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令和２年５月号・いなかだて2

村職員を
   紹介します
　村民の皆様とのコミュニケーションを大切に
し、親しまれ信頼される行政運営を進めるた
め、職員と各課・事務局の主な業務を紹介しま
す。各種相談や手続きなど、わからないことが
ありましたら、お気軽におたずねください。

村　長
鈴 木  孝 雄

副村長
葛 西  幸 男

教育長
金 枝  尚 明

住民係 戸籍、住民登録、印鑑事務、埋火葬許可、マイナンバー（個人番号）
カードの申請・交付、自衛官募集事務、人権・行政相談

生活環境係 ごみ・し尿処理、公害、
墓地、出稼労働者

国保年金係 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金

福祉係 社会福祉、高齢者・障害者・母子福祉、生活保護、民生委員・児童委員、
赤十字、児童に係わる各種手当、保育所、児童館

厚生課長
鈴 木　 勝

主　事
成 田　正 孝

主　査
佐 藤　聡 子

主　事
田 澤　裕 紀

主　事
中 辻　 怜

課長補佐・
生活環境係長

鈴 木　 貴
主　事

白 戸　孝 義
主　事

鈴 木　啓 斗

主　事
大 高　浩 慎

主　事
肥 後　紀 洋

住民課長
上 田　貴 光

主幹・住民係長
竹 内 理智子

福祉係長
長 濱 留美子

国保年金係長
平 川　 敬

介護保険係

介護保険係長
田 村　友 則

主　事
村 上　皓 紀

住 民 課庁舎1階

厚 生 課庁舎1階
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いなかだて・令和２年５月号 3

主　事
工 藤　祐 介

健康推進係長・
主任保健師

高 屋　睦 子
保健師

品 川　友 輔
栄養士

里 村 真利亜
保健師

小 野 恵美子

健康推進係 各種健（検）診、感染症予防、母子・成人・精神保健、保健協力員、食生活改善推進員

主任保健師
今 井　英 乃

産業係 農産物の生産指導、病害虫対策、農業経営の合理化、
農業団体の育成指導、農業振興地域の整備、農事連絡員

農業委員会 農地の売買・賃借・転用、耕作証明等の交付、
農業者年金事務

産業課長・
農業委員会事務局長

竹 内　哲 也
主　事

福 士　貴 子
課長補佐・次長

佐 藤　勝 彦

課長補佐・
産業係長

佐々木 貴 詞
主　事

山 谷　賢 吾
主　事

福 地　香 織
主事補

工 藤　勇 世

課長補佐・
固定資産係長

浅 利　高 年

税務課長・
税務収納係長

稲 葉　明 志

村県民税の申告・賦課、国民健康保険税の賦課、たばこ税、
税の徴収、納税貯蓄組合

税務収納係

固定資産係 固定資産税の評価・賦課、地籍
評価、軽自動車税、税の諸証明

主　事
清 野　静 子

主　事
鹿 内　亮 平

主　査
工 藤　昭 憲

主　事
平 澤　晃 大

主　事
田 澤　瑛 己

主　事
斎 藤　星 紀

会計係 金銭の出納・決算

主　事
阿 保 憲太朗

会計係長
田 澤　由 貴

会計管理者・
会計課長

工 藤　和 裕

会 計 課庁舎1階

税 務 課庁舎1階

産 業 課庁舎1階
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建設第一係 道路・橋梁の維持管理、
河川、堤防

