
今月のおもな内容
空き家・空き地バンクへ、
ぜひ登録を……………………�2
新型コロナウイルス感染症に
関する支援等…………………�4
話題いろいろ…………………�6
お知らせ………………………�7
津軽広域連合だより…………�16
戸籍の窓………………………�17

8
第774号
2 0 2 0

広報広報

平成５年・第１回 稲文字「岩木山」平成５年・第１回 稲文字「岩木山」



令和２年８月号・いなかだて2

　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、物件・土地を探している方と売りたい方との橋渡しをお手伝いしています。
　相続等で今後活用する見込みがない物件・土地をお持ちの方、既に不動産業者の仲介によって売りに出している方
も、ぜひ登録をご検討ください。
　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。
○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・土地の登録はそれらが所在する市町村、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　　　　◦西目屋村役場企画財政課　☎85－2111

補助金でバンク登録物件の購入等を応援しています！補助金でバンク登録物件の購入等を応援しています！
　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／企画観光課企画係（内線241）

空き家・空き地バンクへ、ぜひ登録を空き家・空き地バンクへ、ぜひ登録を

新しい住まいをお探し中の方、新しい住まいをお探し中の方、
不動産の管理や処分に不安を感じている方は不動産の管理や処分に不安を感じている方は

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　今後の利活用に向けて、登録物件の空き家を解体 …………500,000 円

ｊ　利活用のため、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、相続手続きや管理をされていますか所有者（管理者）の方へ、相続手続きや管理をされていますか
　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。
　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。

相続放棄をしても、管理責任は続きます
　民法第940条において、相続放棄により次の相続人が相続財産の管理を始める時までは、相続放棄をした人が
その財産の管理を継続しなければならないと規定されています。
　相続放棄をしても、次の相続人となる方がいない場合が多く、相続放棄をした人の管理責任が問われる事例が相
次いでおり、このような場合、相続放棄した人の管理責任は永遠に続く可能性すらあります。
　相続財産に空き家があって自身で住む予定がない場合は、安易に相続放棄の判断をせず、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／建設課建設第二係（内線232）

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
　空き家を所有している場合は、たとえ使わなくても、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
テナンスが必要です。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。老朽化や積雪で建物に歪みが生じたことによるトタンや壁材の落
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。

Check

Point

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、不動産を自分の都合で処分できません。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

Check
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新型コロナウイルス感染症に関する支援等新型コロナウイルス感染症に関する支援等

　感染症の動向、政府や青森県などによる様々な支援制度、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。

（7月31日現在）

国民健康保険税の軽減・減免
　軽減・減免額や申請方法など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。
○要　件／
①世帯主が新型コロナウイルス感染症によって死亡したり、重篤な傷病を負ったりした世帯
②世帯主の事業収入等のいずれかが、令和元年と比べて３割以上減少する見込みの世帯。ただし、令和元年の合計所

得額が1,000万円以下、減少が見込まれる事業収入等の所得以外の令和元年の合計所得額が400万円以下であるこ
と

○減免内容／令和元年度分と令和２年度分のうち、納期限が令和２年２月１日～令和３年３月31日の間にあるもの
○必要なもの／減免申請書と収入状況申告書（いずれも村のホームページからダウンロードか、役場１階税務課で配

布）、収入を証明する帳簿・給与明細書・通帳などの書類　ほか
▷問い合わせ／税務課税務収納係（内線123）

津軽でつながる広域応援プロジェクト　エール津軽！！
　津軽広域連合を構成する弘前市・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市町村が連携
し、地域を応援するプロジェクト「エール津軽 ‼」が始動します。
魅力発見！津軽応援フェア
　８市町村の魅力ある特産品等を、各市町村の会場持ち回りで販売します。８月上旬の弘前市内での開催を皮切りに
11月22日（日）までの期間で開催しますので、魅力ある商品を購入して、みんなで津軽を応援しましょう！ご来場の
際はマスクの着用をお願いします。
○とき・ところ／市町村ごとの日程は、弘前市（エール津軽 !!）のホームページ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/

yelltsugaru/で随時公開しています。
○参加店／８市町村の物産販売店、製パン業者、クラフト販売業者など（予定）
○来場特典／各会場では、数量限定・先着順でミニプレゼントの進呈等のキャンペーンを実施予定です。
スタンプラリー
　８市町村の小売業、宿泊業、飲食業、観光施設などで税込み500円以上利用し、スタンプを集めて応募すると、抽
選で特産品等の景品が当たります。詳細や参加店の情報などは、弘前市（エール津軽 !!）のホームページ http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/yelltsugaru/へ、８月下旬に掲載します。なお、広報９月号にてスタンプ台紙を掲載する予
定ですので、ご利用ください。
○と　き／９月１日（火）～12月14日（月）
○スタンプ／スタンプ用紙１枚あたり、市町村ごとにスタンプ１個＋自由選択のスタンプ１個の最大９個
○抽選景品／スタンプ９個で応募：100,000円相当×２人・10,000円相当×20人、スタンプ５個で応募：5,000円相

