問 （キ）前田屋敷地区の光田寺コ
ミュニティセンター付近の交差点に
は１台設置されているようだが、今
後村内で設置台数を増やすことや、
田舎館小学校付近に設置することな
ど考えを示せ。
答 （村長）りんごの盗難防止のた
めに防犯カメラが設置される動きが
あるようだが、様々な犯罪抑止に向
け、村でも導入設置を検討してみた
い。
問 （ク）児童が１人になる区間等
を念頭に、危険箇所の抽出をしてい
るか。
答 （教育長）昨年他県で発生した
下校中の児童が殺害される事件を受
け、関係機関協働のもと、通学路の
緊急合同点検を実施しており、不審
者情報があった場所や人通りが極端
に少ないところなど、指摘があった

危険箇所は抽出している。

品川　正人 議員

AEDの設置状況
問 （ア）不整脈による突然の心停
止に対し、救急搬送される前段の一
つにAEDがある。公共施設や一般
事業者での設置状況を示せ。
答 （村長）村が所管する施設は、隣
接による共有を含め、全施設に設置
している。一般事業者の設置状況は
把握していないが、弘前地区消防事
務組合によれば、村内４事業者の施
設に設置されているようだ。
問 （イ）AEDの使用方法について、
講習会の実施状況を示せ。
答 （村長）弘前地区消防事務組合
で救命講習を実施しており、昨年度
は村内の６団体約240人のほか、
個人でも５人が受講されている。
問 （ウ）応急手当に対応できる方
を増やしていくため、行政が主導し
て毎年講習会を実施できないか。
答 （村長）村が事務局を持つ団体
で、先の６団体とは別の２団体でも
毎年講習会を実施しており、総括す
ると近年で延べ700人以上の村民
が受講されていることになるため、
現在の２団体以外は考えていない。

品川　新一 議員

光田寺コミュニティセンター
問 （ア）１月の仮オープン時には、
洗い場に冷たい風が入ってきて寒い
という苦情があったようだが、対策
は施されているか。
答 （村長）換気システムからの送
風が対流することに原因があるよう
で、今後対策を講じる。
問 （イ）ほかに苦情や問い合わせ
はあったか。
答 （村長）特に苦情や大きな問題
の報告は受けていない。
問 （ウ）旧光田寺小学区以外の地
域からは月８回の無料入浴券の配付
対象を全村に拡大してもらいたいと
いう声があり、対応を検討できない
か。
答 （村長）高齢者の無料入浴事業
は、村内３か所の温泉施設を活用

し、旧３小学区（田舎館・西・光田
寺）ごとに事業を展開しているもの
であり、全村を対象とすることは考
えていない。
問 （エ）利用者からはコインロッ
カーの設置を希望する声もある。ど
のように考えているか。
答 （村長）貴重品を入れておける
ように、脱衣所を圧迫しない形で設
置を検討する。
高齢者の運転免許証返納
問 （ア）高齢者の自動車事故が増
加する中で、最近は運転免許証の返
納者も増えており、村内でもそのよ
うな方が実際にいる。本人に伺った
ところ、返納後の交通手段がなく、
買い物に苦慮していると話してい
た。
　運転免許証の返納者に対し、用事
があって外出する際の交通手段に何
らかの助成ができないか。
答 （村長）独自で交通機関を運行
する自治体では、コミュニティバス
利用時の支援事業のような事例があ
るが、村の場合は全ての地域で公平
に利用できる交通機関がないため、
今のところ助成は考えていない。
問 （イ）定期的に買い物等をする
ための交通機関の運用を計画しない
か。
答 （村長）交通機関の運用は考え
ていない。村社会福祉協議会へ委託
している「外出支援事業」では、外
出が困難な方に対し一定の要件でバ
スによる送迎を実施しており、利用
者から好評をいただいている。この
ような事業や、民間の支援サービス
などを活用していただきたい。
児童館・児童クラブ
問 （ア）現在の３施設を統合する
新しい児童館について、4,500㎡を
見込むという建設用地確保の状況を
示せ。
答 （村長）当初の見込みより面積
は減少したが、運営に必要な面積を
確保している。
問 （イ）建設に向けた設計、予算
などに対する計画の進捗状況は。
答 （村長）建設工事の基本設計は
完了した。現在は造成工事の設計を
進めており、予定どおり順調に推移
している。
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品川正人（64）・③・
鮮魚販売業・畑中字
上野179

鈴木和久（62）・④・
保育園理事長・川部
字上西田130－15

鈴木孝一（63）・②・
農業・東光寺字安田
16

品川新一（67）・③・
農業・十二川原字中
鱸17－1

平田隆人（67）・①・
農業・大曲字早稲田
131－3

平川重廣（72）・②・
農業・川部字村元
31

福地誠（67）・④・農
業・畑中字観妙寺
81－10

田村道雄（65）・③・
農業・前田屋敷字南
佃45－1

開 票 結 果（定数⑧－9）

当　885　品川　正人　　無現
当　557　鈴木　和久　　無現
当　516　鈴木　孝一　　無現
当　495　品川　新一　　無現
当　442　平田　隆人　　無新
当　418　平川　重廣　　無現
当　401　福地　 誠　 　無現
当　387　田村　道雄　　無現