建設第二係 都市計画、建築、開発許可、村営住宅の管理、
空屋対策

下水道係、業務係、上水道係 下水道・農業集落排水事業、水道水の供給、
水道施設の維持管理

企画係 行政の企画・調整、広域行政、ふるさと納税、
統計調査、広報、土地対策

下水道係長
坂 本　貴 章

企画観光課長
工 藤　修 市

建設課長・業務係長・
上水道係長

相 坂　 篤

建設第一係長
古 川　陽 介

建設第二係長
佐々木 広 和

主　査
鳴 海　𣳾 次

主　事
小田桐 誠 也

主　事
櫻 庭　広 樹

主　事
齊 藤　裕 奈

主　事
舘 山　一 晃

課長補佐・
企画係長

工 藤　康 人

商工観光係 商工業・観光の振興、消費者行政、労働対策

主　事
鈴 木　 徹

主　事
鈴 木　文 人

財政係 予算編成・執行

主　事
福 士　大 輝

財政係長
平 川 健太郎

人事係 職員の人事・給与・
研修、儀式、褒章

主事補
山 口　冬 馬

課長補佐・
人事係長

相 坂　朱 美

課長補佐・
商工観光係長

喜多島　啓

総務課長・合併対策室長・
選挙管理委員会事務局長

阿 保　春 仁

建 設 課庁舎2階

企画観光課庁舎2階

総務課・合併対策室・
選挙管理委員会

庁舎2階
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防災交通係 防災計画、消防、
交通対策、防犯

防災交通係長
鈴 木　弘 和

主　事
工 藤 優太朗

庶務係 文書の収受、条例・規則・
規程等の制定、行政連絡員

主　事
齋 藤　由 衣

庶務係長・
合併対策係長

阿 保　稔 人

学務係 教育委員会、学校教育、
奨学金

学校給食係

教育課長・
文化財係長

中 村 甲一郎

所長・
学校給食係長

小 野　淳 也
主　事

山 本　哲 郎

議会事務局長
日 村　博 文

主　事
阿 保　和 紀

中学校用務員
鈴 木　敏 也

小学校用務員
葛 西　裕 美

主　事
福 原　奈 美

生涯学習係

社会教育係文化財係

学習事業の実施、芸術文化活動の振興、
社会教育団体の育成指導、青少年問題

スポーツ振興、スポーツ
団体の育成指導

主　事
一 戸　亮 祐

主　事（6/1付）
藤 田　琴 美

主　事
中 山　駿 輔

学務係長
岩 間　涼 子

主　事
斎  藤 麻希子

主　事（6/1付）
木 村 和希子

次　長
菊 地　一 臣

津軽広域連合派遣

管財係 公有財産の取得管理、
入札、契約、検査

総務課付

主　事
小 森　好 展

管財係長
平 川　建 清

主　事
工 藤　遼 輔

選挙管理委員会

主幹・
生涯学習係長

須 藤　芳 仁

社会教育係長
葛 西　和 士

主　事
山 谷　悠 太

学校給食センター

教 育 課庁舎3階議会事務局庁舎3階
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話 題 い ろ い ろ

　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、４月に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。
・４月５日（日）　全村一斉空き缶拾い（教育委員会）
・４月19日（日）　弥生体験田・畑説明会（総合案内

所「遊稲の館」）
・４月24日（金）　白寿大学開講式（教育委員会）
・４月24日（金）　行政連絡員会議（総務課）

・４月26日（日）　南黒地区消防協会観閲式（青森県
南黒地区消防協会）

・４月下旬　　　　ひらがな・かきかた講座（教育委
員会）

・４月下旬　　　　ボーノ神（十二川原地区）

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　　　　（4月27日現在）

4／6　村交通安全母の会による交通安全マスコット配
布

3／17　田舎館小学校の新1年生を対象に、村交通
安全協会と交通安全母の会が、反射材ストラップや自
宅前の通路に貼る足型ストップマークなどを寄贈

　徒歩や自転車で外出することが多くなる春に向けて、村内では交通安全の様々な取り組みや、４月6日～
15日の「春の全国交通安全運動」に伴う行事が実施されました。

みんなで気をつけよう、交通安全

4／8　田舎館中学校で実施された自転車点検

4／5　村交通安全協会と交通指導隊によるロードミ
ラー清掃

2／28　新入学生の事故防止に向けて、田舎館ライオンズクラブが田舎館小学校へランドセルカバーと防犯ブ
ザー、田舎館中学校へ自転車用反射材を寄贈
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話 題 い ろ い ろ

2日、田舎館こども園では0歳～3歳の児童21人が新た
に入園し、在園の年長児がお祝いの言葉を贈りました。

7日、田舎館小学校では児童65人が入学し、新入生紹
介で名前を呼ばれると、「はいっ」と元気いっぱいに返
事をしていました。

　４月、村内の保育所等の一部施設や小・中学校で
はそれぞれ入園式や入学式が行われ、児童や生徒が
新しい生活の始まりに期待を膨らませていました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する国
の方針により、各行事は出席者の一部制限や、感染
防止に配慮した措置が講じられる中で執り行われま
した。

新生活を迎えて

7日、田舎館中学校では58人が新たに入学。新入生を
代表して、二階大

ひろたか

空さんが3年間の生活に向け誓いの
言葉を述べました。

　村と村むらおこし推進協議会では、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行と、感染拡大防止に対する国
の方針等を踏まえ、４月２日付で次のとおり一連の事業を中止することといたしました。また、令和２年の田
んぼアートテーマは現時点で今後の取り扱いを未定とし、令和３年以降の田んぼアート事業の実施は、感染症
の状況や国の動向などを勘案しながら検討を進めることといたします。なお、両会場の水田では今後の種籾確
保のために図柄のない作付けは行いますが、展望施設は封鎖します。
（１）石アート（道の駅いなかだて「弥生の里」内、弥生の里展望所）
　・春の期間限定公開…４月25日（土）～５月６日（水）
（２）令和２年田んぼアート画像の商用利用に係る説明会…５月12日（火）・文化会館３階リハーサル室
（３）第１田んぼアート制作・観覧（村展望台・役場東側水田）
　・令和２年テーマ「モナリザと湖畔」…６月１日（月）～10月11日（日）
　・第28回田植え体験ツアー…５月31日（日）
　・第28回稲刈り体験ツアー…10月４日（日）
　・田んぼアートの足湯…６月１日（月）～10月11日（日）
（４）第２田んぼアート制作・観覧（道の駅いなかだて「弥生の里」内、弥生の里展望所）
　・令和２年テーマ「エヴァンゲリオン」…６月13日（土）～10月11日（日）
　・無料シャトルワゴン「田さあべ号」運行…６月13日（土）～10月11日（日）
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）
○中止となる関係団体の田んぼアート関連事業／第２田んぼアートでの田植え・稲刈り体験（尾上総合高校）、
街歩き観光ガイド（田

じゃいご

舎あるぎ衆
んど

）、田んぼアート商店街（同露店商業組合）、第７回田んぼアート短文芸コ
ンテスト（同審査会）、第11回田んぼアートまつり（村商工会）

令和2年における田んぼアートの観覧等を中止にします



令和２年５月号・いなかだて8

納税相談

と　き ところ

休　日
５月24日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
５月27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
　５月27日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

人権・行政相談（中止のお知らせ）
　住民課では、６月３日（水）に役場１階相談室で「人
権・行政相談」の実施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、６月の実施を中止することとしました。
▷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／６月６日（土）、13日（土）、20日（土）、
　27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）