当×60人、スタンプ３個で応募：2,000円相当×140人
○抽選回数／２回（11月上旬と12月以降）
地元 STAY（ステイ）で、「選べる地域の魅力」プレゼント！
　８市町村にお住いの方が８市町村内へ宿泊し、弘前市（エール津軽 !!）のホームページ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/yelltsugaru/から応募をすると、宿泊地以外の市町村で使うことができる、街歩きツアー等の参加券を進
呈します。
○対　象／９月１日（火）～11月15日（日）の宿泊分。ただし、定員（800人泊分）になり次第終了します。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線243）　　弘前市役所国際広域観光課　☎40－7017
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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
　第一生命保険（株）青森支社より、村に対しアルコール
消毒液10本が寄贈されました。７月14日、役場２階庁
議室で贈呈式が行われ、同支社弘前東営業オフィスの今
宏枝オフィス長と職域担当の大湯里美さんから村長に消
毒液が手渡されました。贈呈にあたり、大湯さんは「新
型コロナウイルスの影響で大変な状況が続いているが、
一人ひとりが予防を心掛けられるよう役立ててほしい」
と話しました。寄贈された消毒液は役場庁舎内に配置
し、来庁者と村職員の感染予防対策に使用いたします。

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152）

村商品券取り扱い店　事業者登録
　村内の商店等で使用できる5,000円分の商品券を村内
全世帯へ配布する事業（広報７月号 P.３既報）について、
使用可能店舗の事業者を募集します。参加費や換金手数
料などの費用は一切かかりません。詳しくは、村商工会
のホームページ http://www.a-bbn.jp/inakadate/か、
村のホームページをご覧ください。
○商品券の配布時期における注意事項
　10月からの使用開始に向けて、商品券は９月下旬か
ら各世帯へ郵送配布しますが、同封する使用可能店舗一
覧には、８月25日（火）までに申し込みされた店舗を掲
載し、以降申し込みのあった店舗はホームページでのみ
紹介することとなります。
○登録対象／村内に事業所を有する方
○申込締切／12月28日（月）　※商品券の有効期間は10

月１日（木）～令和３年２月28日（日）
○申込方法／申込書（村商工会で配布か、ホームページ

からダウンロード）に必要事項をご記入のうえ、村商
工会へ提出してください。

▷問い合わせ／村商工会　☎58－2417

農業経営者の方へ20万円　農業者緊急支援給付金
○対　象／７月１日現在、農業を営んでおり、村内に住所がある個人、もしくは代表者が村内に住所を有する法人で、

平成31・令和元年分の農作物の販売収入額が100万円以上であり、農業以外の所得が20万円以下である経営体。
ただし、新型コロナウイルス感染症対策による村の「小規模事業者緊急支援給付金」を受給した方を除きます。

○申込方法／印鑑と振込先通帳の写しのほか、経営体ごとに以下の書類を用意して、役場１階エントランスホールに
開設している臨時窓口へお越しください。
個　人
青色申告者 令和元年分の確定申告書第一表の控えの写し、所得税青色申告決算書の控えの写し

白色申告者 ①令和元年分の確定申告書第一表の控えの写し、収支内訳書（農業所得用）の控えの写し
②令和元年分の村県民税申告書の控えの写し、収支内訳書（農業所得用）の控えの写し

確定申告なし 令和元年分の村県民税申告書の控えの写し、収支内訳書（農業所得用）の控えの写し

法人（代表者） 確定申告書別表一の控えの写し、法人事業概況説明書の控えの写し

○受付時間／平日　午前９時～午後４時
○申込締切／８月31日（月）
▷問い合わせ／産業課産業係（内線141）

ひとり親世帯臨時特別給付金
　８月以降、低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。６月分の児童扶養手当の支給を
受けている方は申請不要で、児童扶養手当の振込先口座に支給します。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方への追加給付や、児童扶養手当の支給を受けていない
方で一定の要件に該当し給付が受けられる場合には、申請が必要となります。詳しくはご相談いただくか、村のホー
ムページをご確認ください。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）



