
広報いなかだて 2020年 4月号（第 770号）別添 

 

掲載内容の一部変更について 
 

田舎館村役場企画観光課 

 

新型コロナウイルスの感染防止と拡大防止のため、令和 2 年の田

んぼアートの観覧等を中止することとなりました。 

事業中止のため、今月号の下記掲載内容が変更となります。なお、

事業中止の内容は、広報いなかだて 5月号（5月 14日（木）発行 

予定）でもお知らせする予定です。 

 

記 

 

 

・表紙、Ｐ.2、Ｐ.20  「第 28回田んぼアートテーマ」  

 

→ （変更後） 令和 2年の全ての制作・観覧を中止 

 

 

・Ｐ.3  「第 28回田植え体験ツアー」 

     「石アート 春の期間限定公開」 

     「令和 2年田んぼアート画像の商用利用に係る説明会」 

 

→ （変更後） 全て実施を中止 
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第28回 田んぼアートテーマ決定！！
　今年の田んぼアートは、国内外の名画と、テレビアニメの放映によって社会現象を巻き起こした作品に挑戦し、たく
さんの方にお楽しみいただけるアートを目指します。

2003年（平成15年）に田んぼアートで一度制作したものの、完成図と展望台から見える景色に差異があり、以降の
田んぼアートで本格的に遠近法を取り入れるきっかけとなった、イタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチによる
「モナリザ」に再挑戦！さらに日本の名画として、国の重要文化財に指定されている黒田清輝氏の最高傑作「湖畔」を描
きます。

1995年（平成7年）の
テレビシリーズから始
まった、世界的に人気の
高いアニメーション。
2007年（平成19年）から
は『ヱヴァンゲリヲン新
劇場版』シリーズがスター
トし、若者を中心に幅広
く受け入れられていま
す。今年6月に劇場版最
新作が公開されることに
ちなみ、田んぼアートで
はこれまでの物語で登場
した人型決戦兵器エヴァ
ンゲリオン（初号機）を描
きます。（関連 P.20）

※イメージ図（完成した下絵ではありません。）

第1田んぼアート

第2田んぼアート

 モナリザと湖畔

エヴァンゲリオン

※イメージ図（完成した下絵ではありません。）　©カラー
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第28回田植え体験ツアー 参加者大募集（村内のみ受付）

石アート　春の期間限定公開
※新型コロナウイルス感染症の状況や国の方針などにより変更となる場合があります。

　田んぼアート期間に先駆けて、弥生の里展望所（道の駅いなかだて「弥生の
里」内）では、昨年完成した石アート「車寅次郎」と、平成30年から展示してい
る「美空ひばり」を次の期間で公開します。短文芸作品を石アートで表した「第
５回田んぼアート短文芸コンテスト最優秀作品」や、津軽平野の風景も併せて
お楽しみください。
○と　き／４月25日（土）～５月６日（水）　
　　　　　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。

石アート「美空ひばり」は最後の公開となります
　弥生の里展望所南側にある石アート「美空ひばり」は、春の期間限定公開を
もって展示期間を終了します。また、平成27年から展示してきた石アート
「田んぼアート短文芸コンテスト最優秀作品」も終了します。田んぼアート期
間に向け、道の駅周辺の混雑緩和のため、跡地では新たに駐車場の開設を予定
しています。

■令和２年田んぼアート画像の商用利用に係る説明会
　今年の田んぼアート画像等を使用し、お土産やグッズ商品などの製作・販売を検討されている方を対象に、著作
権者に対する申請手続きの流れや版権使用料などについての説明会を開催します。商用利用を検討されており、説
明会への参加を希望される方は、役場２階企画観光課へ事前にお申し込みください。
○とき・ところ／５月12日（火）　午前10時・文化会館３階リハーサル室
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）

※新型コロナウイルス感染症の状況や国の方針などにより、イベント概要を変更する場合があります。
　　　　また、感染拡大防止の観点から、今イベントの参加対象は村内のみに限ることとし、例年参加者の
　　　　昼食として用意しているおにぎりと豚汁の配布は中止します。
○と　き／５月31日（日）　午前８時30分　受付開始、村民体育館前にて
　　　　　　　　　　　　 午前９時30分　開会式
○ところ／役場東側水田　　○参加料／無料（第１田んぼアートの無料入館券とあさゆき３合の特典付き）
○定　員／800人　※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。また、当日は雨天決行です。当日の様子は各種メディアや SNS
などで紹介される場合があります。

○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。

○申込締切／５月21日（木）
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）

©松竹株式会社



令和２年４月号・いなかだて4

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 30.0％減
令和２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

34億 200万円

34億3,500万円

 36億1,500万円

53億9,000万円

H28

H29

H30

R1

37億7,100万円R2

年度

【使用料・手数料】 6,051万円   【使用料・手数
295万3千円   【財産収入】
500万1千円   【寄附金】 

【繰越金】 1,000万円   
     

◇繰入金　2億7,400万円 （7.3%）
諸収入　5,752万8千円 （1.5%）◇分担金・負担金　4,812万1千円 （1.3%）
その他 （自主財源）　7,846万4千円 （2.1%）

◆県支出金　
　2億9,415万円 （7.8%億 （ ）◆村債

　3億8,150万円（10.1%）

依存財源依存財源依存財源依存依存存財財源
727277億億億億2,64322,66433万万万万万6666千円千千千円
（72.2%）2 2%2 2%（7（72.2%））%）