情報公開開示・個人情報保護運用状況
　村情報公開条例第30条と個人情報保護条例第38条の
規定に基づき、次のとおり請求件数等を公表します。
○情報公開開示状況／請求件数５件
　　　　　　　　　　非開示件数０件
○個人情報保護運用／請求件数０件
▷問い合わせ／総務課庶務係（内線222）

こころとからだの相談
　本人やご家族の方を対象に、心や身体の問題による悩
みや生活上困っていること、福祉サービスなどの相談に
応じます。相談は無料で、秘密は守ります。
　なお、相談される方は事前に電話でお申し込みくださ
い。
○と　き／６月16日（火）　
　　　　　午後１時30分～午後３時30分
○ところ／役場１階相談室
○相談員／精神保健福祉士（ケースワーカー）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

新年度所得証明書等の発行
　令和２年度の所得証明書や課税証明書などは、６月１
日（月）から発行します。ただし、令和２年１月１日現
在、村に住所がない方には発行することができません。
また、本人以外の方による申請は、「代理人選任届」が
必要となる場合があります。
　なお、令和２年度の所得証明書は、令和元年中の所得
を証明するものです。
▷問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

村議会委員会等の活動概況
　村議会では４月27日（月）に総務文教常任委員会と、
産業経済常任委員会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拡大防止のため、中止としまし
た。なお、両委員会にて案件としていた所管課の事業等
についての質疑対応は、各種資料を議会事務局において
取りまとめたうえで委員に配付し、質問等がある場合は
個別に担当課へ連絡することとしました。
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

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



いなかだて・令和２年５月号 9

I n f o rm a t i o n▽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。

集団健（検）診の申し込みはお済みですか？無料で受けられます！

※新型コロナウイルス感染症の影響により、５月の日程は延期します。新たな日程は決まり次第、
広報等でお知らせします。状況によっては今後も日程を変更する場合があります。

　生活習慣病を予防するため、年１回の健（検）診で健康状態を確認しましょう。役場１階厚生課へ電話か窓口でお申
し込みください。
特定健診・健康診査、胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査
○とき・ところ／いずれも午前７時～午前９時30分

６月10日（水）、11日（木）、15日（月）、16日（火）、
28日（日）、29日（月）

いずれも村民体育館
※新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、
　全て１施設で実施します。

７月12日（日）、15日（水）、16日（木）

12月６日（日） 文化会館

○対　象／

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
※40歳～70歳の社会保険被扶養者（家族）の場合、一部負担金が発生します
が、青森県総合健診センター☎017－741－2336に申し込むと村内会場
で受診することができます。

胃がん・大腸がん・肺がん検診 40歳以上の方

前立腺がん検診 50歳以上の男性

肝炎ウイルス検査 今まで検査を受けていない40歳以上の方

結核検診
○とき・ところ／９月14日（月）・各地区を巡回　　
○対　象／65歳以上の方　※肺がん検診を受ける方は必要ありません。
乳がん・子宮がん検診
○とき・ところ／

○対　象／

骨密度検診
　５月に実施を予定しておりましたが延期します。新たな日程は決まり次第、広報等でお知らせします。
○対　象／今年度で40・45・50・55・60・65・70歳になる女性

個別受診の特定健診・健康診査、乳がん・子宮頸がん検診も無料です！
　役場１階厚生課へ電話か窓口でお申し込みのうえ、ご自身で医療機関へ直接ご予約ください。また、特定健診・健
康診査に申し込まれていない方には、７月末に受診券を送付します。医療機関についてはお問い合わせください。な
お、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の期間中は受診できません。

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

６月22日（月）、23日（火）　午前11時30分～午後１時30分 村民体育館

11月29日（日）　午前８時30分～午前９時30分 文化会館

乳がん検診 40歳以上の女性（２年に１回受診）

子宮がん検診 20歳以上の女性（２年に１回受診）

特定健診・健康診査
○受診期限／令和３年１月31日（日）
○対　象／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

乳がん・子宮頸がん検診
○受診期限／令和３年２月28日（日）
○対　象／
　集団検診の乳がん・子宮がん検診対象者と同じ
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今月のお知らせ
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）

３歳未満児の令和２年度の保育料
　４月～８月分の保育料は昨年度の市町村民税額に基づき決定します。９月～翌年３月分の保育料は今年度の市町村
民税額に基づき決定します。父母の市町村民税を合算した額により算定しますが、父母の所得によっては祖父母の市
町村民税をさらに合算する場合があります。
　なお、配当、住宅借入金等特別、寄附金、外国税額控除額などの控除は適用されません。
○認定こども園の保育所部分と保育所
　ご家庭の就労状況等に応じて「短時間」、「標準時間」のどちらかに認定され、「短時間」は最大８時間保育、「標準時
間」は最大11時間保育となり、同階層であっても保育料が異なります。

階　層 定　　義

保育料（月額）

３歳未満（３号認定）

短時間 標準時間

第１階層

生活保護法に基づく被保護世帯（単給世帯を含む）、中国残留
邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給
付受給世帯、児童福祉法第６条の４に規定する里親である教
育・保育給付認定保護者の世帯

無料 無料

第２階層 市町村民税の非課税世帯 無料 無料

第３階層 均等割の額のみ（所得割の額のない世帯） 12,800円 13,000円

第４階層

市町村民税の
所得割課税額

48,600円未満 16,700円 17,000円

第５階層 48,600円以上、72,800円未満 20,600円 21,000円

第６階層 72,800円以上、97,000円未満 25,500円 26,000円

第７階層 97,000円以上 28,500円 29,000円

保育料の負担軽減を実施しています
○ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯
　市町村民税の所得割課税額77,101円未満の世帯の場合は、下表のとおり保育料を軽減しています。なお、保育料は
保育必要量（短時間または標準時間）を問いません。