令和２年８月号・いなかだて6

話 題 い ろ い ろ

　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、6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。
・６月28日	 やんちゃまつり（垂柳地区）	 ・７月中旬	 高田新星会まつり（高田地区）
・７月10日	 胸肩神社宵宮（田舎舘地区）	 ・７月25日	 田舎舘地区納涼祭（田舎舘地区）
・７月26日	 第11回どろリンピック（総合案内所「遊稲の館」）
・７月25日、26日　子ども会リーダー研修会（村子ども会育成連絡協議会）
・７月26日	 第18回栃ノ海杯少年相撲大会・第15回栃ノ海杯中学校相撲大会（村スポーツ協会）
・７月27日	 愛宕神社宵宮（大根子地区）	 ・７月29日	 稲荷神社カラオケ宵宮（和泉地区）
・７月下旬	 納涼祭（大曲地区）	 ・７月下旬	 親子の食育教室（村食生活改善推進員会）
・８月上旬	 納涼仮装盆踊り祭り（畑中地区）	 ・８月上旬	 堂野前納涼祭（堂野前地区）
・８月２日	 熊野宮神社宵宮（川部地区）	 ・８月中旬	 新町夏まつり（新町地区）
・８月６日	 前田屋敷・土矢倉地区合同納涼祭（前田屋敷地区）
・８月９日	 諏訪堂納涼夏祭り（諏訪堂地区）	 ・８月14日	 大根子地区会班対抗野球大会（大根子地区）
・８月15日	 獅子踊り奉納（垂柳獅子踊り保存会）
・８月下旬	 高樋・十二川原・枝川・垂柳地区合同交流祭り（赤もろの里コミュニティ上四協議会）

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　　　　（7月27日現在）

　７月２日、田舎館中学校の３年生を対象とした
特別授業「オリンピアンから学ぶ」が田舎館中学
校で開催されました。2016年リオ五輪・７人制
ラグビー日本代表メンバーの中嶋亜弥さん（33・
弘前サクラオーバルズ所属）による「『夢』と『生き
方』」と題した講話が行われました。中島さんは、
社会人を経てラグビー選手へ転向した自身の経験
から「“オリンピックで金メダル”という夢に向かっ
て練習を続けてきた。オリンピックには出場でき
たが、メダルには届かなかった」とし、「人生の中では、叶わない夢もあるかもしれないが、目標に本気で取
り組む経験は自分の成長につながる。結果にとらわれず夢に向かって努力してほしい」と話し、進路を考える
３年生にエールを送りました。

夢を追い続けるためには



いなかだて・令和２年８月号 7

I n f o r m a t i o n
お知らせ

納税相談

と　き ところ

夜　間
８月26日（水）
午後５時～午後７時

役場１階
税務課

休　日
８月30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）

人権・行政相談
○と　き／９月９日（水）　午前９時～正午
○ところ／役場３階第３委員会
▷問い合わせ／住民課住民係（内線164）

敬老会（中止のお知らせ）
　村では70歳以上の方々の長寿をお祝いする「敬老会」
の開催を９月18日（金）に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。なお、白
寿、米寿、金婚の顕彰者には９月中旬から順次、記念品
をお届けいたします。
○顕彰予定者／
・白寿【４人】（99歳：大正10年４月２日～大正11年

４月１日に生まれ、贈呈日当日までご健在の方）
・米寿【57人】（88歳：昭和７年４月２日～昭和８年４

月１日に生まれ、贈呈日当日までご健在の方）
・金婚【37組】（結婚50年目：昭和46年１月１日～12

月31日に婚姻の届け出をし、贈呈日当日までともに
ご健在の夫婦）

▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

今月の粗大ごみ収集日
　８月26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／９月５日（土）、12日（土）、20日（日）、
　22日（火）、26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。
・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

　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（追納）ができます。また、社会保険料控
除により所得税・住民税が軽減されますので、ぜひご検
討ください。
　追納による年金額の試算もできますので、お気軽にお
問い合わせください。
○申込方法／マイナンバーがわかるものを用意して、役

場１階住民課か弘前年金事務所に申請してください。
○追納に関する注意事項／
・産前産後免除に該当した期間は、保険料を納付したも

のとして将来の年金額に反映されますので、追納の必
要はありません。

・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。
▷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。

