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昭和50年代の弥生時代に対する一般的な考え方

九州から南東北まで　➡水稲農耕を主にやっていた弥生文化の地域

北海道から北東北まで➡弥生時代と同じ時期であっても、縄文時代から続く狩猟・採集・漁労を生業とし、　　　　　　　　　　　水稲農耕をやっていない「続縄文文化」の地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　…と当時は考えられていたが、垂柳遺跡や砂沢遺跡（弘前市）から水田跡が見つか
　　　　　　　　　　　り、弥生時代の水稲農耕は北東北まで伝わっていた ことが明らかに

▼

北限の水稲農耕文化を探る！まずは「垂柳遺跡」を振り返ってみよう
　田舎館村を象徴する国史跡である垂柳遺跡（垂柳地区）では、昭和50年代の国道102号バイパス道路の建設工事に
先立つ発掘調査により、今から約2000年前の弥生時代の水田跡が広い範囲にわたって検出されました。さらに驚くこ
とに、水田面には当時の足跡が残るほど、保存状態が良かったのです。また、水田稲作が営まれた時期を示す「田舎館
式」と命名された弥生土器、様々な生産活動を反映する多種の石器・木製品、植物種子なども多量に出土しました。調
査が進められた中で、これらの遺物は西日本からの波及だけでなく、南東北や北海道との交流を示すものも含んでいる
ことが判明しました。
　このように、良好な保存状態だった600枚以上の水田遺構や、豊富な遺物を伴い、北東北への初期稲作農耕文化の
様相を示す貴重な遺跡とわかった結果、垂柳遺跡は平成12年に国史跡へ指定されました。国史跡に指定されること
は、村の歴史にとどまらず、日本の歴史を知るうえでの価値が高いことを示しています。
　現在、青森県内の国史跡は22か所（特別史跡の三内丸山遺跡を含む）。その多くは縄文時代の遺跡と中近世の城館跡
で、弥生時代単体の遺跡では田舎館村が県内唯一です。このような弥生時代の水田跡が見つかった遺跡で国史跡となっ
ている場所は日高遺跡（群馬県）、登呂遺跡（静岡県）を合わせて、東日本で３遺跡しかありません。

　では、垂柳遺跡の重要性はどのようなところにあったのでしょうか。

　弘前大学では、水稲農耕文化が弥生時代の早い段階で定着していたことを示した垂柳遺跡に関連する浅瀬石
川流域の遺跡を、令和元年度から３か年計画で調査することになりました。今号では、その１年目となる令和
元年度の調査概況をご紹介します。調査は、発掘担当に私（上條）と当大学の学
生・大学院生18人、土層の観察・現地指導に愛媛大学法文学部の田崎博之教授、
宮崎大学農学部の宇田津徹朗教授、北海道大学文学研究院の高瀬克範准教授、元
田舎館村教育委員会教育課の武田嘉彦さんがあたられ、令和元年10月に５日
間、村内の３遺跡で試掘調査やボーリング調査を行いました。この３年間の調査
で、弥生時代の水田の生産規模や、未だ不明な点が多い弥生時代後期において水
稲農耕がどのように展開されていたか、解明を目指します。

弘前大学人文社会科学部 北日本考古学研究センター弘前大学人文社会科学部 北日本考古学研究センター

弘前大学人文社会科学部准教授・センター長　上條信彦

高樋（1）・境森・北佃遺跡高樋（1）・境森・北佃遺跡
令和元年度 調査概報令和元年度 調査概報
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　水田遺構は集落跡の発掘と異なり、竪穴住居跡など分か
りやすい遺構や遺物がほとんど出てきません。そのため、
後年の田畑の耕作によって削られてしまうこともあります
し、実際に掘り進めて見ても、きれいに水田と判断するこ
とも難しいのです。
　垂柳遺跡では、浅瀬石川の氾濫で流入したと思われる

「火山灰を含む土砂」によって水田一体が覆われていたこ
とが、良好な保存状態での発見につながりました。これら
の水田の各区域は、大畦畔や水路でいくつかの区域に地割
りされ、さらに小畦畔によって碁盤目状に配置される「小
区画水田」に細分されます。また、検出された水田の区域
は、約40,000㎡に及びます。これほどの規模は東北地方にある弥生時代のものでは随一であり、この発見によって、