自主財源自主財源自主主財財源
10100億億億億4,45644,4566万万万万万44444 円千千千千千円

7.8%）7 8277（27.8%）8%8%（27 8%22（2（27.8%%））%）

◇村税◇村◇村村税
55億8,645万1千円5億8,645万1千円55億8億8,8,6,6464545万5万1千千円
（15.6%）（15.5.6.6%6%））%）

◆国庫支出金出金金◆国庫支出◆◆◆◆国庫国庫支庫支支出金金
4千円4千円3億9,492万49,492万33 9 492万49 49333億9 492万43億3億9億9,9,4,4949292万2万4万4千4千千円
%%5%%0.50（11（ 0.5.0 55%%%（10 5%（10.0..5%5%%））））

◆地方交付税◆◆地◆地方地方方交付交付付税
円万万0040494億41114億9,400万円14億4億9億9,9,4,44000万0万万円

（（（（ %%939.6.39 6%3939.9.6.6%6%%））））

その他 (依存財源)
5,186万2千円 （1.3%）

地方消費税交付金
1億1,000万円 （2.9%）

【地方譲与税】 4,2611万3千円
【利子割交付金】 80万円
【配当割交付金】 80万円
【株式譲渡所得割交付金】 40万円
【法人事業税交付金】 1千円
【環境性能割交付金】 350万1千円0万1千円
【地方特例交付金】 248万円
【交通安全対策特別交付金】 126万7千円

37億7,100万円

【特別会計予算】
国民健康保険 9億5,537万7千円
後期高齢者医療 9,948万2千円
介護保険 8億4,032万1千円

【企業会計予算】
農業集落排水事業
・収益的収入 3,380万円
・収益的支出 3,380万円
・資本的収入 1,621万3千円
・資本的支出 2,496万2千円
下水道事業
・収益的収入 2億9,082万6千円
・収益的支出 2億3,960万5千円
・資本的収入 1億1,646万9千円
・資本的支出 2億1,527万円
水道事業
・収益的収入 1億8,829万3千円
・収益的支出 1億8,829万3千円
・資本的支出 4,777万6千円
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37億7100万円

※ 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 1,094万円
・納税貯蓄組合補助金 704万円
・村長選挙費 409万円

【民生費】
・社会福祉協議会補助金 1,276万円
・火葬料補助金 225万円 
・温泉施設指定管理委託料 1,448万円
・福祉バス運転業務委託料 1,200万円
・出産祝金 280万円
・教育・保育委託等費 3億5,237万円
・児童館建設事業 4,700万円

【衛生費】
・後期高齢者医療広域連合負担金 9,968万円
・乳幼児・子ども医療給付費 2,807万円
・黒石地区清掃施設組合負担金 6,472万円

【農林水産業費】
・多面的機能支払交付金 2,618万円
・稲わら焼却防止対策助成事業補助金 580万円
・収入保険制度加入促進事業補助金 253万円

【商工費】
・むらおこし推進協議会
　　　　　　　各種イベント業務委託料 710万円
・第２田んぼアート制作関係業務委託料 380万円
・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 8,310万円
・道路改良工事費 758万円
・除雪対策費 5,284万円

【消防費】
・弘前地区消防事務組合負担金 1億4,140万円

【教育費】
・入学祝金 120万円
・通学バス運行業務委託料 4,737万円
・コミュニティ推進事業補助金 182万円
・中央公民館・村民体育館建設事業 2億5,273万円
・学校給食費 9,561万円

このような事業等に使われます

議会費　5,050万5千円 （1.3%）
費総務費
4万4千円 （13.4%） 5億634

衛生費　
3億4,680万2千円 （9.2%）3億4 680万

農林水産業費　
1億6,150万3千円 （4.3%）

商工費　1億1,211万7千円 （3.0%）

土木費　3億3,999万円 （9.0%%）

消防費
1億8,870万5千円 （5.0%）

その他 （労働費など）
963万9千円 （0.3%）

民生費民生民生費生費
円円円千千52 万11億527万111 2527万11億5億5252727万7万 円円千円1千千円

）%3%9（29.3%（2（229.9..3%%）3%））%）

教育費教育教育育費
6億2 452万2千円66億2,452万2千円66億2 456 2,452万2千66億2億22,4,4545252万2万2万2千2千千円

）%6%66（1（16.6%）.（16.6.6.6%6%））%）

公債費公債公債債費
）%6%63億2,560万2千円 （33億2億22,,55660万0万2万2千2千千円 （8 6%）（8（8.8.6.6%6%））%）

【労働費】 660万9千円
【災害復旧費】 3万円
【予備費】 300万円

37億7,100万円
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第１回議会定例会が３月２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、４日には平川重廣議
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、村の現状を捉える
とともに、村民が心のふれあいを深
め、健康で生きがいのある生活を送
れるよう村政発展に努力し、活力あ
る村づくりに取り組む所存です。

○福祉の充実と健康な村づくり
　令和元年７月に温泉施設と防災拠
点を兼ね備えた施設として完成した
光田寺コミュニティセンターは、「ま
えだやしき温泉ほからっと」の愛称
とともに高齢者の方や一般の方々か
らも好評を頂いており、地域に親し
まれる施設として、引き続き指定管
理者の運営に協力して参ります。
　健康分野では高齢者の保健事業と
介護予防を一体的に実施することに
より、健康寿命の延伸を図りなが
ら、短命村脱却に努めたいと考えて
います。
　村民に対する充実した保健サービ
スの提供や、健康づくり教育などを
推進し、皆様が主体となって健康づ
くりに取り組んでいただけるよう、
様々な活動を支援していきます。