340　山﨑　 洋　 　無現

有権者数　6,676人　投票者数　4,501人
投票率　　67.42％

田舎館村議会議員一般選挙　開票結果
　任期満了に伴う村議会議員一般選挙が９月10日に告示され、９月15日に投票が行われました。即日開票の結果、
現職７人・新人１人合わせて８人の当選が決まり、投票率は67.42％で前回（平成27年度）の70.86％を3.44ポイ
ント下回り、初めて70％を割りました。

当選者

氏名（年齢）・当選
回数・職業・住所

議長に
福地誠氏、
副議長には
品川新一氏

村議会臨時会
　改選後の新議員による第１回議会臨時会が10月１日に開
かれ、議長と副議長をはじめ、議会内部の各組織が決められ
たほか、次の案件が可決されました。

予算関係

・令和元年度一般会計補正予算
・令和元年度水道事業会計補正予算

その他

・田舎館小・中学校空調設備設置工事請負契約の締結
・監査委員の選任（鈴木孝一議員を選任）

議会運営委員会 総務文教常任委員会 産業経済常任委員会

委 員 長 平川 重廣 委 員 長 鈴木 孝一 委 員 長 田村 道雄

副委員長 田村 道雄 副委員長 品川 正人 副委員長 平田 隆人

委　　員 平田 隆人、鈴木 孝一 委　　員
平田 隆人、平川 重廣、
田村 道雄、品川 新一、
鈴木 和久、福地 誠

委　　員
鈴木 孝一、平川 重廣、
品川 正人、品川 新一、
鈴木 和久、福地 誠

津軽広域連合議会議員 黒石地区清掃施設組合議会議員 弘前地区消防事務組合議会議員

品川 新一 平川 重廣、品川 正人 平田 隆人
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話 題 い ろ い ろ

8/25 的確な注水を競う

9/13 長寿を祝う

　南黒地区消防協会主催で２年に一度開催されている
放水競技大会が平川市の津軽みらい農協駐車場で行わ
れました。協会を構成する黒石市、平川市、大鰐町、
田舎館村の消防団から、小型動力ポンプの部と消防ポ
ンプ自動車の部合わせて32台が出場しました。
　競技では水槽に吸水管を投入してホースを展開後、
水入りタンクを落下させるとゴム球が跳ね上がる標的
に向かって注水し、ゴム球が跳ね上がるまでのタイム
を競い合いました。村消防団では小型動力ポンプの部
に垂柳、畑中、大根子、前田屋敷、高田消防部が出場
し、高田消防部が決勝で２位入賞を果たしました。

　敬老会を村民体育館で行い、70歳以上の村民約
200人が出席しました。今年、村内の顕彰対象者は
白寿（99歳）３人、米寿（88歳）72人、金婚（結婚50
年目）23組となり、式典では出席した白寿１人、米
寿22人、金婚４組の顕彰を祝い、村長が賞状と記念
品を手渡しました。また、アトラクションでは高瀬ま
みさんの歌謡ショーや、石川義梅さんの津軽手踊りが
披露されました。顕彰を受け取った米寿の白戸幸子さ
ん（境森）は「節目を祝ってもらえてうれしい。友達と
会っておしゃべりしたり、食生活に気をつけたりして
これからも元気に過ごしたい」と喜びを噛みしめてい
ました。

9/1 村の部３位入賞！

　青森市で開催された第27回青森県民駅伝競走大会
に村の選手団が出場しました。今年度から新たに小学
生区間が設けられ、大会では市内の９区間26.1㎞を
１時間32分５秒・市町村総合19位で完走。２区の
野呂あかりさん（田舎館小学校６年）、５区の佐藤由
盛さん（田舎館中学校３年）、９区の浅原壮介さん（田
舎館中学校３年）が村の部で区間賞に輝きました。

1区：阿保 昴太朗（28） 6区：藤井 結子　　（15）
2区：野呂 あかり　（11） 7区：須藤 知洋　　（41）
3区：長尾 毅蔵　　（11） 8区：山谷 空羽　　（14）
4区：山田　凌　　（17） 9区：浅原 壮介　　（14）
5区：佐藤 由盛　　（14）
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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

今月の納税相談

と　き ところ

休　日 10月27日（日）
午前９時～午後４時 役場１階

税務課
夜　間 10月30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（３期）、国民健康保険税（４期）、介護保険
料（４期）、後期高齢者医療保険料（４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
　10月23日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