階　層 定　義

保育料（月額）

３歳未満（３号認定）

第１子 第２子

第３階層 均等割の額のみ（所得割の額のない世帯）

6,000円 無料
第４階層

市町村民税の
所得割課税額

48,600円未満

第５階層 48,600円以上、72,800円未満

第６階層 77,100円以下
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令和元年10月から幼児教育・保育料の無償化が始まっています
　保育所・幼稚園・認定こども園などを利用する３歳～５歳児クラスの保育料・利用料は無料となっております。
　また、認定こども園の幼稚園部分と幼稚園の預かり保育は広報３月号 P.８でもお知らせしていますが、３歳～５歳
児クラスは月額11,300円まで無料、市町村民税の非課税世帯における満３歳児が月額16,300円まで無料となります。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

第28回青森県障害者スポーツ大会（中止のお知らせ）
　青森県障害者スポーツ大会実行委員会では例年、身体障害者手帳所持者・愛護手帳を所持する知的障害者・精神障
害者保健福祉手帳所持者の方を対象に「青森県障害者スポーツ大会」を実施しています。
　今年は８月下旬～９月中旬に青森市内各会場で「第28回青森県障害者スポーツ大会」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／厚生課福祉係（内線154）　　※大会全体に関することは実行委員会事務局☎017－738－5033

後期高齢者医療制度　被保険者の皆様へ
令和２・３年度の青森県後期高齢者医療保険料
　保険料率は２年ごとに見直すこととなっており、医療費の増加や現役世代人口の減少が見込まれることから、次の
とおり変更となりました。
　なお、基礎控除後所得は、前年の総所得金額等から基礎控除額330,000円を差し引いた額です。

均等割額44,400円
〈被保険者全員が納める額〉 ＋ 所得割額（基礎控除後所得×8.30％）

〈所得に応じて納める額〉 ＝ 年間保険料（限度額640,000円）

○所得が低い方の均等割額の軽減（令和２年度）／
　同一世帯内の被保険者と世帯主の合計所得額に応じて、次のとおり軽減します。

合計所得額 軽減割合 合計所得額 軽減割合

330,000円以下 7.75割 330,000円＋（285,000円×被保険者
の数）以下 5割

330,000万円以下かつ被保険者全員が公
的年金収入800,000円以下で、その他の
各種所得がない

7割 330,000円＋（520,000円×被保険者
の数）以下 2割

○全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、船員保険など被用者保険の被扶養者であった方の軽減／
・後期高齢者医療に加入してから２年間は均等割額が５割軽減され、所得割額の負担はありません。
・元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、より高い均等割の軽減（7.75割軽減か、７割軽減）が受けられま

す。
事故にあったときは（第三者行為による傷病届等）
　交通事故や、自分以外の第三者の行為によるケガ・食中毒の場合など、被保険者証を使って治療を受けたときは、
役場１階住民課へ届け出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されない場合も届け出が必要
です。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線161）　　
　　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　☎017－721－3821
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うちで作ろう！　村民手作りマスク　写真コンテスト
○対象・応募点数／村内在住の方で年齢不問・１人２点まで　　○応募期限／５月末日
○審査・結果発表／制作者の年齢により、小学生以下の部・中高生の部・一般の部に分けて審査を行い、受賞者は村

のホームページや広報で紹介します。また、受賞者には豪華景品を後日お届けします。
○応募方法／電子メールに手作りしたマスクの着用画像を添付して、①作品タイトル、②

コメント、③制作者氏名（ペンネーム可）、④年齢・学年、⑤住所、⑥電話番号、⑦結
果発表時におけるマスク着用画像の顔全体の掲載可否を明記してご応募ください。な
お、写真を郵送して応募することも可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線500）　☎58－2250（直通）
　　　　　　　 mask@vill.inakadate.lg.jp

国民年金だより　産前、産後期間の国民年金保険料が免除になります
○免除期間／
・出産予定日か出産日が属する月の前月から４ヶ月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日が属する月の３ヶ月前から６ヶ月間
○対　象／国民年金第１号被保険者で、出産日が平成31年２月１日以降の方
※出産は、妊娠85日（４ヶ月）以上の出産を指し、死産、流産、早産を含みます。
○申請時期／出産予定日の６ヶ月前から受け付け
○申請先／役場１階住民課か、お近くの年金事務所
▷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

令和２年度　村税等の納期一覧
　納期限はそれぞれ表記されている月の月末です。月末が土・日・祝日の場合は翌平日が納期限となります。

税　　目 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

村県民税 １期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 １期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期

▷問い合わせ／・村県民税、国民健康保険税、納税貯蓄組合…税務課税務収納係（内線123、124）
　　　　　　　・固定資産税、軽自動車税…税務課固定資産係（内線121、122）  
　　　　　　　・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）