「北東北の弥生文化に稲作農耕はなかった」という当時の常識をくつがえしました。

村内の遺跡に残る謎 ―令和元年度調査からわかってきたこと―

　現在、垂柳遺跡の水田遺構は盛土で保護され、垂柳地区を通る国道102号バイパス道路周辺の地下に眠ります。当
時の水田遺構をそのままの状態で展示している村埋蔵文化財センター周辺には高樋（３）遺跡、田舎舘地区を通る県道
268号弘前田舎館黒石線周辺に前川遺跡があり、どちらの遺跡も平成の発掘調査によって、垂柳遺跡と同じ弥生時代
の水田遺構が検出されています。この３つの遺跡群によって、浅瀬石川沿いの農耕に適した広範囲の土地を、約2000
年前の弥生時代の人々が大規模に水田開発していたことがわかっています。
　垂柳遺跡は国史跡となってから、今年でちょうど20年となりました。そして、この間に多くの謎も出てきました。
弘前大学では田舎館村の協力を得て、遺跡をとりまく次の３つの謎に対し、新たな挑戦を始めています。

Ｑ１ なぜ、この地で水田開発が始まったのか？　前田屋敷、境森地区を見てみると
　垂柳遺跡の周辺は、縄文時代以降、絶えず流路が変わる浅瀬石川の氾濫原で、約5000年前（三内丸山遺跡と同じ

村内にある弥生時代の遺跡群村内にある弥生時代の遺跡群
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垂柳遺跡の小区画水田（昭和58年）垂柳遺跡の小区画水田（昭和58年）
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頃）は人がほとんど住んでいなかったとみられています。垂柳遺跡からは約4000年前（縄文時代後期あたり）の土器が
見つかっており、人々はこの頃に住み始めたようです。ただし、次の縄文時代晩期を含めても、その痕跡は少なく、弥
生時代に入っても、すぐに垂柳地区で水田開発が始まったわけではありません。
　例えば、岩木山麓にある砂沢遺跡（弘前市）では、昭和の終わり頃に、弥生時代前期の丘陵上の居住域と、湧き水を
利用して谷あいに作られた水田跡が発見され、日本最北かつ東北最古の水田跡として注目されました。しかしながら、
この時期の生産量は多くはなく、縄文時代以来の狩猟・採集を主としながら、そこに水稲を加えるという、いわば「こ
の地で水稲が可能かどうか」実験的な段階だったとみられています。

　そして、弥生時代中期になると、急に津軽平野中央の低地である田舎館村域で水田開発が始まります。
　岩木山麓や平川・浅瀬石川上流では弥生時代中期あたりの遺跡がこつ然となくなるため、この地域に住んでいた人々
は水田開発のために田舎館村域へ移住してきたとも考えられています。
　水稲農耕を営むためには、水路や畦畔を整備するだけなく、これらをずっと人の手で維持しなくてはなりません。津
軽平野に暮らしていた約2000年前の先人は、１年中の労力を稲作にかける覚悟と、それを実行する大きな決断を迫ら
れたのではないでしょうか。
　しかし、こうして作られた田んぼも自然災害が原因となって、長くて100年程度、２～３世代で放棄されています。
水田跡が現代まで残るきっかけとなった「一帯を覆っていた火山灰を含む土砂」ですが、浅瀬石川の洪水で一気に流れ
て堆積したとみられており、その後、こつ然と人の活動痕跡がなくなります。洪水の前、すでに作付面積が減少傾向に
あり、洪水が田んぼを放棄する決定打になったという説もあります。

　では、人々は本当に田んぼをあきらめてしまったのか。そして、どこへ行ってしまったのか。
　垂柳遺跡における始まりと終わりは未だ解明されておらず、この謎を解くヒントは弥生時代の立地と土壌環境を調べ
るところにありそうです。そこで、遺跡周辺の立地や土壌、環境の歴史を調べるため、「ボーリング」という方法で地
層を調べてみました。現在、浅瀬石川の北側と、垂柳遺跡より南の平川方面に注目して調査を続けています。
　令和元年度は北佃遺跡（前田屋敷地区）と境森遺跡（境森地区）で調査を行いました。その結果、水田跡は見つからな
かったものの、地下には過去の浅瀬石川の流路とその「後背湿地」があることがわかりました。

Ｑ２ なぜ「北限」の稲作ができたのか？
　イネはおよそ１万年前に中国の長江という川の中下流域で栽培が始まり、東アジアに広がったと考えられています。
　日本へは約2700年前（縄文時代の終わり頃）に北九州へ入り、最古の水田跡が菜畑遺跡（佐賀県）で見つかっていま
す。これが弥生時代の始まりにあたると同時に、木製農具や石包丁など弥生独自の道具が定着します。また、貯蔵や炊
飯に特化した弥生土器も生まれます。これまでは一気に伝播したと考えられていましたが、この影響が北東北に到達す
るのは、イネが日本に入ってから約300年後になります。