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／11月３日（日）、９日（土）、
　16日（土）、23日（土）、30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
年末調整・確定申告まで大切に保管を！
保険料の控除証明書が発行されます
　所得税や住民税の申告で、その年の１月１日～12月
31日に納付した国民年金保険料は、全額が社会保険料
控除の対象となります。この控除には、納付を証明する
書類を添付しなければなりません。
　今年の１月１日～10月１日に納付された方は11月
に、10月２日～12月31日に今年はじめて納付された
方は翌年２月に、日本年金機構から社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書が送付されますので、年末調整や
確定申告の際に必ず添付してください。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合は、
本人の社会保険料控除に加えることができますので、申
告の際はご家族の控除証明書も添付してください。
　控除証明書の照会は、控除証明書のはがきに表示され
ている電話番号にお問い合わせください。
扶養親族等申告書を忘れずに
　障害・遺族年金以外の老齢や退職を支給事由とする年
金は、所得税法によって雑所得となり、所得税・復興特
別所得税の課税対象とされています。年金に関する所得
税・復興特別所得税の額は、扶養親族等申告書から計算
されています。毎年９月下旬～10月上旬に、日本年金
機構からこの申告書が送付されますので、期限までに必
ず提出してください。もし提出を忘れると控除が受けら
れず、所得税の源泉徴収額が多くなる場合がありますの
でご注意ください。
　税制改正に伴い、令和２年分以降の扶養親族等申告書
は、提出の有無による所得税率の差がなくなりました。
そのため、控除に該当しない方（受給者本人が障害者や
寡婦（寡夫）などではなく、控除対象となる配偶者か扶
養親族がいない方）は、この申告書を提出する必要があ
りません。
○送付される方／

年　齢 年金額

65歳未満 108万円以上

65歳以上 158万円以上

○提出期限／10月31日（木）
▷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

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。

村民パフォーマンス選手権
出場者募集！

　11月16日（土）と17日（日）に開催予定の収穫感謝祭
＆シクラメン市では、１日目の恒例イベントとして、子
どもから大人まで幅広い世代の方々が歌やダンス、特
技、隠し芸などの十八番芸を披露する村民パフォーマン
ス選手権（O

十

h!H
八

a!コ
番

ンテスト）を今年も行います。
　入賞者には賞品を用意していますので、個人やグルー
プでお気軽にご参加ください。
○と　き／11月16日（土）　午前10時30分～正午
○ところ／文化会館１階文化ホール
○応募資格／次のいずれかに該当する方
　　　　　　①村民
　　　　　　②村にゆかりのある方
　　　　　　③十八番芸を披露してみたい方
○応募締切／11月７日（木）
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

人権・行政相談
○と　き／11月13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）

進学する方へ　奨学生を募集します
　教育委員会では、奨学金を貸与する奨学生を募集しま
す。入学する学校が決まっていなくても、進学する予定
であれば奨学生の手続きができます。
　願書は役場３階教育課でお渡ししています。詳しくは
村のホームページをご覧ください。
○対　象／来年度に進学する予定の方や在学中の方
○種　類／修学資金、入学支度金（金額は学校によって
異なります。）
○受付期間／11月１日（金）～12月２日（月）
▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）
　　　　　　　☎58－2363（直通）

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１日（日）　午前７時～午前９時30分　受付　　○ところ／文化会館
○受診料／いずれも無料

項　目 対　象　者

特定健診・健康診査 20歳～39歳の方、40歳～74歳の国民健康保険加
入者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者

胃・大腸・肺がん検診 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19日（木）まで受け付けています。

前立腺がん検診 50歳以上の男性

肝炎ウイルス検査 これまで肝炎ウイルス検査を受けていない40歳以
上の方

健康ポイントを実施しています！
　今年度から新たに健康ポイントカードによって、皆様の健康づくりを応援しています！集団・個別問わず各種健
（検）診の受診や、健康づくりイベントへの参加でポイントを貯めることができ、５ポイントで村指定の燃やせるごみ
収集袋を差し上げています。
○対　象／20歳以上の村民　　○カード配布場所／村内での健（検）診会場か、役場１階厚生課
○ポイント有効期限・景品引換期限／令和２年３月31日（火）
○景品引換場所／役場１階厚生課、11月16日（土）～17日（日）のシクラメン市会場（村民体育館）
○ポイント対象／特定健診・健康診査、脳ドック、職場健診、人間ドック、各種がん・結核・骨密度検診、肝炎ウイ
ルス検査、健診結果の報告・面談、11月16日（土）～17日（日）の収穫感謝祭（食生活改善推進員会コーナー体験）、
保健協力員会の健診受診勧奨標語（令和２年１月募集予定）、献血　ほか

　※カードの再発行はできません。景品の引き換えは１人１回までです。
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）
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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）

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／８月26日（月）
　議員全員協議会
　内容／平成30年度地方創生推進交付金事業
　　　　ほか４件
　議会運営委員会
　内容／第３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）

住民票等に旧姓（旧氏）が併記できます
　11月５日から、本人の申し出により、住民票、マイ
ナンバーカード（通知カード）、印鑑証明に旧姓を併記
できるようになります。
○記載できる旧姓／
・旧姓を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過
去の姓から、１つを選んで併記することができます。

