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新型コロナウイルス感染症に関する支援等

経営難になった事業者へ20万円
小規模事業者緊急支援給付金

○対　象／次の（ア）～（エ）全てに該当する事業者
（ア）常時従業員数が、卸売業・小売業・飲食業・サー

ビス業が５人以下、それ以外の業種は20人以下
（イ）村内に事業所を有する個人・法人
（ウ）３月、４月、５月のいずれか１ヶ月の収入が、前

年同月と比べ３割以上減収。ただし、事業開始か
ら１年未満の場合は、事業開始月の翌月～令和２
年２月の月平均収入と比べて３割以上減収

（エ）令和元年分の確定申告がなされており、６月１日
現在で現に事業が営まれていること

○申込方法／次の書類を役場３階新型コロナウイルス感
染症対策室へ、可能な限り郵送で提出してください。
・交付申請書（村のホームページからダウンロード）
・令和元年分の確定申告書類の写し
・減収の状況がわかる帳簿等の写し
・個人または法人代表者の顔写真付き本人確認書類（運
転免許証やマイナンバーカードなど）の写し。顔写真
が付いていない本人確認書類の場合は２種類の写し
・振込先通帳の写し
○申込締切／７月31日（金）
▷問い合わせ／
　村新型コロナウイルス感染症対策室（内線315）

水道料金等の納付猶予
　個人・法人問わず、収入の減少等で納付が困難な場合
に、通常の納期限から最長３ヶ月猶予します。まずは電
話でご相談ください。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線233）

国民健康保険の傷病手当金
　国民健康保険加入者で、新型コロナウイルスに感染ま
たは発熱等で感染が疑われるため会社等を休み、給与等
の支払いが受けられない場合や給与が減額された場合
は、一定の条件により傷病手当金を受け取ることができ
ます。郵送申請が可能ですので、必要書類など詳しくは
事前に電話でお問い合わせください。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線162、165）

村民対象　布マスクの無料配布
　村では、村誘致企業会をはじめ村内の製造業各社に対
し布マスク生産を打診したところ、３社が生産に応じ、
総計18,000枚が納入されましたので、５月下旬から順
次郵送配布しています。
○配布数量／村民１人あたり２枚
　田舎館小学校児童・教職員１人あたり３枚
　田舎館中学校生徒・教職員１人あたり３枚
　妊娠中の方１人あたり毎月２枚（当面の間）
○生産事業者（順不同）／
・（有）ファッション工房シンマチ
・オリジナルテクノロジー（株）
・（株）ムツミテクニカ
▷問い合わせ／
　村新型コロナウイルス感染症対策室（内線315）

特別定額給付金
　基準日（４月27日）に住民基本台帳に記録されている
方を対象に１人あたり10万円を給付するもので、５月
中旬に申請書類を各世帯へ郵送しています。
　書類郵送かマイナンバーカードを用いたオンライン
で、忘れずに申請をお願いいたします。
○申込締切／８月20日（木）
▷問い合わせ／
　村新型コロナウイルス感染症対策室（内線315）

村税の徴収猶予（特例制度）
　猶予を受けるためには役場１階税務課へ申請が必要と
なりますので、詳しくは村のホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
○内　容／２月１日から令和３年１月31日までに納期
限が到来する全ての税目について最大１年間、徴収を
猶予
○対　象／個人・法人、規模を問わず２月以降の一定期
間において、収入が前年同期と比べ概ね２割以上減少
し、納付が困難である場合
○申込締切／６月末日か、税の納期限のいずれか遅い日
▷問い合わせ／
　税務課税務収納係・固定資産係（内線121～124）

新型コロナウイルス感染症に関する支援等

　発行時点で掲載内容が変更・更新されている場合がございます。感染症の動向や、様々な支援制度、最新の情報
などは、掲載各ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
○首相官邸ホームページ／ https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○青森県新型コロナウイルス感染症対策総合サイト／ https://stopcovid19.pref.aomori.lg.jp/
○村ホームページ／ http://www.vill.inakadate.lg.jp/　※トップページに関連情報を集約して表示しています。

（5月29日現在）
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新型コロナウイルス感染症に関する支援等