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

6/18 第９号：防火水槽撤去工事 5,379,000円 5,159,000円 川部 東青建設㈱ 9/20

6/18 第10号：消火栓設置工事 4,092,000円 3,520,000円 川部 共立設備工業㈱ 11/6

6/26 第11号：前田屋敷境森線舗装
補修工事 11,132,000円 10,725,000円 前田屋敷 ㈲桜庭建設 10/30

6/26 第12号：高田黒石線舗装補修
工事 12,925,000円 12,375,000円 東光寺 ㈱福原組 10/19

6/26 第13号：田舎舘22号線舗装
補修工事 9,922,000円 9,570,000円 田舎舘 青南建設㈱ 10/5

入札日 業務名 予定価格 落札価格 事業場所 業者名 終了日

6/26 地方公会計財務書類作成支援
業務 2,200,000円 1,980,000円 田舎館村 日本会計コンサル

ティング㈱
R3/	
3/31

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

6/18 券売機 1,041,000円 644,600円 弥生の里管
理休憩棟

みちのく自動販売
機㈱青森営業所 7/31

▷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）

除排雪運転技能員（令和２年度村会計年度任用職員）を募集します
○業務内容・任用期間・募集人員／

除排雪に関わる全ての業務・道路維持
業務 12月１日（火）～令和３年３月15日（月） ９人

○勤務時間・賃金／降雪状況により、勤務時間は変更となる場合があります。
　非降雪時　午前９時～午後５時（休憩１時間）　日額8,700円から
　降雪時　　午前０時～午前８時（休憩１時間）　日額10,300円から
○募集要件／次の全てに該当する方
①健康で、大型特殊自動車免許を有すること
②車両系建設機械運転技能講習を修了しており、原則として重機運転経験２年以上
③令和２年度末時点を基準日に、原則として村除排雪業務経験者は65歳未満・未経験者は55歳未満
○必要なもの／村会計年度任用職員申込書（役場２階建設課で配布）、運転免許証の写し、車両系建設機械運転技能講

習修了証の写し
○申込期間／８月17日（月）～９月７日（月）　　※受け付け時に面接を行いますので、必ず本人がお越しください
○選考結果／選考後、10月２日（金）までに郵送で通知します。
▷問い合わせ／建設課建設第一係（内線231）
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工藤 想
そうすけ

介くん
H28/10/16生

小野 愛
あ い り

莉ちゃん
H28/10/22生

田舎舘

垂　柳

稲葉 仁
に こ

瑚ちゃん
H28/10/28生

畑　中

赤川 惟
ゆ い た

太くん
H28/10/7生

川　部

佐藤 愛
ま な か

蘭ちゃん
H28/8/24生

川　部田澤 楓
ふ う ま

磨くん
H28/9/6生

諏訪堂工藤 叶
と う ま

真くん
H28/10/27生

和　泉

「これからも歯みがき頑
張るぞ !!」

「自慢の前歯ずっとピカ
ピカにするぞー！」

「きれいな歯を守ってい
こうね♡」

「これからも歯みがき頑
張るぞ！」

小野 瑠
る か

夏ちゃん
H28/9/26生

成田 望
の ぞ み

心ちゃん
H28/10/12生

前田屋敷

境　森工藤 陽
よ う か

禾ちゃん
H28/10/15生

小野 凛
り お ん

音ちゃん
H28/8/24生

田舎舘

垂　柳

〔７月３日実施　３歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

「歯みがき頑張ろうね♡」

「ずっときれいな歯で頑
張るぞ！」

「これからも歯みがき頑
張ろうね！」

「歯みがき頑張るぞ♡♡」

「目指せ！村1番の白い
歯 !!」

「歯みがき頑張ろう！目
指せ！むし歯ゼロ !!」

「歯みがき頑張ります！」

「これからも歯を大切に
するぞー！」

「歯みがき頑張れ！虫歯
ゼロ★」

▷問い合わせ／
　厚生課健康推進係
　（内線153）

白戸 葵
あおい

ちゃん
H28/9/16生

前田屋敷 須藤 黎
れい

ちゃん
H28/10/30生

大　曲
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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）

みんなで撮ろう！田舎館村パフォーマンス動画選手権
○対象・応募点数／村内在住か村出身の学生で、個人・グループいずれも１者につき１点まで
○応募期限／９月15日（火）　必着
○審査・結果発表／応募者の年齢により、中学生の部・高校生の部・大学生（専門学校、短大含む）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お贈りするほか、惜しくも
受賞からもれた方にも参加賞を差し上げます。

○応募方法
　「田舎館村パフォーマンス動画選手権」公式 LINEアカウントへ友だち申請して
いただき、トーク画面に、①30秒以内で作成した動画、②作品タイトル、③コ
メント、④応募者（動画を制作した本人か、グループの場合は代表者）氏名・年
齢、⑤応募者の住所・電話番号、⑥応募者のペンネーム（グループの場合はグ
ループ名）を明記してお送りください。受け付けが完了したらアカウントより返
信いたします。
　なお、動画を保存した DVD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。
○注意事項／動画に楽曲を使用する場合は、著作権者の許可等使用に問題がないことの確認がなされたものをお使い