・併記の必要がなくなった場合には削除できますが、そ
の後は姓が変わった場合に限り、旧姓を記載すること
ができます。

○併記の手続き／
　旧姓が記載されている戸籍（除籍）謄本等から現在の
姓が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等をご用
意のうえ、マイナンバーカード（写真付き）か、マイナ
ンバー通知カードと本人確認書類（運転免許証等）を持
参して、役場１階住民課（住民登録をしている市区町
村）へ申請してください。
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163）

子どものインフルエンザ予防接種費用
を助成します

　ワクチンの接種後、免疫効果が出るまで２週間～４週
間ほどかかりますので、流行前の早い時期に接種しま
しょう。
　指定の医療機関はありませんので、ご希望の医療機関
で接種後、役場１階厚生課に申請してください。
○対　象／接種日の時点で生後６ヶ月～中学校３年生
○助成内容／１回2,000円上限
　年度内で１人につき、生後６ヶ月～13歳未満は2回、
13歳以上は１回です。
○接種期間／10月１日（火）～令和２年１月31日（金）
助成金の申請
○持ちもの／①インフルエンザ予防接種をしたことがわ
かる領収書（レシート不可）、②口座振込用の通帳、
③印かん

○申請期限／令和２年２月14日（金）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

稲わらを無料で提供します
　旗が立っている田んぼから、１人10ロールまでお持
ち帰りいただけますので、家庭菜園や花の栽培、堆肥の
原料、敷わらなどにぜひご活用ください。
稲わらは１ロール約15～20㎏です。
○と　き／10月20日（日）～
　　　　　なくなり次第終了
○ところ／
・堂野前字西田

・豊蒔字北前田

▷問い合わせ／産業課産業係（内線141）

光田寺
小学校
跡地

至境森

県道110号黒石藤崎線
至黒石市

至枝川

至二津屋

稲わらふりーでん

至藤崎町

至大根子

至豊蒔

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
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ふりーでん
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11月検針分から、水道料金等が変わります
　10月１日からの消費税法等の改正による税率の引き上げに伴い、各料金を次のとおり改定します。
料金一覧表（１ヶ月あたり、消費税等込み）
○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 1,970円 2,556円 2,556円 27,500円 3,960円

超過料金（１㎥あたり） 246円 320円 320円 275円 396円

▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）

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

9/2 下水工第５号：川部地区汚水
桝設置工事 1,287,000円 1,259,500円 川部 ㈲丸英佐藤工

務店 10/31

9/2 第20号：豊蒔17号線舗装補
修工事 7,216,000円 6,985,000円 豊蒔 ㈲桜庭建設 R2/ 

1/10

9/2 第21号：大根子５号線舗装補
修工事 9,559,000円 9,174,000円 大根子 東青建設㈱ R2/

2/7

9/18 第22号：田舎館小・中学校
空調設備設置工事 105,858,500円 79,392,500円 大根子ほか 興産設備工業

㈱
R2/
2/14

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

ひろさき広域出愛サポートセンター　休日登録会
　ひろさき広域出愛サポートセンターは弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村の
弘前圏域定住自立圏を構成する市町村が連携して運営する会員制のお見合い事業です。登録会は予約不要です。
○とき・ところ／いずれも正午～午後４時

10月27日（日）

ヒロロ３階多世代交流室A

11月24日（日）
12月22日（日）

令和２年１月26日（日）
２月23日（日）
３月22日（日）

▷問い合わせ／ひろさき広域出愛サポートセンター　☎35－1123　 h-deai@city.hirosaki.lg.jp
　　　　　　　企画観光課企画係（内線244）

○メーター使用料／

口　径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

使用料 110円 198円 220円 396円 2,090円 2,750円 3,410円 5,869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

2,011円 204円 220円 236円 251円
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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
33歳未満 11/22 12/7～8

　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

2020年版青森県民手帳　
10月下旬発行予定

○カバー・価格／通常版５色（漁火ナイトブラック・十
和田湖ブルー・もみじ山レッド・種差グリーン・さく
らピンク）…600円、限定版２種（津軽こぎん刺し・
南部菱刺し）…800円　※いずれも税込み
○規　格／2019年12月～2021年3月の月間スケジュー
ル等本体176ページ、別冊80ページ
▷問い合わせ／青森県統計協会　☎017－734－9165

暮らしの情報

プレミアム付商品券　使用可能店舗
　８月号でお知らせしたプレミアム付商品券をお使いいただける店舗は次のとおりです（10月３日現在）。なお、追加
店舗の最新情報は村のホームページで公開しています。