○農業の振興
　後継者や担い手不足など、農家が

抱える問題の解決に向けて対策を講
じます。
　意欲ある農家に対しては、生産性
の向上や大幅な経費の削減につなが
る農地の大型区画化や用排水対策の
整備など、農地の集積・集約化の支
援に努めていきます。現在、高田地
区で進行中のほ場整備事業は令和３
年度から実施設計が始まり、計画で
は令和８年度の完成を目指す事業と
なっています。
　一昨年、りんごの黒星病が県内の
広範囲で発生しましたが、昨年は大
きな被害もなく収穫も順調に進みま
した。農家の高齢化や労働力不足に
より、管理が行き届かない園地や放
任園など病害虫の発生が危惧される
りんご園が問題となっており、これ
らの放任園において伐採を行う地域
の農家に対して支援を行いながら、
病害虫の蔓延を防ぐ対策を講じたい
と考えております。

○教育の充実
　訪日外国人や外国人就労者の増加
など、国際化が進む新たな時代に対
応していくため、国が極めて重要と
している英語力の充実が課題となっ
ています。これに対し、小学校１年
生から英語に慣れ親しみ自然に興味
を持つことができるよう、引き続き
英語教育を強化するとともに、小学
校は週２日、中学校では週３日、
ALT（外国語指導助手）を配置しな
がら英語に親しみやすい学習環境の
構築に取り組んでいきます。
　生涯学習の分野では、これまで地
区会に対し実施してきたコミュニ
ティ推進事業をより拡大し、健康増
進や伝統芸能の保存など、住民同士
の絆を強める活動も新たに支援して
参ります。

○生活環境と防災
　村道の舗装等については、主要幹
線を中心に平成27年度から継続的
に補修工事を進めており、まだまだ
時間を要する状況ですが、未補修路
線に順次着手していかなければなり
ません。道路事情による緊急性や利
便性を考慮して、計画的な予算配分
を考えながら実施したいと考えてお
ります。
　防災対策では、役場敷地内に防災
倉庫が完成したことから、今後は防
災用品の備蓄を行い、災害時に備え
ていきたいと考えています。
　さらに、地域の皆様を対象として
防災訓練の実施を予定しており、新
年度は田舎館中学校を会場として、
避難所の設置や炊き出し訓練など、
皆様に様々な体験をしていただきた
いと思います。
　また、弘前地区消防事務組合等関
係機関の協力を得て、救助訓練や、
災害発生から救助完了までを想定し
た災害対策本部による模擬訓練も検
討しており、訓練の積み重ねを通じ
て村の防災体制を一層強化するとと
もに、皆様が防災について考え、知
る機会にできるよう準備を進めたい
と考えております。

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

・令和２年度一般会計予算
・令和２年度国民健康保険特別会計予算
・令和２年度後期高齢者医療特別会計予算
・令和２年度介護保険特別会計予算
・令和２年度農業集落排水事業会計予算

・令和２年度下水道事業会計予算
・令和２年度水道事業会計予算
・令和元年度一般会計補正予算
・令和元年度国民健康保険特別会計補正予算

条例関係

・村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正す
る条例
・村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正
する条例
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例

・空家等対策協議会条例
・災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例
・村営住宅条例の一部を改正する条例
・公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条
例

その他

・中央公民館及び村民体育館建設電気設備工事請負
契約の締結
・中央公民館及び村民体育館建設機械設備工事請負
契約の締結
・児童館建設工事請負契約の締結

・青森県市町村総合事務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総合事務組合規約の変
更
・専決処分した事項の報告と承認

一般質問

平川　重廣 議員

任期満了に伴う村長選挙
問 （ア）５期目に向けた選挙出馬の
構想は。
答 （村長）今までお世話になった
会派の方々、支持者の皆様にご意見
を伺い、近々態度を表明したい。
問 （イ）４期目にあたり掲げた各公
約は、任期中に遂行できるか。
答 （村長）ほとんどを達成するこ
とができたが、老人憩の家の改築に
ついては、村の中心的な避難施設で
もある中央公民館と村民体育館の建
設を優先したことで、断念してい
る。これは、建設費用の財源となる
有利な起債が令和２年度で終了する
とされていたためであり、理解は得
られるものと思っている。

機能別消防団員・分団制度
問 （ア）仕事や家族の都合で時間
に制約がある方、加齢によって体力
的に難しい方、消防団OBの方など
を対象に、特定の消防団活動や限ら
れた時間の中でそれぞれの能力を活
かして活動できる制度が、全国的に
広がりを見せている。この制度を設
置する考えはあるか。
答 （村長）現在、火災現場で不足
する消防力を補うため、各消防部で
機能別消防団員・分団制度を必要と
しているか、その団員を確保できる
か、などを村消防団と協議中であ
り、団の意向を確認しながら検討し
たい。
問 （イ）設置できない場合の理由
を示せ。
答 （村長）制度を設置した場合、各
消防部に機能別消防団員が入団して
いなくても村消防団員の定数を基準
として各種負担金等の支出が発生す
ることから、あくまで各消防部の意
向を確認し、慎重に判断したいと考
えている。