⬅⬅ ボーリング調査ボーリング調査　直径５㎝の筒を深さ１mほど刺して、地下の土壌を　直径５㎝の筒を深さ１mほど刺して、地下の土壌を
取り出します。取り出した土壌は「コア」と呼ばれ、遺跡の有無だけ取り出します。取り出した土壌は「コア」と呼ばれ、遺跡の有無だけ
でなく、地中に含まれる花粉や木炭を調べることで当時の環境がわでなく、地中に含まれる花粉や木炭を調べることで当時の環境がわ
かってきます。すべて手作業のごく小さな調査ですので、その土地かってきます。すべて手作業のごく小さな調査ですので、その土地
や遺跡に影響を与えることはほとんどありません。や遺跡に影響を与えることはほとんどありません。令和元年10月17日　境森地区令和元年10月17日　境森地区
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トレンチ調査➡︎トレンチ調査➡︎
　遺跡がありそうな場合、　遺跡がありそうな場合、
具体的にどのような痕跡具体的にどのような痕跡

（遺構）が残っているか調（遺構）が残っているか調
べるために、細長い溝（トべるために、細長い溝（ト
レンチ）を掘って確認しまレンチ）を掘って確認しま
す。大学が実施する調査す。大学が実施する調査
は「学術調査」と呼ばれ、は「学術調査」と呼ばれ、
期間と予算が限られてい期間と予算が限られてい
ますが、最大の成果を目ますが、最大の成果を目
指して取り組んでいます。指して取り組んでいます。
高樋（１）遺跡では、水田高樋（１）遺跡では、水田
と思われる遺構が見られ、と思われる遺構が見られ、
現在分析を進めています。現在分析を進めています。

　もともと温暖な地域で生まれたイネは、気候差に弱かったとみられま
す。一般的に、イネが生育するうえで必要な最小温度要求量（イネの生育
できる期間の日平均気温の積算温度）は3500℃であり、その境界線を見
ると、現在の気温で新潟平野から仙台湾周辺にかけて中部高地をう回する
ような形になります。それよりも北側に位置する津軽平野は3000℃ほど
のところに位置し、在来種では早生品種でないと最近まで栽培が難しいと
されてきました。ところが、垂柳遺跡ではイネが北緯40度を超えて展開
していました。こうした例は世界史上でも稀であり、その理由の一つに気
候の温暖化が指摘されていますが、イネの品種にも秘密がありそうです。

　イネは火災などで偶然焼けて炭になると、地中でも長く残ります。そこ
で、遺跡から出てくるイネの形態と DNAを調べました。分析の結果、い
わゆるジャポニカ種に相当する DNAが検出され、特に、今ではほとんど
作られていない品種「熱帯ジャポニカ」が含まれていることが判明しまし
た。「熱帯」というと誤解するかもしれませんが、暑さ・寒さに強く、湿
地のような立地の悪い場所でも生育できる品種です。どうやら先人は、ほ
場の知識だけでなく、品種をある程度意識し、管理していたこともわかっ
てきました。

Ｑ３ 人々はどこに住み、水田はどこまで広がっていたのか？　高樋地区を試掘
　村内にある弥生時代の遺跡群最大の謎です。大規模
な水田跡は見つかっても、その田んぼを耕していた
人々の居住域がわかっていません。そこで、高樋（１）
遺跡（高樋～垂柳地区）では「トレンチ調査」という方
法により、垂柳遺跡にて耕作していた人々の集落の実
態を調査しています。また、これまで村内で発掘され
た遺物を再整理し、村内にある弥生時代の遺跡群の全
体像解明にも取り組んでいます。まだまだ田舎館村に
は、日本史を書き換えるほどの謎を紐解く“カギ” が
眠っているようです。
　令和２年度は秋ごろに再び村内で発掘調査を予定し
ており、これまでの分析成果や、新たな発見など、別
の機会で地域の皆さんに紹介していく予定ですので、
ご期待ください。

⬆出土した米⬆出土した米　考古学は近年、理系の研　考古学は近年、理系の研
究と協力することで、新たな発見が生ま究と協力することで、新たな発見が生ま
れつつあります。弘前大学は出土イネをれつつあります。弘前大学は出土イネを
研究する唯一の研究機関で、全国の情研究する唯一の研究機関で、全国の情
報が集まってきます。この情報をもとに報が集まってきます。この情報をもとに
した品種開発など、新たな育種にも貢献した品種開発など、新たな育種にも貢献
しています。しています。