マルト洋品店 小林設備 寿し駒 きむら石材

オパール美容室 稲葉商店 ローソン前田屋敷店 アベ理 ･美容室

和光輪業商会 八木橋農機具商会 道の駅いなかだて「弥生の
里」産地直売センター、レ
ストランジャイゴ

HEARTY

和光衛生舎 一戸自動車鈑金塗装工場 居酒屋 ねぷた

JA津軽みらい田舎館基幹
グリーンセンター、田舎館
給油所

ふれあいセンター・川部温
泉 佐藤燃料 居酒屋 川

ヤギモータープロ エム・アート 酒処 こころ

電化サービス タザワ 稲葉ドライクリーニング店 ネイルスタジオループ いわん仕出し店

ツガルフジ車輌販売 ファミリーマート村内全店 工藤輪業 ホルモン多恵

山本石油店 ベル美容室 かねちゃんホルモン ハラコ企画

たざわトマト 大高カープラザ 駅前食堂

佐藤モーターサービス 品川鮮魚店

生活排水から、水の大切さを学んでみませんか
　各自が実践できる水質汚濁防止を推進するため、生活排水対策講習会を開催します。村内の河川から採取した水の
汚れを調べながら、水の大切さや、川・海を汚さない方法を解説します。ぜひご参加ください。
○と　き／10月31日（木）　午後１時30分～午後３時30分　　○ところ／文化会館３階リハーサル室
○講　師／土岐泰さん（あおもりアースレンジャー・青森県地球温暖化防止活動推進員）
○対象・定員／村内在住の方40人　　○参加料／無料
○申込締切／10月25日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）
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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／

10月27日（日） 午前10時30分～午後０時30分

11月 ５日（火） 午後１時30分～午後３時30分

11月17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

女性の人権　困りごと無料相談
　弘前人権擁護委員協議会では、家庭や職場での男女差
別、配偶者からの暴力など、女性の人権に関する相談会
を開設します。
○と　き／11月18日（月）　午前９時～午後３時
○ところ／青森地方法務局弘前支局２階
▷問い合わせ／青森地方法務局弘前支局
　　　　　　　☎26－1150

弘前調停協会　無料調停相談
○と　き／11月９日（土）　午前11時～午後３時
○ところ／弘前市立観光館１階 多目的ホール
○内　容／借金問題、交通事故、相続、家族、土地・建
物問題などでの調停手続き

▷問い合わせ／青森地方裁判所弘前支部
　　　　　　　☎32－4321

ひろみちお兄さんの
親子体操普及員養成講座

　当日のプログラムや持ちものなど、詳しくは青森県医
師会のホームページ http://www.aomori.med.or.jp/
common/sukoyaka.html/をご覧ください。
○と　き／11月30日（土）　午前９時20分～午後４時
30分、12月１日（日）　午前９時30分～午後３時の
２日間

○ところ／アピオ青森イベントホール
　　　　　（青森市中央３丁目17－１）
○講　師／佐藤弘道さん（元NHK体操のお兄さん）
○参加料／5,000円
○申込締切／11月11日（月）
▷問い合わせ／青森県医師会健やか力推進センター
　　　　　　　☎017－763－5590

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／11月11日（月）、18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／イスに座って健康体操
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

45歳以上の転職・再就職　無料相談
　就職活動のノウハウや不安など、カウンセラーが完全
予約制で相談に応じます。
　この相談は雇用保険受給資格者の求職活動として認め
られます。
○と　き／平日　午前９時～午後４時
○ところ／ネクストキャリアセンタ―あおもり（青森県
観光物産館アスパム７階）、キャリアスクール I・M・
S（弘前市土手町134－８）

▷問い合わせ／ネクストキャリアセンターあおもり
　　　　　　　☎017－723－6350

不動産の登記　無料相談会
　家を新築・増改築した、土地を分けたい、土地の境界
トラブルなど、不動産の登記や筆界特定手続きに関する
相談に応じます。
　当日は窓口のほか、電話でも相談を受け付けします。
○と　き／10月18日（金）
　　　　　午前10時30分～午後３時
○ところ／青森県土地家屋調査士会
　　　　　（青森市勝田１丁目１－15）
▷問い合わせ／青森県土地家屋調査士会
　　　　　　　☎017－722－3178

食品事業者の方へ
食品表示の見直しはお済みですか

　食品表示法に基づく新表示対応の移行期限は令和２年
３月です。
　詳しくは青森県のホームページ https://www.pref.
aomori.lg.jp/life/shoku/110ban00.html/（青森県　食
品表示で検索）をご確認ください。
▷問い合わせ／中南地域県民局農業普及振興室
　　　　　　　☎33－2902
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求職者向け　受講生（12月期生）募集
○科目・定員／電気メンテナンス科10人
○訓練期間／12月～令和２年５月
○受講料／無料（テキスト代は自己負担）
○申込締切／11月11日（月）
○選考日／11月14日（木）
▷問い合わせ／ポリテクセンター青森
　　　　　　　☎017－722－1771