消毒液が寄贈されました
　ツガルフジ車輌販売（株）より、村に対し４L入りアル
コール消毒液２缶が寄贈されました。贈られた消毒液は
４月15日に村内小・中学校に配布し、校内の感染症予
防対策に活用いたしました。
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152）

住宅確保給付金（家賃）
　離職等により経済的に困窮し、住居を失ってしまった
方や、そのおそれのある方に対し、求職活動等を条件
に、家賃費用を有期で給付します。また、休業等に伴う
収入減少で住居を失うおそれが生じている方に対して
も、家賃相当額を一定期間支給できるよう対象が拡大さ
れています。詳しくはお問い合わせください。
▷問い合わせ／中南地域自立相談窓口　☎88－8637

経済産業省　持続化給付金
　事業者に対し事業の継続を下支えするため、商工業に
限らず幅広い業種を対象に、事業全般に広く使える給付
金が支給されています。
○給付額／一定基準の減収分を上限に、中小法人等は最
大200万円、個人事業者等は最大100万円
○ホームページアドレス／ https://www.meti.go.jp/
covid-19/　※給付金のほか、資金繰り等の各種支援
や補助制度なども紹介されています。
▷問い合わせ／持続化給付金事業コールセンター
　　　　　　　☎0120－115－570

厚生労働省　雇用調整助成金
　厳しい状況の中にあっても、全ての業種の事業主の皆
様に雇用を維持していただくため、雇用調整助成金につ
いて申請書類の簡素化や助成率の引き上げなどが実施さ
れています。また、休業手当を支払うことが厳しい企業
においても、一定の休業手当を支払い、解雇等をせず雇
用を維持する中小企業に対し、一定要件のもとで企業が
支払った休業手当を助成しています（５月１日付発表の
特例）。
○緊急対応期間／６月30日（火）まで
○ホームページアドレス／ https://www.mhlw.go.jp/
index.html　※特例措置の拡充については、随時更
新されています。なお、小学校等の臨時休業に伴う保
護者への有給休暇に関する「小学校休業等対応助成
金・支援金」なども公開されています。
▷問い合わせ／
　青森労働局職業対策課　☎017－721－2003
　ハローワーク黒石　☎53－8609

緊急小口資金、総合支援資金の貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業
などによる生活資金でお悩みの方に対し、特例貸付を実
施します。状況をお伺いしますので、まずは電話でご連
絡ください。
○緊急小口資金／休業等により、生計の維持が一時的に
困難となった場合の少額貸付
○総合支援資金／失業等で生活に困窮した際の生活再建
までの間に必要な生活費用の貸付
▷問い合わせ／村社会福祉協議会　☎43－8111

青森県特別保証融資制度
（金利・保証料補助等あり）
　経営の安定に支障が生じている県内中小企業者、個人
事業主（小規模）の皆様を支援するため、青森県特別保
証融資制度「経営安定化サポート資金」の災害枠に２種
類の融資枠を新設しています。
○ホームページアドレス／ https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/shoko/marutei.html
新型コロナウイルス感染症対応資金
○要　件／売上高▲15％以上（セーフティネット保証４
号・危機関連保証）、売上高▲５％以上（セーフティ
ネット保証５号）でいずれかの保証の認定を受けたもの
○金利・保証料補助等／

売上高▲15％以上 売上高▲５％以上

個人事業主
（小規模） 金利（３年間）ゼロ・保証料ゼロ

小・中規模
事業者

金利（３年間）ゼロ・
保証料ゼロ 保証料２分の１

青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金
○要　件／売上高▲５％～▲15％未満（セーフティネッ
ト５号）で、保証の認定を受けたもの
○金利・保証料補助等／

売上高▲５％～▲15％未満

小・中規模
事業者 金利（３年間）ゼロ・保証料ゼロ

融資条件等
○金融機関／県内に本、支店を有する各金融機関
○融資限度額／3,000万円（災害枠合計）
○融資期間／10年以内（うち据置５年以内）
○融資利率・担保／年0.9％（固定）ほか・無担保
▷問い合わせ／
　青森県信用保証協会　☎017－723－1354
　青森県庁商工政策課　☎017－734－9368
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①青森県新型コロナウイルス感染症コールセンター
　受付時間／24時間対応（土・日・祝日を含む）
　☎0120－123－801
②帰国者・接触者相談センター（弘前保健所）
　受付時間／
　午前８時30分～午後５時（土・日・祝日を除く）
　☎33－8521
③厚生労働省電話相談窓口　
　受付時間／午前９時～午後９時　
　☎0120－565653　　※聴覚に障害がある方など
　電話が難しい場合は FAX03－3595－2756