I n f o rm a t i o n

いなかだて・令和２年５月号 13

妊娠中の風しん感染は、胎児に影響が！　防ごう、大人の風しん
　風しんは風邪のような症状から始まる急性ウイルス性発疹症ですが、妊娠中の感染は胎児の先天性風しん症候群の
発生につながるため、風しん抗体検査と予防接種の費用を助成しています。抗体検査と予防接種の指定医療機関はあ
りませんので、希望する医療機関に直接お申し込みください。
○抗体検査の対象者／（１）現在、夫またはパートナーがおり、近い将来に妊娠を予定している女性
　　　　　　　　　 （２）風しん抗体価が低い妊婦の夫と同居のご家族
○助成内容／抗体検査費用（必須）：上限6,740円
　　　　　　　　　　↓　抗体検査の結果、抗体価が低かった方のみ
　　　　　　予防接種費用：上限9,147円
　妊娠中か妊娠している可能性のある方は予防接種ができません。また、予防接種をした女性は少なくとも２ヶ月間
は妊娠できません。妊娠の経験がある方で、間近の妊婦健診時に行った抗体検査で抗体価が低かったため、新たに予
防接種を希望される場合はご相談ください。
○助成期間／４月１日～令和３年３月31日の接種、申請分
○申請方法／領収書原本、対象者が抗体検査と予防接種を受けたことがわかる書類、振込先通帳の写し、印鑑をご用

意のうえ、申請してください。
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

有害鳥獣の捕獲に従事される方を支援します
　カラスやカルガモなどの有害鳥獣による農作物被害、人的被害を防ぐ施策として、有害鳥獣捕獲に関する資格や装
備にかかる費用を助成します。
○対　象／村内在住で、第一種銃猟免許及び銃器所持許可を新規に取得した方。

ただし、村の猟友会に加入し、継続して有害鳥獣捕獲に従事できることが必須
です。

○助成内容／第一種銃猟免許及び銃器所持許可、銃器、銃器関連装備品の取得に
要した経費で上限200,000円

▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

第３子以降への各種子育て支援
出産祝金（200,000円）
○支給要件／出生した第３子以降の子どもと生計を一つにし、現に監護していること。ただし、村内に引き続き３年

以上住所を有している方に限ります。
○申請方法／該当する方は、役場１階厚生課に所定の申請書を提出してください。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）
入学祝金（100,000円）
　支給要件に該当すると思われる保護者の方へ申請書類をお送りしますので、役場３階教育課へご依頼ください。ま
た、田舎館小学校と田舎館中学校にも申請書類を用意していますので、児童、生徒を通じて学校に依頼することもで
きます。詳しくはお問い合わせください。
○支給要件／村に住所を有し、小学校か中学校に入学する第３子以降の児童、生徒を現に養育していること。
○申請期限／５月29日（金）
▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）　☎58－2363（直通）
学校給食費減免（全額）
　減免要件に該当すると思われる保護者の方へ申請書類をお送りしますので、学校給食センターへご依頼ください。
　減免の内容や申請など詳しくはお問い合わせください。
○減免要件／田舎館小学校か田舎館中学校に在籍し、かつ村に住所を有する方のうち、同一世帯から３人以上就学し

ている場合の第３子以降。ただし、学校給食費の未納がないこと。
▷問い合わせ／学校給食センター　☎55－9912
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緑化推進事業費を助成します
　村緑化推進委員会では、５月29日（金）までの日程で

「緑の募金」のご協力をお願いしています。
　皆様から寄せられたご厚意は、公共区画の花壇づくり
や環境美化の支援に役立てられます。
　公園等の公共施設や身近な環境の整備、植樹祭、シン
ポジウムなど、緑化に関する事業や普及啓発活動を行う
団体には事業費を助成していますので、活用する場合は
お申し込みください。
○申込締切／６月30日（火）
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

戦没者等の遺族に対する
第11回特別弔慰金

　先の大戦において公務等のため国に殉じた元軍人、軍
属及び準軍属の方々の尊い犠牲に思いをいたし、国とし
て改めて弔慰の意を表すため、記名国債による特別弔慰
金を支給します。なお、特別弔慰金は、ご遺族を代表す
るお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名
国債を受け取った方が責任をもって行うことになりま
す。
○支給内容／額面250,000円（５年償還の記名国債）
○対　象／令和２年４月１日（基準日）時点で、「恩給法

による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻や父
母等）がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族
で次の順番による先順位のお一人に支給します。

①令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した方

②戦没者等の子
③戦没者等の（１）父母、（２）孫、（３）祖父母、（４）兄

弟姉妹。ただし、支給要件による順位があります。
④上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪

など）で、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の
生計関係を有していた方

○請求期限／令和５年３月末日
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

経済産業省・青森県・田舎館村
工業統計調査にご協力を

　工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所
を対象に、６月１日時点で実施します。
　この調査は、我が国における工業の実態を明らかにす
るための重要な調査で、統計法に基づく報告義務がある
政府の基幹統計調査です。調査の結果は中小企業施策や
地域振興など、国と地域行政施策のための基礎資料とし
て利活用されます。調査の趣旨、必要性をご理解いただ
き、ご回答をよろしくお願いいたします。
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

妊娠・出産・子育てを支援します
　４月より、役場１階厚生課内に「田舎館村子育て世代
包括支援センター」を開設しました。
　「初めての妊娠に不安を感じる」「赤ちゃんが泣いてば
かりでイライラする」「子育てが思い通りにいかない」な
ど、保健師等が相談に応じ、切れ目ない支援を目指しま
す。
　電話や窓口で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／厚生課健康推進係（内線152、153）

民生委員・児童委員の新任（追加）
　広報２月号 P.10で紹介した民生委員・児童委員につ
いて、欠員となっていた地区の委員が３月10日付で新
しく決まりました。
○任　期／３月10日～令和４年11月30日

▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

畑
中

稲葉 正樹 奈良 富江子

前
田
屋
敷

品川 弘子
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田舎館村職員採用試験
○募集内容／

募集職種 採用予定人員 受験資格

行政職
（大卒程度） 若干名 平成３年４月２日～平成11年４月１日に生まれ、活字印刷文による出題に対応

でき、大学を既卒または令和３年３月31日までに卒業する見込みの方

土木職
（高卒程度） １人 平成11年４月２日～平成15年４月１日に生まれ、活字印刷文による出題に対

応できる方

○採用日／令和３年４月１日
○試験日・場所／

区　分 と　き ところ 備　考

第１次試験
行政職（大卒程度） ７月12日（日）

青森市内 詳細は、受付終了後の受験票送付時に通
知します。土木職（高卒程度） ９月20日（日）

第２次試験 未定 役　場 詳細は、第１次試験合格者に通知します。

○試験科目・内容／
区　分 科　目 内　容

第１次試験

行政職（大卒程度）
教養試験 40題（２時間）
専門試験 選択解答制30題（１時間30分）
職場適応性検査 150題（20分）

土木職（高卒程度）
教養試験 40題（２時間）
専門試験 30題（１時間30分）
職場適応性検査 150題（20分）

第２次試験 作文、面接試験

○合格発表／第１次、第２次試験ともに合否を通知します。
○受験手続
　受験申込書（役場２階総務課で配付か、村のホームページから印刷）に必要事項を記入し、写真（縦４㎝×横３㎝）を
貼付して役場２階総務課へ持参か、郵送で提出してください。併せて、受験申込書に貼付したものと同じ写真をもう
１枚提出してください。郵便で受験申込書を入手したい場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書し、返信用封筒

（84円切手貼付、宛先記入）を同封のうえ請求してください。
　（送り先）〒038－1113　青森県南津軽郡田舎館村田舎舘字中辻123－1　田舎館村役場 総務課人事係
○申込締切／行政職（大卒程度）：５月28日（木）
　　　　　　土木職（高卒程度）：７月27日（月）
○受付時間／午前８時15分～午後５時　
　　　　　　土・日・祝日は受験申込書の配付、受け付けはできません。
　　　　　　郵送の場合は各締切日までに到着したものに限り受け付けします。
○初任給（令和２年４月１日現在）／行政職（大卒程度）で四年制大学新卒者の場合182,200円
　　　　　　　　　　　　　　　　土木職（高卒程度）で高校新卒者の場合150,600円
※人事院勧告による国家公務員の給与改定を踏まえ、今後改定（引き上げまたは引き下げ）する場合があります。
○諸手当
　６月と12月に期末・勤勉手当、11月～３月に寒冷地手当を支給します。また、条件に応じて通勤手当、扶養手当、
住居手当等を支給します。
○勤務条件等／勤務時間…午前８時15分～午後５時（原則１日７時間45分、週38時間45分）
　　　　　　　休暇制度…年次有給休暇、病気休暇、特別休暇など
▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）



今月のお知らせ

令和２年５月号・いなかだて16

定例労働相談会
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、青森県労
働委員会では当面、相談会を電話相談により実施しま
す。
○と　き／

６月２日（火） 午後１時30分～午後３時30分

６月21日（日） 午前10時30分～午後０時30分

○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

地域貢献事業を助成しています
　（公財）みちのく・ふるさと貢献基金では、地域の発展
のために地域資源を活用、創造する活動や、健康、福
祉、環境に関連する活動に対し、必要な費用を助成して
います。
○助成金額／必要費用以内で、上限100万円
○申込締切／６月30日（火）
○申込方法／応募要項や申請書はホームページ http://

www.michinoku-furusato.or.jp/で公開しています。
必要事項をご記入のうえ、送付してください。

▷問い合わせ／みちのく・ふるさと貢献基金
　　　　　　　☎017－774－1179

暮らしの情報

JR川部駅のヤード跡地開発に関するサウディング型市場調査
　村と村土地開発公社では、川部駅の東側に位置するヤード跡地（操車場跡地
等）を人口減少の抑止に向けた住宅用地として活用することを検討していま
す。
　川部駅東口の設置による駅利用、駅前広場や無料駐車場の整備、宅地開発な
ど、民間事業者との官民連携事業（PPP/PFI手法の活用）による事業化や事業
体制について、ヤード跡地開発事業の公募に向けた可能性に対する提案や意見
を募集し、市場性の把握と土地の有効活用の検討を進めています。
○用地概要／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○調査スケジュール／

所在地 和泉字岡本27－5外

所有者・面積 総面積16,575.07㎡（村：3,124.43㎡、
村土地開発公社：13,450.64㎡）

都市計画等 市街化区域（第１種住居地域）、防火指定
なし、容積率200％、建ぺい率60％

周辺施設等

周辺道路：村道川部８号線（北部５m）
県道136号常盤新山線（東部６m）
駅から１㎞圏内に小学校、保育所、医療
機関、郵便局、公園などが立地

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

特定不妊治療費を助成しています
　医療保険が適用されないため、高額な治療費がかかる特定不妊治療（体外受精、顕微授精等）を、青森県が行う「青
森県特定不妊治療費助成事業」を活用して治療する夫婦に対し、１治療あたり50,000円を上限に、治療費の一部を村
から助成しています。
　青森県特定不妊治療費助成事業については青森県のホームページで紹介されています。
○申請方法／青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付決定・確定通知書と振込先通帳の写し、印鑑をご用意のう

え、役場１階厚生課で配布している申請書類により申請してください。
○申請期間／青森県の助成で交付決定を受けた月の翌月初日から30日以内
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