ください。
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線501）　☎58－2250（直通）

公式LINE　QRコード公式LINE　QRコード

起業された方には
「あおもり移住起業支援事業費補助金」
　詳しくは、（公財）21あおもり産業総合支援セン
ターのホームページhttps://www.21aomori.or.jp/
sougyou/aomori-ijyukigyou.htmlをご覧ください。
○対　象／次の全てに該当する方
・通算５年以上か連続して１年以上の期間、東京

23区に在住、または東京圏（埼玉県・千葉県・東
京都・神奈川県）に在住しながら東京23区内に
通勤していた方で、青森県内に転入後１年以内

・６月１日以降、青森県内において所定の要件で起
業（法人登記か個人事業開業の届け出）

○助成内容／上限200万円・補助率２分の１
○申込締切／９月10日（木）
▷問い合わせ／21あおもり産業総合支援センター
　　　　　　　☎017－777－4066

卒業後は地元へ！学生対象オンライン移住・U ターン相談会
　弘前圏域定住自立圏を構成している８市町村（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）では、「弘前圏域移住交流デザイナー」を設置して、圏域全体での移住促進に取り組んでいます。
　首都圏等の現役学生を対象に、圏域市町村への UIターンに関する相談会を開催します。相談会は事前予約制で、オ
ンライン（スマートフォンアプリ Zoomを使用）や電話などで、地方での生活や就職に関する情報提供を行います。
○と　き／８月22日（土）　午前10時～午後４時
○申込方法／電子メールに①氏名・年齢、②現住所、③出身地、④携帯電話番号、⑤希望時間帯（第３希望まで）、⑥

使用ツール、⑦相談内容を明記し、野口拓郎さん（弘前圏域移住交流デザイナー）hirosaki.keniki@gmail.comへ、
８月18日（火）正午までにお送りください。受け付けは６組先着順とします。

▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）

村に移住して就業された方への支援金
○対　象／次の全てに該当する方
・通算５年以上か連続して１年以上の期間、東京23区

に在住、または東京圏（埼玉県・千葉県・東京都・神
奈川県）に在住しながら東京23区内に通勤していた
方で、平成31年４月１日以降に村へ転入

・平成31年４月１日以降、青森県の Aomori Jobホー
ムページ https://aomori-job.jpに掲載している対象
求人において、新規就業

○支給額／２人以上の世帯で移住は最大100万円、単
身での移住は最大60万円

○申込期間／転入後３ヶ月以上１年以内
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
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資源リサイクルステーションは適切な利用を！
①リサイクル対象物以外を置かないで！
　役場敷地内、光田寺コミュニティセンター（前田屋敷地区）、ふれあいセン
ター（川部地区）にある資源リサイクルステーションへ、燃やせるごみや粗
大ごみ、割れたガラスや蛍光灯などの燃やせないごみ、農業資材や廃タイヤ
といったごみとして回収できないものなど、リサイクルに関係のないものが
置かれています。
　燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみなど地区のごみステーションに
出すべきごみ、乾電池や小型家電など定められた場所に出すべきごみは、資
源リサイクルステーションでは収集しませんので、絶対に出さないでくださ
い。
②備え付けネットは正しい利用を。紙類は紙ひもで十字に縛って！
　資源ごみはビニール袋等に入れたまま置かず、きちんと資源リサイクルステーションの備え付けネットや回収ボッ
クスにビニール袋等から出してお入れください。また、備え付けネットを無断で持ち去る行為が発生していますが、
収集業務の妨げになるので絶対にお止めください。
　ご利用の際は以下についてもお気をつけください。
（ア）ペットボトルのキャップ…「その他のプラスチック」として、きちんとネットに入れてください。
（イ）空き缶から取り外したプルタブ…プルタブ単体のリサイクル収集はしておりません。
（ウ）汚れた発泡スチロール…リサイクル不可ですので、「燃やせないごみ」となります。
（エ）汚れていない発泡スチロール…細かく砕いて、備え付けネットへ入れてください。
（オ）雑誌やマンガ、パンフレット、お菓子の箱、包装紙などは紙袋に入れて出しても構いません。
（カ）段ボールのガムテープや補強の金具は外してください。
③リサイクルごみの持ち去りや、対象物以外の不法投棄は違反行為
　そのような行為を見かけた場合は、役場１階住民課までお知らせください。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