　次のいずれかに該当するときはすぐに左欄②の帰国
者・接触者相談センター（弘前保健所）へご相談ください。
これらに該当しない場合の相談も可能です。
○相談の目安／
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱な
どの強い症状のいずれかがあるとき
・重症化しやすい方（高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器
疾患などの基礎疾患がある方、透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方）や、妊娠
中の方で、発熱や咳など軽い風邪の症状があるとき
・発熱や咳など軽い風邪の症状が続く場合

新型コロナウイルス感染症に関する相談先 症状が見られるときは

国民年金保険料の免除・納付猶予
　２月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、当年中の所得見込額が下表の水準を下回ること
が見込まれる場合には、臨時の特例措置として簡易な手続きにより、保険料の免除・猶予申請が可能となりました。
アルバイト等に従事していた学生の方も対象となるほか、全額免除に該当しない場合でも、ご家族の収入状況等に
よっては納付猶予や一部免除に該当する場合があります。
　なお、今般の影響で失業された場合にはこの特例措置ではなく失業特例での申請となり、必要書類が異なりますの
で、いずれの場合も役場１階住民課かお近くの年金事務所にご相談ください。
○対象水準／２月以降の任意の１ヶ月の所得を１年分で換算し、下表と比較します。

一般の方
（現行の免除基準）

全額免除 （扶養親族等の数+1）×35万円＋22万円

４分の３免除 78万円

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

＋扶養親族等の控除額
＋社会保険料控除額等
　

半額免除 118万円

４分の１免除 158万円

学　生
（現行の学生納付特例基準） 118万円＋扶養親族等の数×38万円

○免除された場合の保険料額／
　令和元年度分

○将来の年金への影響
　免除が承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に含まれますが、全額納付の場合と比
べ保険料が軽減されているため、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます。しかし、免除された分
の保険料を後から納付する追納制度によって、受け取る年金額を元の水準に戻すことができますので、収入状況が落
ち着いた際にぜひご検討ください。
▷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

新型コロナウイルス感染症対策室設置　職員人事異動
○村長部局／４月22日付　▷室長（厚生課長兼務）　鈴木勝　▷室長補佐（総務課長・合併対策室長兼務）　阿保春仁
▷対策係長（教育課主幹・生涯学習係長兼務）　須藤芳仁　▷対策室主事（教育課主事兼務）　一戸亮祐　▷対策室主
事（企画観光課主事兼務）　鈴木文人　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

0円 4,140円 8,270円 12,410円

新型コロナウイルス感染症に関する支援等
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話 題 い ろ い ろ

4/18 縄文遺跡を色鮮やかに

　川部西ヶ丘保育園で、縄文遺跡が描かれた大型凧の
色つけが行われました。凧は高木凧工房の高木俊雄さ
ん（72・藤崎町）が「三内丸山遺跡をはじめとする縄
文遺跡を知るきっかけにしてほしい」と園に持ち寄っ
たもので、年長児５人が板状土偶や遮光式土偶などの
下絵に、ピンクや緑の絵の具で色つけを行いました。
また、凧絵の背景には在園の年中・年長児14人の足
形も添えられ、凧を制作した高木さんは「今回の絵は
北海道・北東北の縄文遺跡群のユネスコ世界遺産登録
を願って制作したもの。子どもたちには凧を通じて津
軽の歴史を感じてほしい」と期待を寄せていました。

4/21 品薄のときは

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、田舎館小
学校の６年生が授業の一環で、ハンカチを組み立てて
代用する「ハンカチマスク」の作り方を体験しました。
小学校では、保護者から「マスクをして登校させたい
が品切れで入手できない」という相談が寄せられたこ
とから、手作りマスクなどに使える耳掛けゴムを全校
児童に配布し、応急的な対応として全学年に「ハンカ
チマスク」の周知を図っています。作り方を学んだ６
年生の菊地駿