品川　正人 議員

選挙の投票率低下
問 （ア）様々な選挙の場面では、若
年層の政治離れや投票率の低さが指
摘されることが多い一方で、18歳
～20歳代の方々からは「投票所に
入りづらい雰囲気がある」「監視さ
れているようだ」などの意見もよく
聞く。投票所の設営条件を示せ。
答 （委員長）投票所とする施設や、
投票所内の設営について法律等で定
められた事項はないが、投票のしや
すさと秩序を保持できる環境である
かに注意を払って開設している。
問 （イ）投票率の向上を図るうえ
で、その設営条件のうち規制緩和で
きるものがあれば、改善の検討が必
要では。
答 （委員長）全投票所での統一し
た改善が条件とはなるが、投票率向
上に向け、対策を検討したい。他自
治体の状況を参考にしながら情報収
集に努める。
引きこもり対策
問 （ア）対人関係、自分の性格、仕
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事上での悩みなど、様々な要因に
よって社会参加が疎遠になっている
状況の方に対し、村での相談体制や、
支援はどのようになっているか。
答 （村長）生活困窮や就労に関す
る支援などは厚生課福祉係、精神状
態の不安には厚生課の保健師が対応
しており、必要な支援機関の紹介も
行っている。
問 （イ）支援を求める方への窓口
等の周知状況は。
答 （村長）引きこもり問題のひと
つに、「悩んでいてもその事を知ら
れたくない」という傾向が強く感じ
られ、行政の対応が受け身になって
いる部分もあるが、関係機関ととも
にできるだけ早く支援を講じられる
よう態勢を整えている。
問 （ウ）関係機関との連携状況を
示せ。
答 （村長）新年度から、（福）青森
県社会福祉協議会へ「包括的支援体
制構築事業」を委託する予定。この
事業により、より専門的な相談の受
け付けが可能となり、様々な支援が
提供できるものと見込んでいる。
新型コロナウイルス感染症
問 感染が広がり、国の対応が示さ
れる中、状況も刻々と変化してい
る。一般住民の対応方法は、特に高
齢者が簡単に理解できるよう周知す
べきだと思われるが、村としての対
応は。
答 （村長）日々状況が変化してお
り、村内の回覧等にかかる時間を考
慮すると、正確な情報提供は難し
い。先般、基本的な対応については

毎戸回覧を実施したところで、皆様
には冷静な対応をお願いしたい。

品川　新一 議員

高齢者の運転免許証返納
問 （ア）高齢ドライバーが重大事
故を自主的に防止するためか、運転
免許証の返納者は年々増加している
と聞く。返納後はいわゆる交通弱者
として生活を送ることになると思わ
れるが、定期的な買い物送迎とし
て、会員登録・予約制の乗り合い方
式による週１回の運行計画や、タク
シー利用券かバス乗車券の交付な
ど、支援が必要ではないか。
答 （村長）返納の実態や返納者数
などの概要を把握したうえで公平な
対策や支援方法を検討することとな
るため、まずは情報収集に努めた
い。
新型コロナウイルス感染症
問 村が講じる対策のうち、万が一
感染が疑われるような場合の対応は
どうなっているか。
答 （村長）国が示した目安の症状
が現れ、感染が疑われる場合、弘前
保健所内に設置れている「帰国者・
接触者相談センター」へ相談してい
ただくこととなる。

鈴木　孝一 議員

農業における道路の拡幅
問 （ア）令和元年６月定例会にお
いて、大型の農業用機械の通行を想
定した道路の拡幅について質問した

ところだが、その後、堂野前地区が
要望したと聞いている。着手はいつ
ごろを予定しているか。
答 （村長）令和２年度は二津屋地
区で着工する予定。堂野前地区は、
ほかの事業や財政状況を踏まえ、計
画的に着工していく。
問 （イ）拡幅事業では側溝にU字
溝を入れて整備し、利便性が図られ
ているか。
答 （村長）これら道路の拡幅を要
望する際の要件として、「側溝整備
はしない」ことが条件となってい
る。要望者の方々は道路幅が拡がる
ことでの利便性を期待して要望され
たものだと認識している。
光田寺コミュニティセンター
問 （ア）平成31年１月からの仮
オープン期間を含めて１年が経過し
たが、利用者数の状況はどうなって
いるか。
答 （村長）※紙面は表で掲載
R2/1単月　※（ ）は H31/1単月
一般入浴 2,375人（1,063人）
無料入浴 869人（ 859人）
合　　計 3,244人（1,922人）

単月比較で、利用者は1,322人増加
しており、順調に推移している。
問 （イ）会議室の利用件数と、小
宴会等飲酒を伴うような会合での利
用に対する見解を示せ。
答 （村長）令和元年度は選挙の投
票所としてのほか、１団体１件利用
されている。飲食を伴う利用も可能
となっており、温泉と合わせて大い
に活用していただきたい。

村議会３月定例会

　福地誠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２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。

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26日　同会第70回定期総会にて）

多年の功績をたたえて
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話 題 い ろ い ろ

2/26 スポーツで気分転換

2/28 夜道を明るく

　村老人クラブ連合会主催による軽スポーツ大会が村
民体育館で行われ、９地区の単位老人クラブから会員
約50人が参加しました。
　大会は同連合会創立50周年記念事業の一環によ
り、軽スポーツを取り入れて初めて行われたもので、
開会式では岩間茂廣会長が「寒くなると体が動きにく
くなり、気持ちも沈みやすい。今日は体を動かして、
楽しく過ごしてほしい」とあいさつ。種目はカローリ
ングと室内ペタンクが行われ、会員は当日発表された
組み分けで競技に挑戦。わずかな力加減で得点を入れ
る場面が見られ、参加者は接戦を楽しんでいました。

　東北電力（株）弘前電力センター（松嶋邦治所長）か
ら LED街路灯５基、（株）ユアテック弘前営業所（今
彰夫所長）からその設置工事一式が村に寄贈されまし
た。弘前電力センターでは「明るい街づくり」のため
の社会貢献活動として、同センターが所管する弘前地
区の市町村・地区に対し、昭和40年から定期的に街
路灯を寄贈しています。松嶋所長は「地域の安全や防
犯のために活用してほしい」と話し、役場村長室で行
われた贈呈式では、松嶋所長と今所長から村長に目録
が手渡されました。寄贈された LED街路灯は、除雪
センター（大曲地区）周辺へ設置されます。