実施要領の公表 ４月６日（月）

現地説明会
（参加申込締切）

４月28日（火）
（４月23日（木）必着）

サウンディング型市場
調査
（参加申込締切）

７月10日（金）～22日（水）

（６月30日（火）必着）

調査結果の公表 ８月以降を予定
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45歳以上の転職・再就職　無料相談
　仕事の探し方や応募書類、面接など、就職活動に不安
を抱えている方に対し、完全予約制でカウンセラーが相
談に応じています。ご希望の方は、事前に予約の申し込
みをお願いします。
　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。お気軽にご利用ください。
○とき・ところ／

平日
午前９時～午後４時

キャリアスクール I・M・
S（弘前市土手町134－8）

平日と第２・第４土曜日
午前９時～午後４時

ネクストキャリアセン
ターあおもり（青森県観
光物産館アスパム７階）

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

津軽の名人・達人バンク
　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、目的に合わせて利用できる
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

借金に関する相談窓口
○と　き／毎週月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前８時30分～正午
　　　　　午後１時～午後４時30分
○ところ／青森合同庁舎３階（青森市新町２－４－25）
▷問い合わせ／東北財務局青森財務事務所
　　　　　　　☎017－774－6488（相談専用）

労働安全衛生法関連
出張特別試験（青森地区）

○試験日程／
・７月18日（土）：二級ボイラー技士、クレーン ･デ

リック運転士（クレーン限定）、移動式クレーン運転
士、第一種衛生管理者

・７月19日（日）：一級ボイラー技士、ボイラー整備
士、発破技士、第二種衛生管理者、エックス線作業主
任者、潜水士

○ところ／青森県観光物産館アスパム
○試験手数料／6,800円（非課税）
○申込締切／５月29日（金）　※郵送のみ
○申込方法／（公社）ボイラ・クレーン安全協会青森事

務所か、（一社）青森県火薬類保安協会で配付してい
る受験申請書により、必要な書類をご用意のうえ、簡
易書留で郵送してください。

　〒989－2427　宮城県岩沼市里の杜１－１－15
　（公財）安全衛生技術試験協会　
　　　　 東北安全衛生技術センター
▷問い合わせ／東北安全衛生技術センター
　　　　　　　☎0223－23－3181

第13回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭

　誰でも参加できるスポーツの祭典として、県内14市
町村で36種目を実施します。詳しくは青森県のホーム
ページをご覧ください。
村内ではユニカールを開催
○と　き／７月４日（土）
　　　　　午前９時　受付
○ところ／村民体育館
○対　象／小学生以上
○参加料／１人500円
○申込締切／６月３日（水）
○ホームページアドレス／ https://www.pref.aomori.

lg.jp/bunka/sports/13th-kenmin-sporec-fes.html
▷問い合わせ／青森県ユニカール協会
　　　　　　　☎62－8305

アップリート君
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目の見え方　無料相談
○と　き／５月21日（木）、６月25日（木）、９月24日
（木）、10月29日（木）、11月26日（木）

○ところ／弘前市教育センター
　　　　　（弘前市末広４丁目10－１）
○対　象／乳幼児～大人。ご本人のほか、保護者、学校

等における担任の方からの相談にも応じます。
○内　容／見えにくさへの対処、見え方への配慮など
▷問い合わせ／青森県立盲学校
　　　　　　　☎017－726－2239

東北地区国立大学法人等職員採用試験
　試験詳細や申し込みは、ホームページ http://www.
bureau.tohoku.ac.jp/shiken/をご覧ください。
○受験資格／平成２年４月２日以降に生まれた方
○申込締切／５月27日（水）
○１次試験／７月５日（日）・弘前市ほか
▷問い合わせ／同事務室　☎022－217－5676

福祉のお仕事を体験してみませんか
○実施期間／令和３年３月までの間で、１人あたり最大

10日
○対　象／福祉・介護・保育の仕事に関心のある方
○参加料／無料
○申込時期／体験希望日の20日前までに申し込み
▷問い合わせ／弘前市福祉人材バンク
　　　　　　　☎36－1830

65歳以上の健康サポート教室・
家族介護者のつどい（中止のお知らせ）

　村地域包括支援センターでは、6月に村内で次の事業
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。
○中止事業／
・6月15日（月）、22日（月）
　健康サポート教室（内容／ヨーガ教室）
・6月25日（木）
　家族介護者のつどい（内容／黒石消防署田舎館分署職

員による高齢者の体調観察のポイントや緊急時の対応
方法）

▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

田舎館アスリートクラブ　会員募集！
　陸上競技（短・中・長距離、跳躍、投てきなど）に興
味のある方や、基礎体力をつけたい方はぜひご連絡くだ
さい。
○と　き／月・火・水・金・土曜日
　　　　　午後５時30分から１時間程度
○ところ／田舎館中学校グラウンド等
○休養日／木・日曜日
○対　象／小学生～大人
○年会費／3,000円（選手登録料、大会参加料、保険料

は別途）
▷問い合わせ／同事務局（中村）
　　　　　　　☎090－2989－7854

弘前地区消防事務組合　危険物安全週間「訓練で　確かな信頼　積み重ね」
　６月７日（日）～13日（土）は危険物安全週間です。
　石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、私たちの生活に深く浸透し、その
安全確保の重要性はますます増大しています。
　しかし、近年、全国的に危険物を取り扱う際の事故が増加傾向にあります。事故原因の大半は、誤った取り扱いや
うっかりミスなどの人的要因です。危険物を取り扱うときは、安全を再確認するように心掛けましょう。
　消防本部では危険物安全週間の期間中、危険物関係事業所の消防訓練や立入検査などを実施します。
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