や ま と

寿さん（八反田）は「マスクがなくなった
ときは、ハンカチのマスクを使って予防したい」と話
していました。

　４月23日、地域づくり団体の「田園」未来を築
く会が、村社会福祉協議会へ手作りマスク100
枚を寄贈しました。マスクは同会が指定管理を行
う総合案内所「遊稲の館」で、マスク部分にさら
し、耳掛けにストッキング素材を使って会員が手
作りした一品。同会の小野正幸会長は「当初は施
設で予定していた行事の参加者用に作ったもの
だったが、国の緊急事態宣言など新型コロナウイ
ルスの影響で行事の開催を見送ることになった。
せっかくなので役立ててほしいという会員の声があり、寄贈することにした」と話し、村社会福祉協議会の須
藤金光会長へマスクを手渡しました。須藤会長は「マスクは何枚あっても足りない状況」とし、「デイサービス
の利用者などに配布して、感染予防に万全を期したい」と応じました。

感染予防のために
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　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、５月以降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。
・５月３日（日）、４日（月）　第25回光田寺チャレンジカップ（光田寺サッカースポーツ少年団育成会）
・５月10日（日）　リサイクル資源回収（田舎館小学校 PTA）　
・５月24日（日）　第10回田舎館小学校大運動会（田舎館小学校）
・令和２年中の弥生体験田・畑等関連事業（総合案内所「遊稲の館」）
・実施見合わせ　　家庭教育講座（教育委員会）、成人教養講座（教育委員会）、人権・行政相談（住民課）

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　　　　（5月25日現在）

話 題 い ろ い ろ

4/29 家庭菜園を楽しんで

　JA津軽みらい主催による野菜苗・花壇苗の展示販
売会が、同田舎館基幹グリーンセンターで行われまし
た。昨年終了した苗っこまつり（村むらおこし推進協
議会主催）に代わる催しとして、例年同センターで行
われている店頭販売期間を広げて実施されたもので、
４月29日～５月６日の期間で開催されました。初日
に訪れ、ナスやキュウリなど数種類の苗を購入したと
いう黒石市在住の50代女性は「去年までは村の苗っ
こまつりで買っていたが、今年から JAになったと聞
いて訪れた。５月の連休に、家庭菜園で早速植える予
定」と笑顔を見せていました。

　村内の交通死亡事故数が、平成29年11月６
日～令和２年４月24日で通算900日間皆無を達
成しました。４月30日、この達成に伴う青森県
警察本部長感謝状の贈呈式が役場２階庁議室で行
われ、村交通安全対策協議会会長を務める村長と
村交通安全母の会の阿保満子会長に、相馬勝治警
察本部交通課長から感謝状が伝達されました。相
馬課長は「新型コロナウイルスによる自粛の影響
で交通安全活動も制約されているため、可能な活
動で取り組み続けてほしい」と話し、阿保会長は「会が行う定期的な交通安全活動を通じ、歩行者も運転者も
お互いに協力できるよう啓発していきたい」と気持ちを新たにしていました。今回の皆無記録は、昭和56年
12月８日～昭和61年３月７日の通算1,531日に次ぐ日数となっています。

交通死亡事故が900日間皆無に
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納税相談

と　き ところ

夜　間
６月24日（水）
午後５時～午後７時

役場１階
税務課

休　日
６月28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
　６月24日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

人権擁護委員が表彰を受けました
　人権擁護委員を務められている品川才太郎さん（十二
川原）の多年にわたる人権擁護の普及高揚に貢献された
ご功績に対し、青森地方法務局長表彰が贈られました。
　人権擁護委員は身近な相談
パートナーとして、人権擁護
の活動を積極的に行っていま
す。女性や子ども、高齢者、
障害がある方など、人権をめ
ぐるトラブルの相談に応じて
います。
※毎月役場で開設している「人権・行政相談」は新型コ
ロナウイルスの影響により当面実施を見合わせます。
再開時は広報等でお知らせします。
▷問い合わせ／住民課住民係（内線164）

今月の納税
　村県民税（１期）、固定資産税（２期）
▷問い合わせ／
　村県民税…税務課税務収納係（内線124）
　固定資産税…税務課固定資産係（内線121）

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／７月４日（土）、11日（土）、18日（土）、
　24日（金・祝）、26日（日）
　　　　　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）