マイナンバーカードの交付申請をサポートしています
　９月～令和３年３月の期間で、政府によるマイナンバーカードを活用した「マイナポイント」が実施されます。
　マイナンバーカードを取得後、マイナポイントへ予約し、対象となるキャッシュレス決済サービスと連動させたう
えで買い物をすると、１人あたり最大5,000円分がキャッシュレス決済サービス上で還元されます。
　マイナンバーカードの取得は通常、申請後１ヶ月程度を要しますが、マイナポイントの開始に伴い、さらに時間が
かかることが見込まれますので、お持ちでない方はお早めに申請してください。マイナンバーカードの交付申請は役
場１階住民課のほか、郵送やインターネットからも可能ですので、お気軽にお問い合せください。
○マイナンバーカードの交付申請に必要なもの／
・個人番号通知カードに付属の個人番号カード交付申請書（お持ちいただくと手続きの時間短縮になります。）
・本人確認書類（運転免許証、パスポートなど顔写真付きのものは１点、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医

療受給者証、母子手帳などの顔写真のないものは２点）
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163）
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原子力発電施設等研修・原子力関連技術研修
　青森県では、原子力施設関連業務に必要とされる専門的な技術や資格などを有する人材を育成するための研修を開
催しています。多種多様な研修項目があり、未経験の方も歓迎しています。詳しくはホームページをご覧ください。
○受講料／無料　　　○ホームページアドレス／ http://www.agtcinc.co.jp
○研修場所／東北町、六ヶ所村　ほか
▷問い合わせ／青森原燃テクノロジーセンター　☎0175－63－4671

弘前地区消防事務組合　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。
　新型コロナウイルス感染対策のため、講習会ではマスクの着用をお願いします。
○と　き／９月２日（水）～３日（木）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（70人）になり次

第、受け付けを終了します。
○申込締切／８月19日（水）
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

今 月 の お 知 ら せ

暮らしの情報

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）
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青森県産業技術センター
研究所の参観デー

　各会場へご来場の際はマスクの着用をお願いします。
農林総合研究所
○と　き／９月４日（金）、５日（土）
　　　　　午前９時～午後３時
○ところ／黒石市田中82－９
○行事内容／研究成果の紹介、農産物販売、農業機械の

実演、収穫体験、相談コーナー　ほか
▷問い合わせ／農林総合研究所　☎52－4346
りんご研究所
○と　き／９月３日（木）、４日（金）
　　　　　午前９時～午後３時
○ところ／黒石市牡丹平字福民24
○行事内容／研究成果の紹介、りんごの販売　ほか
▷問い合わせ／りんご研究所　☎52－2331

インスタ映えばっちり！
古
こ つ が る

津軽のスマホ旅
　古津軽スポットを、プロカメラマンと一緒にスマート
フォンやカメラで撮影しながら巡ります。
○と　き／９月５日（土）　午前10時～午後２時
○ところ／弘前市石川周辺（弘南鉄道石川駅集合、石川

八幡宮（鳥居の鬼コ）、大仏公園、弘前市老人福祉セ
ンター祥風園）

○定　員／20人
○参加料／1,500円（郷土料理の昼食代として）
○持ちもの／スマートフォンや一眼レフカメラなどの撮

影機器
○申込締切／８月20日（木）
▷問い合わせ／中南地域県民局地域連携部
　　　　　　　☎32－2407

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、正しく使用しま
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

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14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／マジック　
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

婚活イベント「恋愛教習所～恋愛ライ
センスを取得せよ～」

○と　き／９月27日（日）　午後３時～午後６時
○ところ／板柳町多目的ホール「あぷる」
○対象・定員／20歳～40歳代の独身男女、各20人
○参加料／男性3,500円、女性2,500円
○申込締切／９月17日（木）
▷問い合わせ／聖ざき　☎090－6225－0190

地域振興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、新興企業
や、事業拡大を目指して新規事業または開発・研究に取
り組む県内の各種団体、個人などに対し、必要な費用を
助成しています。
○助成金額／必要経費の２分の１以内で、上限300万円
○申込締切／９月30日（水）
○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

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
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今 月 の お 知 ら せ

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８日（火） 午後１時30分～午後３時30分

９月13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

弘前大学教育学部附属幼稚園
令和３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29年４月２日～平成30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４日（金）～９月18日（金）
○出願期間／９月29日（火）～10月９日（金）
▷問い合わせ／弘前大学教育学部附属幼稚園
　　　　　　　☎32－6815

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。なお、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、徴収を猶予する制度もあります。
○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/life/tax/003_07
kojinjigyou.htmlをご覧ください。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131