消費者信用生活協同組合
お金や暮らしの悩み無料相談

　青森県内の市町村と連携して生活再建相談事業を行っ
ている消費者信用生活協同組合では、10月１日より相
談事務所を弘前市内に開設しています。
　専門スタッフがお金や暮らしに関する相談に応じ、一
緒に解決の糸口を見つけます。相談は事前の予約が必要
です。
　また、生活再建のための貸付制度（債務整理資金、生
活資金）もございますので、お問い合わせください。
○と　き／平日　午前９時～午後５時
○ところ／弘前市城東４丁目５－１
　　　　　ナラオカビル205
○内　容／借金、生活資金、家計、税金等公共料金の滞
納、暮らしに関する悩みごと　ほか

▷問い合わせ／弘前事務所　☎55－7795

生活困りごと無料相談会 in浪岡
　「ずっと放置していた相続登記はどうすれば…」「悪質
商法の被害を防ぐ成年後見制度とは？」
　相続や成年後見、借金問題など、司法書士が無料で相
談に応じます。なお、この相談会以外にも、青森県司法
書士会総合相談センター0120－940－230では無料相
談を承っています。
○と　き／11月２日（土）　午前10時～午後３時
○ところ／浪岡中央公民館３階 会議室（３）～（５）
▷問い合わせ／青森県司法書士会　
　　　　　　　☎017－776－8398

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、正確に通
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30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15,014件、１日あたり41件で、35分に１件
の割合で受け付けしたことになります。
119番は緊急通報専用の電話です！
　管内で加入電話（一般・IP）や携帯・公衆電話で通報
すると、弘前市内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
しくは弘前地区消防事務組合のホームページ http://
www.hirosakifd.jp/をご覧ください。
▷問い合わせ／
　災害情報テレホンガイド　☎0180－991－995
　夜間・休日の医療機関紹介　☎32－3999

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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弘前地区消防事務組合　①甲種防火管理新規講習　該当する施設は受講を！
　講習の詳細は、弘前地区消防事務組合のホームページ http://www.hirosakifd.jp/でもご覧いただけます。
○と　き／11月14日（木）～15日（金）の２日間　午前10時～午後４時
○ところ／岩木文化センター「あそべーる」（弘前市賀田１丁目18－４）
○受講料／無料。ただし、事前に書店等でテキストの購入が必要です。
○申込方法／消防本部予防課、最寄りの消防署・分署で受け付けします。なお、申込期間内でも定員（140人）になり
次第、受け付けを終了します。

○申込締切／10月25日（金）

　　　　　　　　　　　②10月21日～27日は秋の火災予防運動
　「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」　火災の原因は、ちょっとした油断や火の取り扱いの不注意です。暖房
器具の点検や、住宅用火災警報器の設置などを確認し、次のことに気をつけましょう。
○住宅防火のポイント／①寝たばこは絶対やめる、②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で、③ガスコンロな
どのそばを離れるときは必ず火を消す、④住宅用火災警報器を設置する、⑤寝具・衣類・カーテンは防炎品を、⑥
住宅用消火器を設置する、⑦お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる

▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

令和２年の農業用軽油引取税免税証
　申請書類は、中南地域県民局県税部か、農協の各支店に用意しています。 
○申請期間／11月５日（火）～29日（金）　　○受付場所／弘前合同庁舎本館２階　中南地域県民局県税部

申請者
必要なもの

個人・共同 組合・法人
新規 継続 更新 新規 継続 更新

簡易書留封筒（414円分の切手貼付）　※１ ○ ○ ○ ○ ○ ○
免税軽油使用者証（共同）交付申請書　※２ ○ － ○ ○ － ○
免税証交付申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○
所要数量計算書 ○ ○ ○ ○ ○ ○
農業委員会が発行する耕作証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○
免税軽油使用計画書（様式任意） ▲※３ ○ ○ ○
　 〃 　使用実績書・受払書（様式任意） － ▲※３ － ○ ○
組合（法人）の定款・規約・商業登記簿謄本等 － － － ○ － －
組合員名簿（全員の押印があるもの） － － － ○ ○ ○
使用機械の譲渡証明書（販売証明書） ○ － ▲※４ ○ － ▲※４
県証紙400円分貼付の県税関係証明等原簿 ○ － ○ ○ － ○
誓約書 ○ － ○ ○ － ○
前回交付の使用者証 － ○ ○ － ○ ○
免税軽油の引取等報告書 － ○ ○ － ○ ○
　 〃 　の引取等報告書の提出期限の特例申請書 ▲※５ ▲※５

（○＝必須　　▲＝該当する方のみ提出）
※１　免税証の交付枚数が多い方は、切手代が増える場合があります。
　　　一例で、60枚を超える方は460円分、120枚を超える方は530円分の切手が必要です。
※２　親子間で使用者証の名義が変わる場合は、戸籍抄本等が必要です。
※３　個人・共同の申請者で、使用計画のある場合は提出してください。
※４　使用機械に変更がある方は更新の申請となり、新しい機械の譲渡証明書が必要です。
※５　報告書を６ヶ月分まとめて提出する特例申請の場合に提出してください。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課　☎32－1131