弁護士相談
　借金や家族、法律問題、土地問題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、相談は完全予
約制で定員５人、相談時間は１人30分程度です。
○と　き／７月７日（火）　午前10時～午後０時30分
○ところ／役場１階相談室
○相談員／小田切達さん
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

農地パトロール（利用状況調査）を
実施します

　農業委員会では、毎年全ての農地を対象に利用状況を
調査し、遊休農地の把握と違反転用の防止などに努めて
います。
　地区の農業委員が調査にあたり、遊休農地や違反転用
を発見した場合は、所有者等に対して農業委員会が指導
や勧告などを行います。また、農業委員が農地内に立ち
入ることもありますが、皆様のご理解とご協力をお願い
します。
　農地のことでお困りの方は、農業委員か役場１階農業
委員会へご相談ください。
○調査月間／７月～８月
▷問い合わせ／農業委員会（内線131）

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
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今月のお知らせ ▽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。

ひろさき広域出愛サポートセンター
　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、これまでに17組が成婚されてい
ます。
　結婚を希望する独身の方が会員登録によって自身のプロフィールを登録し、相手のプロフィールを閲覧してお会い
したい方を探すことができます。センターに所属する出愛サポーターがお見合いに立ち会ってお二人の間を取り持つ
ほか、会員へお引き合わせの仲介をすることもございます。
　なお、センターではお見合いのお手伝いをしていただく出愛サポーター、自社従業員の結婚を応援する団体サポー
ター、婚活イベント等にご協力いただける協賛団体も募集しています。詳しくは弘前市（ひろさき広域出愛サポートセ
ンター）のホームページ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/hirosaki-deai.htmlをご覧ください。
また、センターの概要は村のホームページにも掲載しています。
○入会資格／結婚を希望する20歳以上60歳未満の独身者で、弘前圏域８市町村に在住の方。または結婚後これらの
市町村に住む意志のある方
○入会料・利用料／無料。ただし、お見合いの場合、会員は出愛サポーターへお見合い１回につき500円をお支払い
いただきます。
○持ちもの／登録に必要な書類は、弘前市（ひろさき広域出愛サポートセンター）のホームページからダウンロードで
きるほか、役場２階企画観光課でも配布しています。書類に必要事項を記入し、写真２枚（縦４～4.5cm、横３～
3.5cm、スナップ写真可、プリクラ不可）と身分を証明できるもの（免許証、パスポートなど）の写し、印鑑をご用
意のうえ、登録の際に持参してください。
○登録方法／ヒロロ３階ヒロロスクエア内に開設している、ひろさき広域出愛サポートセンターで受け付けしていま
す。希望日の３日前（３日前が日・月・祝日か年末年始の場合は、その前の平日）までに電話や電子メールで予約し
てご来所ください。なお、登録手続きは本人に限り、代理登録はできません。センターの利用説明や申請書類の記
入、カウンセリングなどで１時間30分程度の時間を要しますので、時間に余裕を持ってお越しください。
○営業時間／毎週火～土曜日（祝日・年末年始を除く）　午前10時～午後７時
　相談やプロフィール閲覧でも登録時と同様、事前に予約が必要です。
▷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）

計量器　定期検査
　この検査は取引や証明に使用される計量器が対象で、
今回検査を受けられない場合は（一社）青森県計量協会
へ直接出向かなければなりません。また、検査を受けて
いない計量器を取引や証明に使用した場合、計量法によ
り処罰を受けることがありますので、必ず受検してくだ
さい。なお、検査には手数料がかかりますので、詳しく
はお問い合わせください。持ち運びが困難な場合や据え
付けのもの、現在使用していない場合などはご相談くだ
さい。
○と　き／

７月１日（水） 午前11時～正午
午後１時～午後３時

７月２日（木） 午前11時～正午
午後１時～午後２時30分

○ところ／村民体育館
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線243）

第57回村民体育レクリエーション大会
（中止のお知らせ）
　村では７月５日（日）に「第57回村民体育レクリエー
ション大会」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しました。
▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）
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児童手当の現況届は忘れずに提出を
　児童手当を受給している方は、毎年６月１日における
児童の養育状況等を記入した現況届を提出しなければな
りません。
　現況届は６月分以降の児童手当を、引き続き受ける要
件を満たしているか確認するためのもので、該当する方
には５月下旬に届出書類を送付しました。提出されない
場合は、児童手当を受給できなくなりますので、忘れず
に提出をお願いします。
○必要なもの／
　受給者（会社員等の被用者の場合）の健康保険証
○提出先／役場１階厚生課
○提出期限／６月30日（火）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