希望の進路を目指すために
青森県学生寮（男子寮）　入寮生募集

○入寮資格／保護者が青森県民であり、東京都やその近
郊の大学・専修学校等に在学か入学見込みの男子学生

○寮所在地／東京都小平市鈴木町１丁目103－１
○設備等／個室（ベッド、机、エアコンなど備え付け）
○経　費／入寮費年額30,000円、寮費月額30,000円、

食費１食450円（夕食のみ希望制）、電気料金実費、
水道料金無料

▷問い合わせ／青森県育英奨学会
　　　　　　　☎017－734－9879

夏場の食中毒に注意！
　夏場は食中毒が多発します。次の食中毒予防の三原則
を守って、家庭での食中毒を予防しましょう。
①付けない
　調理前と食事前は、しっかりと手を洗いましょう。
②増やさない
　肉や魚などの生鮮食品を購入したら保冷に努め、すぐ
に持ち帰りましょう。調理品をすぐに食べない場合は、
冷蔵庫で保管しましょう。
　テイクアウトの料理は、早めに食べましょう。
③やっつける
　加熱調理品は、中心部までしっかり加熱しましょう。
▷問い合わせ／弘前保健所　☎33－8521

働くことに悩む若者のための
無料相談窓口

　ひろさき若者サポートステーションは、働くことに踏
み出したい若い方とじっくり向き合い、本人やご家族の
方々だけでは解決が難しい「働きだす力」を引き出し、

「職場に定着するまで」を全面的にバックアップする厚
生労働省委託の支援機関です。
　「自分に向いている仕事がわからない」「ブランクがあ
り再就職が不安」「働いても長続きしない」「働く自信が
持てない」「人と話すことが苦手」などの悩みに応じます。
○対　象／15歳～49歳の方とそのご家族
▷問い合わせ／ひろさき若者サポートステーション
　　　　　　　☎35－4851

全国一斉　司法書士による
手続き支援のための養育費相談会

　相談は無料で、予約不要です。
○と　き／９月12日（土）　午前10時～午後４時
▷問い合わせ／青森県司法書士会（当日専用番号）
　　　　　　　☎0120－567－301



いなかだて・令和２年８月号 15

I n f o r m a t i o n

自衛官を募集しています
募集種目 資　　格 受付期限 試験日

航空学生 高卒（見込み含）で航空は21歳未満、海上は23歳未満

9/10

9/22

一般曹候補生

18歳以上33歳未満

9/19

自衛官候補生（男子） 9/26～27

自衛官候補生（女子） 9/15

予備自衛官補（一般） 18歳以上34歳未満
9/11 10/3

予備自衛官補（技能） 18歳以上55歳未満の国家免許所持者

　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

水道用水供給料金算定書（案）へのパブリックコメントを募集
　津軽広域水道企業団は、浅瀬石川ダムを水源として弘前市、黒石市、五所川原市、平川市尾上・平賀地区、青森市
浪岡地区、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町に水道用水を供給しています（令和３年度からはつがる市、五所川原市
市浦地区にも供給開始予定）。令和３年４月１日からの給水料金改定にあたって策定する算定書案をホームページで公
開しますので、皆様の意見や提案をお寄せください。
○募集期間／８月31日（月）まで　　○ホームページアドレス／ http://www.tusui.jp/
○対　象／管内市町村に在住、在勤、在学の方か、事業所等がある個人・法人・その他団体など
○提出方法／①件名、②氏名（法人等は名称と代表者氏名）、③住所、④在住・在学の区分を明記し、郵送か持参、

FAX、電子メールのいずれかで提出してください。
　〒036-0342　黒石市石名坂字姥懐２ 津軽広域水道企業団 津軽事業部総務課
▷問い合わせ／津軽広域水道企業団　☎52－6033　FAX53－2983　 tugaru@tusui.jp

成年後見制度研修会
　弘前圏域定住自立圏を構成する８市町村（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）では、今年４月から「弘前圏域権利擁護支援センター」を共同運営し、成年後見制度の利用により安心して自分ら
しく暮らせるよう相談支援を行っています。センターでは、この制度に関する研修会を開催します。また、秋以降に
は、地域福祉の観点から後見人等の活動にあたる「市民後見人」の養成研修を予定しています。この機会に成年後見制
度への理解を深めてみませんか。