2/27 中学校卒業を祝う

　中学校卒業を迎える子がいる村内のひとり親（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。同会の相馬ちえ子会長と小野きよさん
が、毎年実施している対象世帯への激励訪問に先立ち
役場を訪れ、村が用意した記念品を村長から受け取り
ました。相馬会長は「今年は７世帯８人が対象。保護
者の皆さんは仕事も忙しく、子育ても大変だと思う。
会として少しでも励みになれば」と話し、記念品を受
け取った後は対象世帯を訪問し、同会と村からの記念
品を手渡しました。
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話 題 い ろ い ろ

13日、田舎館中学校の卒業式では生徒61人が人生の
新たな一歩を踏み出しました。

7日、光田寺保育園の保育証書授与式では年長児16
人が保育証書を受け取りました。

　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・生徒がそれぞれ巣立ちの日を迎えました。
　新型コロナウイルス感染症に対する国の方針によ
り、村内小・中学校は３月２日（月）から休校となっ
たほか、感染拡大防止の要請に伴い、各校の卒業式
では出席者を制限し、卒業生と保護者、教職員のみ
で執り行われました。また、保育所等の村内各施設
においても、感染防止に配慮した措置が講じられる
中で行事が実施されました。

感染予防の中、飛躍を誓う

19日、田舎館小学校の卒業式では児童58人が6年間
の思い出とともに学舎をあとにしました。

　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、３月に村内で予定されていた主な行事で、中止等となったものを
お知らせします。
・３月１日（日）　消防団礼式訓練（村消防団）
・３月６日（金）　誘致企業会オーナーと村長との懇

談会（村誘致企業会）
・３月８日（日）　権現様（十二川原地区）
・３月15日（日）　消防団出初式（村消防団）
・３月17日（火）　糖尿病健康講座（厚生課）

・３月21日（土）　成人教養講座「終活講座」（教育委
員会）

・３月22日（日）　第25回芸能発表会（村文化協会）
・３月25日（水）　白寿大学閉講式（教育委員会）
・３月末頃　　　　ボノ神送り（田舎舘地区）

新型コロナウイルス感染症拡大防止による行事の中止等　　　　（３月25日現在）
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納税相談

と　き ところ

夜　間
４月22日（水）
午後５時～午後７時 役場１階

税務課
休　日

４月26日（日）
午前９時～午後４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22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）

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が健診に関心を持てる
よう標語の募集をしました。８人から29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。
令和２年度健診受診勧奨標語
・健診受けて　健康に勝る幸せなし
・食べて元気　歩いて元気　健診受けて　益々元気 !!
・健診は　我がため子のため孫のため
▷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～令和３年３月分の国民年金保険料は、月額
16,540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、早期に納め
ていただくよう案内をしています。未納のまま放置され
ると督促が行われ、指定の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
（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者や
世帯主）の財産が差し押さえられることがあります。
　所得が少ないなど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

ペットや野良ネコの苦情が増えています
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。道路や公園、河川敷、他人の土地などは、
ペットのトイレではありません。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。
野良ネコに餌をあげないで
　安易な餌やりは頭数が増える原因になり、庭にフンを
される・鳴き声がうるさい・悪臭などで周囲の環境に影
響を及ぼし、近隣住民とのトラブルに発展しかねませ
ん。
　野良ネコへの餌付けは「無責任な行為」と自覚して、
控えるようにしましょう。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

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

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。

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、
令和元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0.5％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 43,160円

一部 43,150円～10,180円

第２子
加算額

全部 10,190円

一部 10,180円～5,100円

第３子
以降　
加算額

全部 6,110円

一部 6,100円～3,060円

特別児童
扶養手当

１級 52,500円

２級 34,970円

障害児福祉手当 14,880円

特別障害者手当 27,350円

▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154、155）

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）

村税や保険料の納付は口座振替で
　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）

春の農作業安全確認運動
　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。
まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全
・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、家族等に場所と内容を伝える
ようにしましょう。
・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。
○実施期間／５月31日（日）まで
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）
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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しているため、火葬場がある地元住民と村民とでは利用料金に格
差が生じることがあります。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。ただし、生活保護法の規定に基づく葬祭扶助を受けた場合は対象外とな
ります。

○申　請／埋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、他市町村で埋火葬許可証が発行
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。補助金の申請は、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／５月３日（日）、５日（火・祝）、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）

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）

至　弘前市

役場

防災
倉庫

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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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）

令和２年度の軽自動車税
　令和元年10月より県税の自動車取得税が廃止され、村税に「軽自動車税（環境性能割）」が導入されました。それに
伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税（種別割）」に名称が変わりました。
環境性能割
　三輪以上の軽自動車を取得する
際、新車・中古車を問わず車両の取
得価格に応じて課税されます。村税
ですが、当面は青森県が賦課徴収を
します。なお、この税には臨時的軽
減が設けられており、令和元年10
月１日～令和２年９月30日の期間
に自家用車両として取得した場合は
税率が軽減されます。