第45回田舎館村ねぷた合同運行
（中止のお知らせ）
　教育課が事務局を所管する田舎館村ねぷた合同運行実
行委員会（商工会・子ども会育成連絡協議会・中央公民
館）では、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、８月４日（火）に予定して
いたねぷた合同運行を中止することとしました。
　また、不特定多数の方が集合する可能性を踏まえ、各
団体に対し、地区における運行についても今年度は活動
を自粛するなどの配慮をお願いしています。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

暮らしの情報
弘前地区消防事務組合　危険物取扱者保安講習の日程が延期になりました

　７月16日（木）に弘前市内で実施を予定していた危険物取扱者保安講習の日程は、新型コロナウイルス感染症の拡大
を防ぐため、９月以降に延期となりました。併せて、受講に係る申請書の配布期間や、受付期間も延期となります。
　日程は決まり次第、弘前地区消防事務組合のホームページ http://www.hirosakifd.jp/に掲載いたします。
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

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

4/27 第２号：道の駅第２駐車場整備
工事 1,859,000円 1,793,000円 高樋 ㈱福原組 6/30

4/27 農集工第１号：豊蒔地区処理場
電磁流量計更新工事 2,783,000円 2,530,000円 豊蒔 美和電気工業㈱

青森営業所 10/30

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

4/27 水道メーター 1,415,260円 831,490円 建設課 アズビル金門㈱ 7/3

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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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）

自動車の不正改造は犯罪です！
　自動車には、市販の様々な部品等を手軽に取り付ける
ことができますが、次のような不正改造は、周囲の交通
に誤認を与え、歩行者に危険を及ぼすとともに、予期せ
ぬ故障や事故の原因になることが懸念されます。
　国土交通省では、6月を「不正改造車を排除する運動」
強化月間に位置付け、車両の安全確保や環境保全に取り
組んでいます。
○禁止されている主な不正改造／
・ライト類の灯色が不適切
・運転者席、助手席の窓ガラスへのフィルム貼り付け
・タイヤやホイールの車体外へのはみ出し
・基準外ウイングの取り付け
▷問い合わせ／東北運輸局青森運輸支局
　　　　　　　☎017－715－3320

狩猟免許試験と予備講習会
　受験資格や申込書類、予備講習会の内容など、詳しく
は青森県のホームページ http://www.pref.aomori.lg.
jp/からご覧ください。それぞれ申し込み、問い合わせ
先が異なりますのでご注意ください。なお、狩猟免許試
験と予備講習会の概要は村のホームページにも掲載され
ています。
○狩猟免許試験
と　き ところ 申込期間

7/5 青森県総合社会教育センター
2階第1研修室ほか 6/25まで

8/9 青森県十和田合同庁舎
A会議室ほか 6/30～7/30

9/27 青森県総合社会教育センター
2階第1研修室ほか 8/17～9/17

▷問い合わせ／中南地域県民局林業振興課
　　　　　　　☎32－1131
○予備講習会

と　き ところ 申込締切

6/21 青森県総合社会教育センター
2階第1研修室 6/16

8/2 十和田市立東コミュニティー
センター第1・2研修室 7/28

9/13 青森県総合社会教育センター
2階第1研修室 9/8

▷問い合わせ／青森県猟友会
　　　　　　　☎017－773－3920

自動車税（種別割）の納付はお早めに
　青森県では、6月上旬に自動車税（種別割）の納税通知
書をお送りしています。期限までに、お近くのコンビニ
エンスストアや金融機関、中南地域県民局の窓口などで
お納めください。
○納期限／６月30日（火）
○納める方／県内に主たる定置場がある自動車の４月１
日現在における登録上の所有者（割賦販売などで自動
車販売店が所有権を留保している場合は、自動車の使
用者）
○主な納付場所／全国の主なコンビニエンスストア、
MMK設置店、県内の銀行・信用金庫・信用組合・農
協等の本支店、東北地方の郵便局
　※インターネット専用サイト「Yahoo！公金支払い」