令和元年10月号・いなかだて14

東北の小嵐山
「中野もみじ山」 黒 石 市
　10月12日（土）～11
月４日（月・祝）は、よ
さこい演舞やクラフト
フェアなどのイベント
が多数行われ、紅葉を
眺めながら「小嵐山弁
当（有料、事前予約）」
も楽しめます。
　期間中は、夕暮れ時から午後９時までライトアップが
実施され、昼間とは違う幻想的な風景を見ることができ
ます。
ところ　中野もみじ山（黒石市南中野字不動舘）
問い合わせ　黒石市役所観光課　☎52-2111

まるごと大鰐 秋の感謝祭 大 鰐 町
　昨年まで開催されて
いた「大鰐温泉もやし
フェスタ」と「アップ
ルフェア」を統合した
新しいイベントです。
　目玉企画として、大
鰐をまるごと味わえる
グルメ「大鰐焼き」の
レシピを開発するコンテストを開催！
と　き　11月23日（土・祝）、24日（日）
ところ　大鰐町地域交流センター鰐 come
問い合わせ　大鰐町役場企画観光課　☎48-2111

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

10
月

13 20thりんごの里板柳
まるかじりウオーク

７、13、23kmの３コース！りんごもぎとり体験もあ
ります。 板柳町教育委員会 ☎72-1800

14 第12回ひらかわスポーツ
フェスティバル

平賀体育館、平賀プール、ひらかドーム、テニスコー
トなどで、スポーツ体験教室を開催します。 平川市スポーツ協会 ☎44-5010

18～20 津軽の食と産業まつり
（弘前市）

津軽の「食」「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。
野外テント村や催しも多数。 同運営協議会 ☎33-4111

18～
11/4 金平成園一般公開

平成18年１月26日に名勝に指定され、別名「澤成園」
で知られる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

18～
11/10 弘前城菊と紅葉まつり

紅葉の特別ライトアップや、弘前ねぷたを題材にした
「ねぷた絵と菊人形」のコラボを実施します。 弘前市立観光館 ☎37-5501

19・20 全国伝統こけし工人
フェスティバル（黒石市）

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各
地のこけしの展示即売会を行います。 津軽こけし館 ☎54-8181

19・20 白神山地ビジターセンター
ふれあいデー

大型映像で見る特別上映や体験コーナー、グルメなど
様々な催しが行われます。 白神山地ビジターセンター ☎85-2810

20 ひろさきりんごハロウィン「りんご」がテーマのハロウィンイベント！催しも盛りだくさん！ 弘前商工会議所 ☎33-4111

27 道の駅いかりがせき
紅葉＆収穫祭

りんごや地場野菜の特売が行われ、碇ヶ関地区ならで
はの食事も堪能できます。 道の駅いかりがせき ☎49-5020

11
月

2～24 平川市民文化祭 平川市文化センターで、市民の作品展示、舞台発表な
どを行います。体験コーナーもあります。 同実行委員会 ☎44-1221

中旬まで 大鰐観光りんご園 大鰐町内のりんご園で、「もぎたてのりんご」にかぶり
ついてみませんか？

山田薫園☎080-5572-8244、山田梅雄
園 ☎090-2028-5947、山田敏彦園 ☎
090-2026-0666

16 青森・岩手・秋田県合同
シンポジウム

重要文化財猪形土製品で有名な十腰内文化についての
シンポジウムを弘前市総合学習センターで開催します。 弘前市役所文化財課 ☎82-1642

16・17 黒石りんごまつり りんごの即売会やふるさと物産展のほか、津軽三味線
演奏など多数のイベントが開催されます。 黒石市役所観光課 ☎52-2111

16・17 第７回ふじさき秋まつり 藤崎町の二大特産品である「りんご」と「米」の収穫感謝
祭。楽しい内容が満載です。 藤崎町役場経営戦略課 ☎88-8258

16・17 収穫感謝祭＆
シクラメン市

シクラメンなど約5,000鉢の花々を展示販売！その他
たくさんのイベントがめじろ押しです。 田舎館村役場企画観光課 ☎58-2111

17 第49回村民文化祭 村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーが開
催されます。 西目屋村教育委員会 ☎85-2858

下旬 弘前市りんご公園
りんごトラック市

市近郊の農家がトラックにりんごなどを積んで集結し、
ふじや王林のほか、加工品、農産物などを販売。 弘前市りんご公園 ☎36-7439

30～
12/1 第46回町民祭（板柳町）

町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種
体験コーナーもあります。 板柳町役場総務課 ☎73-2111

12
月

7 障害者週間記念イベント
hug はぐ hoick！

障害福祉への理解促進のため、絵画展や就労施設によ
る物品販売、ダンスなどを実施します。 弘前市役所障がい福祉課 ☎40-7036

14 おんかつコンサート ブラスバンド BLACK BOTTOM BRASS BANDのコ
ンサート。入場料が必要です。 平川市文化センター ☎44-1221
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お誕生おめでとうございます