種別割

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。

三輪以上の軽自動車

初度検査登録を受けた時期

H19/3/31
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。

○グリーン化特例（軽課）／
　平成31年４月～令和３年３月に初度検査登録を受けた三輪以上の軽自動車のうち、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。表の（ア）…電気軽自動車等、表の（イ）…★★★★かつ｛2020年度燃費基準＋30％達成
車（乗用）｝｛2015年度燃費基準＋35％達成車（貨物）｝、表の（ウ）…★★★★かつ｛2020年度燃費基準＋10％達成車
（乗用）｝｛2015年度燃費基準＋15％達成車（貨物）｝
身体障害者等の軽自動車税（種別割）減免
　該当する方は毎年申請が必要です。また、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。減免は身体障害者等１人につき１台で、普通自動車で減免を申請している場
合は受けられません。
○受付期間／５月１日（金）～５月21日（木）　※口座振替を利用している方は５月15日（金）まで

燃費性能等
自家用の税率 営業用

の税率通常 軽減

電気自動車等

非課税
非課税

非課税★★★★かつ2020年度燃費基準+20％達成

★★★★かつ2020年度燃費基準+10％達成

★★★★かつ2020年度燃費基準達成 1% 0.5%

★★★★かつ2015年度燃費基準+10％達成
2% 1%

1%

上記以外 2%



いなかだて・令和２年４月号 15

○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車両）…減免申請書（役場１階税務課に備
え付け）、印鑑、運転する方の運転免許証、車検証、軽自動車税（種別割）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顔写真付き身分証明書、障害者本人と運転する方が世
帯分離している場合は生計同一証明書（役場１階厚生課で発行）

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の仕様と
なっている車両）…減免申請書（役場１階税務課に備え付け）、印鑑、車検証、軽自動車税（種別割）の納税通知書
▷問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

弘前圏域権利擁護支援センターが開設されます
　急速な高齢化に伴い、成年後見制度の利用増加が予想されることから、４月よりヒロロ３階ヒロロスクエア内へ、
村を含む弘前圏域にお住まいの方が無料で利用できる「弘前圏域権利擁護支援センター」が開設されます。
　今後、認知症や知的障害、精神障害によって判断力が低下しても安心して地域で暮らせるように、成年後見制度の
利用をはじめとする相談支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
○受付時間／毎週火～土曜日（年末年始を除く）　午前９時～午後４時　※事前予約優先
○内　容／権利擁護に関する相談支援、成年後見制度に関する広報・啓発と利用促進、後見人等の活動支援
▷問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター　☎26－6557　　厚生課福祉係（内線155）

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

1/29 第36号：中央公民館及び村民体
育館建設電気設備工事 178,530,000円 124,850,000円 畑中 ㈱弘都電気 R3/

2/10

1/29 第37号：中央公民館及び村民体
育館建設機械設備工事 179,960,000円 125,972,000円 畑中 管電工業㈱ R3/

2/10

3/5 第43号：児童館建設工事 205,370,000円 199,100,000円 八反田 ㈱南建設 10/16

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

I n f o rm a t i o n

ひろさき広域出愛サポートセンター　
休日登録会

　村を含む弘前圏域８市町村が運営している、会員制お
見合い事業の会員登録を受け付けします。
○とき・ところ／いずれも正午～午後４時

４月26日（日）

ヒロロ３階多世代交流室Ａ

５月24日（日）

６月28日（日）

７月26日（日）

８月23日（日）

９月27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
　　　　　　　企画観光課企画係（内線244）

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25日（火）
　議員全員協議会
　内容／児童館建設事業　ほか６件
　議会運営委員会
　内容／第１回議会定例会の会期日程等
・３月９日（月）
　議員全員協議会
　内容／第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略
　　　　ほか２件
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）
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裁判所見学ツアー（中止のお知らせ）
　青森地方・家庭裁判所では、５月14日（木）に定員
30人で「裁判所見学ツアー」の開催を予定しておりまし
たが、新型コロナウイルス感染症に対する国の方針や感
染拡大防止の観点から、開催を中止することとなりまし
た。
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所
　　　　　　　☎017－722－5421

春の動物ふれあいフェスティバル
（中止のお知らせ）
　青森県動物愛護センターでは、５月３日（日）と４日
（月・祝）に「春の動物ふれあいフェスティバル」の開催
を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症に
対する国の方針や感染拡大防止の観点から、開催を中止
することとなりました。
▷問い合わせ／青森県動物愛護センター
　　　　　　　☎017－726－6100

定例労働相談会
○と　き／

５月12日（火） 午後１時30分～午後３時30分

５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
○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

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。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、手紙等で連絡される場
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返信いたします。
▷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

津軽の魅力を発信！地域資源特派員を
募集

　津軽地域の魅力を写真撮影し、簡単なレポートで投稿
してみませんか。レポートは津軽広域連合のホームペー
ジ http://tsugarukoiki.jp/や Facebook、Twitter、広
報紙で紹介します。
○募集テーマ／
・あなたのまわりの“季節を感じる”もの
・まちで見かけた“時代を感じる”もの
・あなたのまちの“奇祭・奇習”
○応募資格／津軽広域連合管内８市町村に居住、通勤、
通学されている方
○投稿方法／特派員に登録後、写真とレポートを郵送か
電子メールで提出してください。
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201
　　　　　　　 rengou@tsugarukoiki.jp

NHK－BSプレミアム
にっぽん縦断こころ旅

　皆様のこころの風景とエピソードをお寄せください。
○投稿方法／はがき・封書は〒150－8001「こころ旅」
係（住所の記載不要）、FAX03－3465－1327、番組
のホームページ http://nhk.jp/kokorotabi
○募集期限／５月18日（月）　必着
○青森県の放送予定／６月29日（月）～７月３日（金）
▷問い合わせ／NHKふれあいセンター　
　　　　　　　☎0570－066－066