から、納税通知書の記載情報と、クレジットカード
の番号などを入力してお手続きいただくことで、ク
レジットカードから納付することもできます。クレ
ジットカードによる納付は、手数料が330円かか
ります。

納税証明書
　納税通知書には、納付後に納税証明書となる用紙が添
付されています。自動車の継続検査（車検）の際に使用
できますので、大切に保管してください。
東日本大震災で被災された方
　震災により滅失、損壊した自動車の代替取得自動車
は、自動車税（環境性能割・種別割）が非課税となる場
合があります。
徴収の猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響で納税にお困りの方
は、ご相談ください。
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

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・ところ／いずれも午後１時30分～午後３時

７月６日（月）
ふれあいセンター大広間

20日（月）

○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
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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／

７月14日（火） 午後１時30分～午後３時30分

７月19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

国家公務員（税務職員）採用試験
○受験資格／令和２年４月１日時点で高校卒業後３年を
経過していない方か、令和３年３月までに高校を卒業
する見込みの方。または同等の資格があると人事院が
認めた方
○申込締切／７月１日（水）
○申込方法／インターネットの国家公務員試験採用情報
ナビ https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htmlから
お申し込みください。
○１次試験／９月６日（日）
▷問い合わせ／仙台国税局人事第二課
　　　　　　　☎022－263－1111（内線3236）

法人の設立・異動は届け出を
　法人の設立時や、解散・清算した場合のほか、所在
地・名称・代表者・資本金・事業年度などに異動が生じ
た場合は、地域県民局に届け出が必要です。
　必要書類や届け出の詳細は、青森県のホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/010_02houjin.
htmlをご覧になるか、お問い合わせください。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131

労働保険の年度更新はお早めに！！
　労働保険の年度更新手続きをする時期となりました。
申告書の提出と保険料等の納付は、７月10日（金）が期
限ですので、お早めに手続きをお願いします。なお、申
告手続きは電子証明書を取得することによって、イン
ターネットで申請することもできます。口座振替を申請
すると第１期の納期が約２ヶ月延長されますので、次年
度の年度更新に向けて、ご検討ください。
▷問い合わせ／青森労働局労働保険徴収室
　　　　　　　☎017－734－4145

B型肝炎訴訟　
東北一斉　無料電話相談会

　幼少時の集団予防接種で B型肝炎に感染したと認め
られる患者に対し、病態に応じて給付金が支払われてい
ます。給付金は訴訟によって救済要件に該当することを
確認したうえで、国との和解等が必要です。相談会で
は、B型肝炎被害対策東北弁護団の弁護士が電話相談に
応じます。
　☎022－224－7622または022－224－7623
○と　き／７月11日（土）　午前10時～午後６時
▷問い合わせ／Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団
　　　　　　　☎0120－76－0152

放送大学10月入学生募集
　放送大学では、令和２年度第２学期（10月入学）の学生を募集しています。放送大学はテレビの BS放送や、イン
ターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、幅広
い分野を学ぶことができます。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世
代の方が学んでいます。資料を無料で差し上げていますので、お気軽にお問い合わせください。
○募集学生の種類／

○出願期間／９月15日（火）まで
○ホームページアドレス／ https://www.ouj.ac.jp　※ホームページからも受け付けています。
▷問い合わせ／放送大学青森学習センター　☎38－0500

教養学部 科目履修生（６ヶ月在学、希望科目履修）・選科履修生（１年間在学、
希望科目履修）・全科履修生（４年以上在学し卒業を目指す）

大 学 院 修士科目生（６ヶ月在学、希望科目履修）、修士選科生（１年間在学、
希望科目履修）
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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）

（

４月21日～５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

・なぜ僕らは働くのか
� 池上彰・佳奈・モドロカ／著　学研プラス
・めんどうなことしないうまさ極みレシピ
� ジョーさん。／著　KADOKAWA
・タマ、帰っておいで� 横尾忠則／著　講談社
・掟上今日子の設計図� 西尾維新／著　講談社
・クスノキの番人� 東野圭吾／著　実業之日本社
・十字架のカルテ� 知念実希人／著　小学館