一　戸　敦
あつ

　士
し

 くん
（雅也・七海）豊　　蒔

鈴　木　陽
はる

　翔
と

 くん
（崇仁・彩子）高　　田

ご結婚おめでとうございます

長　尾　達　仁 畑　　中
葛　 　春　花 畑　　中

横　山　幸　生 弘 前 市
中　村　恵　子 二 津 屋

髙　橋　慎　也 弘 前 市
阿　保　香　奈 八 反 田

おくやみ申し上げます

阿　保　や　さ （96歳） 八 反 田
花　田　憲　昭（72歳） 前田屋敷
中　山　しげ子（93歳） 川　　部
山　本　健　藏（66歳） 大　　曲
工　藤　サ　ダ（97歳） 前田屋敷
成　田　　寛　 （86歳） 境　　森
山　本　テ　イ（84歳） 大　　曲
櫻　庭　サツエ（79歳） 豊　　蒔
山　谷　アキヱ（84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）

（
（
（

８月21日～９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
（9月末日現在）

男 3,679 （±0）

女 4,122 （－13）

計 7,801 （－13）

世帯 2,795 （＋6）
（　）は前月との比較

交通事故概況
(9月末日現在）

県　内 村　内

件 数 211（1,967） 4 （26）

死 者 2 （28） 0 （0）

傷 者 254（2,386） 7 （38）
（　）は1月からの累計

新刊のご案内図 書 室 だよ り

・１日３分見るだけでぐんぐん目がよくなる！ ガ
ボール・アイ 平松類／著　SBクリエイティブ

・かんたんなのに超本格。ちょっとリッチなフライパ
ン煮込み 川上文代／著　東京書店

・飛雲のごとく あさのあつこ／著　文藝春秋
・盲剣楼奇譚 島田荘司／著　文藝春秋
・のっけから失礼します 三浦しをん／著　集英社

・命あれば 瀬戸内寂聴／著　新潮社
・ふーふーふー 外村節子／著　高陵社書店
・ダイナソー キャシー・ウォラード、
 ダン・ケイネン／著　大日本絵画
・おしりたんてい ラッキーキャットは だれの てに！
 トロル／著　ポプラ社
・天気の子 新海誠／著　KADOKAWA
 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

　９月号P.６「話題いろいろ」７/27,28の記
事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・村の部総合第６位　→

正・町村の部総合第６位

お詫びと訂正
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は11月14日（木）の予定です。

二階大
ひろたか

空さん（堂野前）
「学校の授業では算数が得意
で、国語の文章問題が苦手で
す。読書の秋に合わせて本を
読んで、作者の考えを読み取
れるようになりたい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

　8月24日と25日、観光いちご園アグリいーな
田んぼアートの里で「夏のいちごいち」が開催さ
れ、初日の開会式では田舎館こども園の年長児
24人が和太鼓演奏を披露し、バルーンリリース
が行われました。会場では約40種類のいちごス
イーツが販売されたほか、クラフト展も同時開催
され、多くの来場者で賑わいを見せました。

Happy Birthday10月生まれのおともだち

※11月生まれのお子さん募集（10／21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。

H26/10/26生

H28/10/22生
「笑った顔がそっくり
な兄妹です核」

小野 凱
かいと
士くん

愛
あいり
莉ちゃん

垂　柳

H25/10/28生
「元気で明るい子
です！いつまでも
そのままでいて
ね」

福士 小
こはる
春ちゃん

前田屋
敷

H29/10/16生
「ダンスが好き♪
めりちゃん、2歳
おめでとう♥」

髙木 恵
め り あ
利愛ちゃん

大　曲

もしもの時に備えて

　黒石市、平川市、大鰐町、田舎館村を所管し、各
種防犯活動を展開している黒石地区防犯協会（会長：
高樋憲黒石市長）から、田舎館小学校管内を運行す
るスクールバスに対し、車内に備え付ける防犯用の
伸縮警杖が４台分寄贈されました。８月19日、役
場２階庁議室で贈呈式が行われ、スクールバス運行
を受託している（株）アップル観光バスの須藤秀光代
表取締役に対し、同協会の副会長を務める村長から
伸縮警杖が手渡されました。須藤代表は「不審者の
目撃情報は村内でもあり、バスの安全確保にご協力
くださり感謝したい。全国的にはバスを狙った凶悪
な事件も発生しており、都心部では不審者が走行中
のバスに接近してきたり、窓ガラスを叩いてきたり
する事案も発生している。警杖は万が一に備え、児
童や運転手、バスの安全確保に役立てたい」と話し
ました。贈呈式終了後は実際に使用されているス
クールバスを用いて、黒石警察署員による伸縮警杖
の使用方法や防犯講話が（株）秀果黒石営業所駐車場
で行われ、バスの運転手らが不審者への対応方法を
確認しました。

夏のいちごいち

H26/10/17生
「スキー大好き！！
早く冬にならない
かなぁ～」

相馬 碧
あいり
梨ちゃん

川　部
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