⬆垂柳遺跡出土資料の調査⬆垂柳遺跡出土資料の調査　過去の調査で村　過去の調査で村
内から出土した土器の復元を学内で進めてい内から出土した土器の復元を学内で進めてい
ます。ます。

令和元年10月18日～20日　高樋地区令和元年10月18日～20日　高樋地区
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話 題 い ろ い ろ

8/10 無病息災を願う

　諏訪堂地区の稲荷神社の例大祭に合わせて、敬神会
による権現様が行われました。権現様と呼ばれる獅子
頭が地区内の家々を訪れるこの行事は、お盆前の行事
として毎年実施されているもので、この日は会員14
人が参加。神殿で獅子頭を担いだ会員が「神楽権現
舞」を披露して奉納後、神社を出発し、天狗や地域の
神様に扮した一行とともに地区内を巡りました。訪れ
た家々では神主役がお払い棒を振って家内安全を祈願
したほか、出迎えた住民の頭を獅子頭がかじり、無病
息災を願っていました。16日には前田屋敷地区でも
神明宮の敬神会による同様の行事が行われています。

　コロナ禍による行事の中止が相次ぐ中、村内の
一部では感染防止に配慮して夏の行事が催され、
訪れた住民らが夕涼みのひと時を過ごしていまし
た。

夏の思い出に

8/2～8/6　前田屋敷ねぷた愛好会によるねぷた展示（前8/2～8/6　前田屋敷ねぷた愛好会によるねぷた展示（前
田屋敷地区）田屋敷地区） 8/13　生魂神社宵宮（田舎舘地区）8/13　生魂神社宵宮（田舎舘地区）

7/16　豊受神社宵宮（豊蒔地区）7/16　豊受神社宵宮（豊蒔地区）

　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、８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。
・８月29日　第31回青森県消防操法大会（青森県消防協会）
・９月10日　赤ちゃんふれあい教室（厚生課）
・９月13日、20日　第62回地区対抗野球大会（村スポーツ協会）
・９月22日　第25回村民卓球大会（村スポーツ協会）　　　　　・９月下旬　体力テスト（教育委員会）

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　　　　（8月28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。

（8月31日現在）

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（土・日・祝日を含む）
　☎0120－565653　　※聴覚に障害がある方など、
　電話が難しい場合は FAX 03－3595－2756

　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

青森県新しい生活様式対応推進応援金
　青森県では「新しい生活様式」の実践による感染拡大
防止に取り組む県内事業者を支援します。
○要　件／県内に事業所がある中小企業法人と個人事業

主で、次の全てに該当するとき。ただし、大企業は除
きます。

①４月30日以前に開業し、その事業収入に伴う税の申
告をしており、事業継続の意思があること。

②１月以降の特定の月の月間事業収入が前年同月と比べ
て２割以上減少

③「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方
針」や業種ごとのガイドライン等を踏まえて適切な感
染防止対策に取り組んでおり、その内容を自社従業員
や顧客に周知していること

※上記①、②について、開業して間もない場合はこの限
りではありませんので、詳しくはご相談ください。

○給付額／１事業者につき100,000円
○申込方法／申請書は青森県のホームページ（アドレス

はこのページ上部を参照）で公開しているほか、県
庁、地域県民局等がある県の合同庁舎、各商工会議
所・商工会に配置していますので、所定の書類をご用
意のうえ、県庁へ郵送で申請してください。

○申込締切／９月30日（水）
▷問い合わせ／同相談窓口　☎0120－945－769
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エール津軽！！スタンプラリー応募用紙
８市町村の参加店でお買い物しよう

参加店および応募箱
設置場所はこちら➡

参加店で市町村の
スタンプをもらおう

ひろさき くろいし ひらかわ

いなかだて FREE

※8市町村どこの
　スタンプでも
　OK！

にしめや

ふじさき いたやなぎ おおわに

▼広報8月号 P.4掲載関連 エール津軽 !!スタンプラリー用台紙▼広報8月号 P.4掲載関連 エール津軽 !!スタンプラリー用台紙



消毒液を寄贈しました
　保健協力員会では、村の介護保険事業計画により地域
密着型に指定されている介護保険サービス事業所３施設
に対し、それぞれアルコール消毒液５本を寄贈しまし
た。７月30日、阿保留美子会長ほか協力員３人が１施
設目となるグループホーム岩木望（畑中地区）を訪問し、
工藤祥昭施設長に消毒液を手渡しました。寄贈にあた
り、阿保会長は「施設の皆
さんの消毒に役立ててほし
い」と話し、工藤施設長も