と　き ところ テーマ 講　師 申込締切

９月５日（土）
午後２時 藤崎町文化センター

成年後見制度～市民後見人・
法人後見・専門職後見人～

弘前学院大学福祉
学部教授
小川幸裕さん

８月28日（金）

９月12日（土）
午後１時30分

平川市役所尾上総合
支所 ９月４日（金）

９月18日（金）
午後２時 大鰐町中央公民館

わかりやすい成年後見制度と
市民後見人の活動

社会福祉士
鹿内葵さん ９月11日（金）

９月29日（火）
午後２時

板柳町多目的ホール
「あぷる」

社会福祉士
三上富士子さん ９月23日（水）

○参加料／無料
▷問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター　☎26－6557
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倉　光　大
た

　凰
お

 くん
（雄太・梨沙）高　　田

一　戸　煌
き

　愛
あら

 ちゃん
（勇太・杏菜）前田屋敷

丹　藤　慶
よし

　朋
とも

 くん
（秀行・優子）枝　　川

工　藤　優
ゆう

　心
しん

 くん
（祐太・奈緒美）十二川原

工　藤　紗
さ

　夏
な

 ちゃん
（匠真・志織）川　　部

おくやみ申し上げます

工　藤　峰　子 （40歳） 十二川原
鈴　木　冨美子（84歳） 大 根 子
平　田　栄　一（84歳） 畑　　中
平　川　ヨ　コ（82歳） 川　　部
原　子　　信　 （85歳） 豊　　蒔

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

新刊のご案内図 書 室 だよ り

・コロナショックから始まる変容のプロセス
	 はせくらみゆき／著　徳間書店
・名前が人を幸せにする！姓名判断大全
	 宮沢みち／著　主婦の友社
・「安心」と「おいしい」は作れる　保存食と自家製レ
シピ	 黒田民子／著　主婦の友社
・13歳から分かる！７つの習慣　自分を変えるレッ
スン	「７つの習慣」編集部／著　日本図書センター

・図解　物理でわかるスポーツの話
	 望月修／著　日本文芸社
・薬物依存症	 清原和博／著　文藝春秋
・少年と犬	 馳星周／著　文藝春秋
・じんかん	 今村翔吾／著　講談社
・きらきら	 新井洋行・山口真美／著　くもん出版
・かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！
	 原ゆたか／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

人口と世帯
（７月末日現在）
男 3,645 （＋2）

女 4,079 （＋2）

計 7,724 （＋4）

世帯 2,820 （＋7）
（　）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 172（1,295） 0 （13）

死	者 1 （10） 0 （0）

傷	者 214（1,579） 0 （17）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます
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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 10 日（木）の予定です。

奈良岡大
だいご
悟さん（和泉）

「野球をやっていて、南黒地
区の代表を目指して練習を頑
張っています。漢字の暗記が
今一番苦手なので６年生のう
ちに克服したい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

※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。

H30/8/30生 H26/8/15生 H29/8/20生 H29/8/28生
「いつもニコニコなゆづ
ちゃん。優しくて素敵な
女の子になってね！」

「来年は小学生だね♪今
は早起きの練習を頑張っ
ています！」

「可愛い笑顔がチャーム
ポイント。わが家の癒し
系です♥」

「バスと電車とパパが大
好き！３歳おめでとう☆」

福原 結
ゆ づ き

月ちゃん 福士 佳
か ず は

寿春ちゃん 一戸 ののはちゃん 舘山 あさひちゃん

高　田 前田屋敷 豊　蒔 諏訪堂

Happy Birthday 8月生まれのおともだち

今月の
表紙

見ごろの田んぼアートをオンラインで見ごろの田んぼアートをオンラインで
平成5年→令和元年　オンライン観覧ツアー　期間限定で公開中平成5年→令和元年　オンライン観覧ツアー　期間限定で公開中

　村では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
令和２年における田んぼアートの制作・観覧を中止とし
ましたが、村のホームページで公開中の「田んぼアート	
水田風景」ページを拡充し、平成５年の開始以降全ての
田んぼアートの高解像度画像を、期間限定で一挙公開し
ています。27年間制作した田んぼアートは延べ35作
となり、公開画像は見ごろの７月下旬～８月上旬に撮影
したものを中心に選定しています。また、YouTube
「青森県田舎館村企画観光課」チャンネルでは、これら
の画像35枚で構成したスライドショーもお楽しみいた
だけます。スマートフォンやパソコン、インターネット
に接続したテレビなどで、ぜひお楽しみください。　
○公開期間／10月31日（土）まで　※期間中、村のホー
ムページではトップページに特設バナーを表示してい
ます。利用者登録は不要、コンテンツ
購入料等もかかりません。

平成14年平成14年

平成27年平成27年

平成17年平成17年

YouTube公式チャンネル▶︎