自動車税（種別割）のグリーン化特例
　青森県では、毎年６月に自動車税の納税通知書をお送りしています。自動車税は環境対策の観点から、排出ガスや
燃費性能の優れた車両は性能に応じて税率を軽減し、新車の新規登録から一定年数が経過した環境負荷の大きい車両
は税率を重くする制度が実施されています。詳しくは青森県のホームページ https://www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/027_jidousha_green.htmlをご覧になるか、お問い合わせください。
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課　☎32－1131
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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）

（

３月21日～４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

・発注いただきました！� 朝井リョウ／著　集英社
・去年（こぞ）の雪� 江國香織／著　KADOKAWA
・「自分で稼ぐ力」を身につける本
� 伊藤健太／著　日本経済新聞出版社
・疲れがとれない原因は副腎が９割
� 御川安仁／著　フォレスト出版
・ボクはやっと認知症のことがわかった
� 長谷川和夫・猪熊律子／著　KADOKAWA

・１％の努力� ひろゆき／著　ダイヤモンド社
・勝間式超ロジカル料理―ラクしておいしく、太らな
い！� 勝間和代／著　アチーブメント出版
・高雅な折り紙� 山口真／著　ナツメ社
・ぽっちゃりマン� のぶみ／著　KADOKAWA
・失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！
� 大野正人／著　文響社
� 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

人口と世帯
（４月末日現在）
男 3,639 （－2）

女 4,077 （－2）

計 7,716 （－4）

世帯 2,797 （±0）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（４月末日現在）
県　内 村　内

件�数 151（806） 2 （8）

死�者 1 （5） 0 （0）

傷�者 179（996） 2 （9）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます

木　村　有
ゆ

　希
き

 ちゃん
（遼・ひかる）大 根 子

ご結婚おめでとうございます

澤　田　友　哉 弘 前 市
須　藤　芙紀子 大　　曲

おくやみ申し上げます

清　藤　勇美男（58歳） 堂 野 前
山　本　睦　雄（74歳） 諏 訪 堂
福　士　　進　 （79歳） 前田屋敷
阿　保　誠　一（88歳） 畑　　中
平　澤　義　德（74歳） 土 矢 倉
工　藤　　豪　 （80歳） 枝　　川

　小・中学校で ALT（外国語指導助手）
を務めていたスザンナです。この度、
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り帰国することになりました。在任中は児童・生徒
の皆さんや、村民の皆さんにとても優しくしていた
だきました。田んぼアートやスノーアート、特産の
いちごなど、賑やかな村で過ごした思い出を大切に
します。ありがとうございました！

村で過ごした1年8ヶ月を振り返って
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誘致企業だより

　（有）ファッション工房シンマチは婦人服製造を主と
する企業で、平成６年２月に村へ設立されました。主
要製品はスカートやワンピース、ブラウス、パンツな
どで、主力ブランドはイッセイミヤケ、ワールド、
キャサリンロス。多品種・少ロットに対応できる作業
システムを構築しているほか、生産工程にはCADを
取り入れた設備も導入し、効率化を図っています。従
業員は縫製の技術を日々の業務を通じて身に付け、中
には自分で着るものや、家族・友人の着用する衣服を
オーダーメイドする方も。そして、技術を身に付ける
ことで、年齢を重ねても仕事が続けられるようになっ
ています。「お客様に喜ばれる製品の物作り」を第一
に、品質と生産性の向上に努めながら、現在22人が
業務に取り組んでいます。

有限会社
ファッション工房シンマチ

令和２年５月号・いなかだて20
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 6 月 11日（木）の予定です。

斉藤明
あ か り
花莉さん（和泉）

「３年生からミニバススポー
ツ少年団に所属しています。
６年生は最後の年なので、こ
れまで自分が覚えたことを、
後輩にも教えてあげたい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

点検を受けて、
安全に走ろう

　4月4日、田舎館小学校の児童を対象に、青森
県自転車軽自動車商業（協組）黒石支部による自
転車無料点検が役場駐車場と田舎館小学校で行
われました。同支部加盟店の自転車安全整備士3
人が会場に持ち込まれた車体のブレーキやTSマー
ク（自転車向け保険）の有効期限などを点検し、保
護者や児童に安全使用を呼びかけました。

Happy Birthday 5月生まれのおともだち

※6月生まれのお子さん募集（5／20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。

H27/5/8生
「ひらがな上手に
書けるようになっ
たよ♪」

一戸 ひなのちゃん
豊　蒔

R1/5/10生
「いつも癒しをあ
りがとう♥すくす
く大きくなぁ～
れ！」

伊藤 大
た き

喜くん
前田屋敷

H30/5/29生
「お歌が大好き♪
いっぱい食べて大
きくなるよ♡」

村上 風
ふ う

羽ちゃん
堂野前

R1/5/19生
「よく食べ、よく
寝て、お利口さん
♡お父ちゃんソッ
クリ♡」

佐藤 糸
いと
ちゃん

大　袋

H24/5/26生 R1/5/12生
「これからも元気
に、勉強も遊びも
がんばれ！」

「初めての誕生日
おめでとう☆スク
スク幸せに育って
ね♡」

福士 葵
きくり

穹さん 稲葉 一
ひ な

華ちゃん
大根子 畑　中