県税のコンビニ納税と口座振替制度
　個人事業税や不動産取得税、自動車税（種別割）はコ
ンビニエンスストアで納付することができます。また、
以下の県税は口座振替もご利用いただけますので、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／中間申告、確定申告分
○自動車税（種別割）／４月30日（木）までに申し込みが
必要です。なお、口座振替済通知書と納税証明書は、
４月以降振替分から送付しないこととなりましたの
で、ご留意ください。
○軽油引取税／特別徴収義務者申告分
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

暮らしの情報
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交通死亡事故ゼロ　記録更新中！
　黒石警察署管内では２月に交通死亡事故ゼロ継続450
日を達成しました。これは統計を取り始めてから最長の
記録となり、次は「9614（くろいし）」の語呂合わせで交
通死亡事故の９（ない）、614日を目指しています。　　
　皆様の安全運転をお願いします。
○達成日／７月29日（水）
▷問い合わせ／田舎館警察官駐在所
　　　　　　　☎58－2241

振替納税の振替日を延長
　国の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、次の税の振替日を延長します。
○申告所得税・復興特別所得税／５月15日（金）
○個人事業者の消費税・地方消費税／
　５月19日（火）
▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森
支部　令和２年度の保険料率

○健康保険／給与・賞与の9.88％
○介護保険／給与・賞与の1.79％
○改定時期／３月分（４月納付分）から
▷問い合わせ／青森支部　☎017－721－2713

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／５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／昔語り
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター　
　　　　　　　☎58－3704

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６日（土）・弘前東高等学校
○種類・受験料／甲種（受験資格必要）：6,600円、乙種（第１類～６類）：4,600円、丙種：3,700円
○受付期間／４月20日（月）～５月11日（月）、電子申請は４月17日（金）～５月８日（金）
事前講習会
○と　き／５月14日（木）～15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1,800円（テキストのみの購入は不可）
○申込先／消防本部予防課、最寄りの消防署・分署
○申込締切／４月26日（日）
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

浅瀬石川ダム・津軽ダム　春のライトアップ
　国土交通省東北地方整備局岩木川ダム統合管理事務所ではダム堤体のライトアップを実施します。ダムの放流と合
わせてぜひご覧ください。なお、放流は融雪や貯水量の状況により行いますので、詳しくは岩木川ダム統合管理事務
所のホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/をご確認ください。
○とき・ところ／
　５月１日（金）～６日（水・休）　午後７時～午後９時・浅瀬石川ダム
　４月29日（水・祝）～５月６日（水・休）　午後７時～午後９時・津軽ダム
　５月８日（金）のみ　午後７時～午後９時・津軽ダム　※世界赤十字デーによ
るレッドライトアップ

▷問い合わせ／岩木川ダム統合管理事務所　☎85－3035
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職員人事異動 （　　）は旧所属

【村長部局】 ４月１日付 ▷総務課長・合併対策室長（総務課長・合併対策室長・管財係長）　阿保春仁　▷建設課
長・業務係長・上水道係長（建設課長・建設第一係長・業務係長・上水道係長）　相坂篤　▷企画観光課長補佐・

商工観光係長（企画観光課主幹・商工観光係長）　喜多島啓　▷総務課管財係長（教育課学務係長）　平川建清　▷建

設課建設第一係長（建設課主事）　古川陽介　▷住民課主事（産業課主事）　田澤裕紀　▷総務課付主事（農業委員会

主事）　斎藤麻希子　▷産業課主事（住民課主事）　山谷賢吾　▷税務課主事（住民課主事）　平澤晃大　▷企画観光

課主事（総務課主事）　齊藤裕奈　▷住民課主事（教育課主事）　中辻怜　▷厚生課主事（税務課主事）　成田正孝

　６月１日付 ▷総務課付主事（教育課主事）　木村和希子

【農業委員会部局】 ４月１日付 ▷農業委員会主事（建設課主事）　福士貴子

【教育委員会部局】 ４月１日付 ▷教育課学務係長（教育課主査）　岩間涼子　▷教育課主事（企画観光課主事）　阿
保和紀　▷教育課主事（厚生課主事）　一戸亮祐　▷教育課主事（教育課主事補）　中山駿輔

　６月１日付 ▷教育課主事（総務課付主事）　藤田琴美

【会計年度任用職員等】 ４月１日付 ▷厚生課事務補助員　船水景子　木村昇子　▷産業課事務補助員　樋口泉 
▷住民課事務補助員　神央子　齋藤智惠　▷企画観光課事務補助員　成田ルミ子　▷企画観光課観光事務補助員　菊

地貴子　田澤由起　丹藤雅嗣　▷建設課事務補助員　西川弥希　▷学校給食センター運転労務員　鈴木康憲　▷田

舎館小学校学習支援員　平尾涼子　永田波子　大髙亜希子　松山加代　▷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　外﨑清美

【転出】 ４月１日付　田舎館小学校▷黒石市立黒石小学校教諭（教諭）　中畑桂　▷藤崎町立藤崎中央小学校教諭
（教諭）　森田陸奥子　▷弘前市立船沢小学校教諭（教諭）　五十嵐百合子　▷藤崎町立常盤小学校教諭（教諭）　米

谷愛　　４月３日付　田舎館小学校▷弘前市立第三中学校講師（講師）　毛内保后

　田舎館中学校▷黒石市立黒石中学校教諭・初任者研修拠点校指導教員（教諭・初任者研修拠点校指導教員）　酒井

清敏　▷弘前市立北辰中学校教諭（教諭）　菊池徳武　▷青森市立浪岡中学校講師（講師）　坂本早紀子

【転入】 ４月１日付　田舎館小学校▷校長（黒石市立東英小学校校長）　高木文代　▷教頭（黒石市立中郷小学校教
頭）　庭田瑞穂　▷教諭（弘前市立千年小学校教諭）　佐々木祥子　▷教諭（黒石市立牡丹平小学校教諭）　佐藤薫　▷教