・〈あの絵〉のまえで� 原田マハ／著　幻冬舎
・おいでおいで� ふくだしょう・中川ひろたか・かめ
� ざわゆうや／著　赤ちゃんとママ社
・おにのこにこちゃん　かって かって ぽん！
� 原あいみ・ケロポンズ／著　ポプラ社
・ふしぎ駄菓子屋銭天堂13
� 廣嶋玲子・jyajya／著　偕成社
� 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
（５月末日現在）
男 3,632 （－7）

女 4,078 （＋1）

計 7,710 （－6）

世帯 2,801 （＋4）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（５月末日現在）
県　内 村　内

件�数 140（946） 0 （8）

死�者 2 （7） 0 （0）

傷�者 164（1,160） 0 （9）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます

田　崎　　琴
こと
　 ちゃん
（衛・笑）東 光 寺

品　川　柚
ゆず
　芭

は
 ちゃん

（大輔・貴子）畑　　中

石　田　蒼
あお
　和

と
 くん

（純一・星夏）東 光 寺

大　林　結
ゆ
　芽

め
 ちゃん

（操起・秋菜）田 舎 舘

ご結婚おめでとうございます

須　藤　琢　己� 黒 石 市
福　原　響　香� 堂 野 前

稲　葉　大　貴� 畑　　中
鳴　海　美　香� 黒 石 市

水　島　　塁� 弘 前 市
工　藤　知　美� 前田屋敷

おくやみ申し上げます

葛　西　𠮷　成（88歳）大　　袋
八木橋　正　治（66歳）�境　　森
三　浦　忠　憲 （85歳）�川　　部
三　上　亮　一（85歳）�諏 訪 堂
鈴　木　義　秋（81歳）�大 根 子
稲　葉　リ　コ （78歳）�畑　　中

（
（
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 7月9日（木）の予定です。

古川黎
れい
さん（八反田）

「算数が少し苦手で、平均点
を上回れるよう頑張ります。
２年生からやっているサッ
カーは、中学校でも続けてい
きたい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

R1/6/19生 H25/6/4生 H29/6/6生 H28/6/21生
「いつも癒しをありがと
う♡ゆっくり大きくなあ
れ♡」

「野球大好き！体力つけ
て、心も体も強くなれ
♡」

「たくましく、伸び伸び
育っている杏樹ちゃん☆
わが家の天才です！」

「元気一杯わんぱくボー
イ♪いつも笑わせてくれ
ます♡」

小野 杏
あん
ちゃん 須藤 謙

けん
さん 白戸 杏

あんじゅ
樹ちゃん 中山 虹

こ う
空くん

前田屋敷 大　袋 境　森 東光寺

6月生まれのおともだち
Happy Birthday ※7月生まれのお子さん募集（6／19締切）❶氏名（ふりがな）❷生

年月日�❸住所�❹保護者氏名�❺コメントを添え、写真を企画観
光課企画係へ持参か郵送（写真は後日返送）、または電子メール
でpublic-info@vill.inakadate.lg.jpに画像をお送りください。

大鰐町・あじゃら公園（5/7撮影、大鰐町提供）大鰐町・あじゃら公園（5/7撮影、大鰐町提供） 西目屋村・西目屋小学校（5/1撮影、西目屋村提供）西目屋村・西目屋小学校（5/1撮影、西目屋村提供）

弘前市・弘前公園（4/28撮影、弘前市提供）弘前市・弘前公園（4/28撮影、弘前市提供）藤崎町・唐糸御前史跡公園（4/28撮影、藤崎町提供）藤崎町・唐糸御前史跡公園（4/28撮影、藤崎町提供）

黒石市・東公園（4/25撮影、黒石市提供）黒石市・東公園（4/25撮影、黒石市提供）

平川市・猿賀公園（4/22日撮影、平川市提供）平川市・猿賀公園（4/22日撮影、平川市提供）

板柳町・岩木川河川公園（4/29撮影、板柳町提供）板柳町・岩木川河川公園（4/29撮影、板柳町提供）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛や各地の施設閉鎖など様々な対応が取られた今年の春、
津軽広域連合構成市町村で広報紙上交流がある圏域８市町村に咲いた桜を紹介します（表紙は田舎館村）。
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