諭（大鰐町立大鰐小学校教諭）　齊藤佳子　▷教諭（平川市立平賀東小学校教諭）　田中旬子　▷教諭（新採用）　越

谷優子　▷教諭・再任用（平川市立碇ヶ関小学校教諭）　三上隆志　▷講師　伊藤知恵　▷講師・初任者研修　興

村洋子　

　田舎館中学校▷教諭・再任用（弘前市立弘前南中学校教諭）　濱邉公平　▷学校栄養職員・育休代替　長内直子

【退職】 ３月31日付　田舎館小学校▷定年退職（校長）　明本募　▷定年退職（教頭）　幸田亜子　▷勧奨退職（教
諭）　下山善子

 村職員

 教職員
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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

・居るのはつらいよ　ケアとセラピーについての覚書
 東畑開人／著　医学書院
・苦しかったときの話をしようか
 森岡毅／著　ダイヤモンド社
・モンテッソーリ教育×ハーバード式　子どもの才能
の伸ばし方 伊藤美佳・齊藤恵／著　かんき出版

・材料２つから作れる！魔法のてぬきおやつ
 てぬキッチン／著　ワニブックス
・茶聖 伊東潤／著　幻冬舎

・世界のニュースを日本人は何も知らない
 谷本真由美／著　ワニブックス
・ドミノin上海 恩田陸／著　KADOKAWA
・気がつけば、終着駅 佐藤愛子／著　中央公論新社
・めんたいこ　どりーむ
 はしもとえつよ／著　講談社
・タヌキとキツネ　偉人の名言
 有沢ゆう希・アタモト／著　講談社
 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

　３月号P.４令和元年度田舎館村教育委員
会表彰式記事のうち、栩内琉

りゅうと

刀さんの所属
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・東奥義塾高校３年　→

正・東奥学園高校３年　

お詫びと訂正人口と世帯
（３月末日現在）

男 3,641 （－23）

女 4,079 （－23）

計 7,720 （－46）

世帯 2,797 （±0）
（　）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 196（655） 1 （6）

死 者 3 （4） 0 （0）

傷 者 242（817） 1 （7）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます

中　山　蒼
あお

　翔
と

 くん
（貴史・綾乃）川　　部

櫻　庭　伶
れ

　唯
い

 くん
（進・松子）二 津 屋

ご結婚おめでとうございます

和　田　浩　司 青 森 市
田　村　麻衣子 前田屋敷

木　村　元　気 今 別 町
小　野　友規子 諏 訪 堂

おくやみ申し上げます

髙　木　明　美 （62歳） 田 舎 舘
小　山　龍　子（73歳） 新　　町
鈴　木　富　子（85歳） 川　　部
須　藤　正　博（79歳） 大　　袋
阿　部　ト　シ（88歳） 畑　　中
稲　葉　ス　ガ（86歳） 畑　　中
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アーカイブ　平成７年の田舎館村
◀「エヴァ」作品の初出
は今から25年前。当
時の村は稲文字（後の
田んぼアート）を始め
て３年目。村役場現庁
舎が完成した年でもあ
り、庁舎６階天守閣か
ら稲文字が見学できる
ようになりました。
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 5月14日（木）の予定です。

佐藤睦
むつき

己さん（新町）
「２年生から光田寺サッカー
スポーツ少年団に所属してい
ます。５年生からGKになっ
たので、試合に向けてしっか
り練習したい」

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（4／20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。

H30/4/17生
「食べることが大
好き♡大きくなぁー
れ！」

福士 結
ゆ ず は
珠春ちゃん

前田屋
敷

H25/4/30生
「ピッカピカの１年
生♪がんばれー！」

伊藤 壮
そうし
志さん前田屋

敷

H26/4/16生
「お兄ちゃんが大
好きで、弟に優し
い女の子♡いつも
元気だね！」

工藤 優
ゆうか
花ちゃん田舎舘

H28/4/15生
「負けず嫌いもわ
がままも、全部大
好きよ♡ご飯は頑
張って食べてね！」

平澤 幸
しあら
空ちゃん土矢倉

H26/4/21生 H28/4/2生
「春から年長組さ
んです☆りんご娘
が大好き！」

「とってもヤンチャ
な女の子♡大きく
なってくれてあり
がとう！」

木村 心
こはる
春ちゃん 髙橋 すずちゃん堂野前 東光寺

今月の表紙
令和２年第２田んぼアートのテーマは「エヴァンゲリオン」。
未曾有の大災害「セカンドインパクト」後の世界を舞台に、人型決戦兵器「エヴァンゲリオン」のパイロットとなった
14歳の少年少女と、謎の敵「使徒」との戦いを描くアニメ作品として、平成７年のテレビシリーズ「新世紀エヴァン
ゲリオン」から始まり、スタイリッシュな映像と謎に満ちたストーリーは、アニメの枠を越え一大ムーブメントを巻
き起こしました。
シリーズ各作品の総監督は、興行収入80億円超えの大作で平成28年第２田んぼアートのテーマにもなった劇場公開
作品「シン・ゴジラ」が記憶に新しい庵野秀明氏。
平成19年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズが新たに始まり、若者を中心に幅広く受け入れられていま
す。同シリーズではこれまでに『：序』『：破』『：Ｑ』の３作が公開され、６月には待望の最新作となる『シン・エ
ヴァンゲリオン劇場版』が全国の劇場で公開されます。

西暦2020年6月27日公開
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