「職員と入所者で活用し、感
染予防に万全を期したい」
と応じました。
○寄贈先／掲載は訪問順
・グループホーム岩木望（〔有〕みや・コーポレーション

／畑中地区・７月30日（木）訪問）
・特別養護老人ホームやすらぎの郷（〔福〕田舎館村社会

福祉協議会／八反田地区・７月31日（金）訪問）
・グループホームえびすいなかだて（〔有〕ファイブ・ワ

ン／川部地区・７月31日（金）訪問）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

高収益作物次期作支援交付金
　新型コロナウイルスの影響により、売り上げの減少等
の影響を受けた高収益作物（野菜・花き・果樹・茶）生
産者の方で、所定の要件を満たしている場合は、次期作
に向けた取り組みに対する交付金の支援が受けられま
す。様々な支援内容がありますので、まずはご相談くだ
さい。
○申込締切／９月25日（金）
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

村内の中小企業等へ緊急支援給付金
○対　象／次の（ア）～（エ）全てに該当する事業者。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。

（ア）村内事業所で常時使用する従業員数が、卸売業・
小売業・飲食業・サービス業が６人以上、それ以
外の業種は21人以上

（イ）村内に事業所を有する個人・法人
（ウ）村内事業所における３月～７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、８月１日
現在で現に事業が営まれていること

○給付額／

業　種 従業員数 給付額
卸売業・小売業・飲食
業・サービス業 6人～50人

300,000円
製造業等その他の業種 21人～50人

全業種
51人～100人 500,000円

101人以上 100万円

○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
・村内事業所の事業収入額において、減収月と前年同月
（事業開始から１年未満の場合は月平均）それぞれの
収入を示した帳簿等の写し

・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／10月30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316）

令和２年９月号・いなかだて8

新型コロナウイルス感染症に関する支援等

郵 便 は が き

63円切手を
貼り郵送す
るか、指定の
応募箱へ投
函してくだ
さい。

０ ３ ６ ８ ５ ５ １

弘前市上白銀町１の１
弘前市役所　国際広域観光課内

※応募用紙１枚で１コース応募できます。
※いただいた個人情報は本企画当選者への景品発送以外の目的には使用しません。

アルファベットを
ご記入ください
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エール津軽！！
プロジェクトチーム事務局　行き

スタンプラリー応募用紙
Ａ  特賞 スタンプ９個
Ｂ  １等 スタンプ９個
Ｃ  ２等 スタンプ５個
Ｄ  ３等 スタンプ３個

〒
住所

電話番号

応募コース

氏名
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I n f o rm a t i o n
お知らせ

納税相談

と　き ところ

休　日
９月27日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
９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）

今月の粗大ごみ収集日
　９月23日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

今月の納税
　固定資産税（３期）、国民健康保険税（３期）、介護保
険料（３期）、後期高齢者医療保険料（３期）
▷問い合わせ／
　固定資産税…税務課固定資産係（内線121）
　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
10月19日（月）～25日（日）は行政相談週間です
　毎日の暮らしの中で、役所が行う仕事に関する苦情や
意見、要望などがあった時の最も身近な相談相手は行政
相談委員です。道路・河川、年金、医療保険、老人福
祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓
口サービスなど、役所が行う仕事について、
・苦情や要望を直接申し出にくい、どこへ話したらよい

かわからない
・制度や仕組みを知りたい
・困りごとがあるが、どこに相談してよいかわからない
など、お気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は守ります。
○と　き／10月19日（月）　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）

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／10月３日（土）、10日（土）、17日（土）、
　24日（土）、31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）

しっかり積み立て、がっちりサポート
ご存じですか？農業者年金

Q１　農業者年金とは？
　国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入でき
る年金制度です。60歳未満の国民年金第１号被保険者

（保険料納付免除者を除く）で、年間60日以上農業に従
事する方が加入でき、保険料は月額20,000円～67,000
円で自由に選べます。また、39歳未満で農業所得が900
万円以下の場合、認定農業者で青色申告者等の条件を満
たせば、政策支援加入で保険料の国庫補助が受けられま
す。
Q２　安心して加入できる制度なの？
　少子高齢化時代に強い積立方式の年金です。
　現在の農業者年金制度は、自らが積み立てた保険料と
その運用益により、将来受け取る額が決まります。加入
者や受給者数に左右されにくい、長期的に安定した制度
です。
Q３　税制面でメリットがあるってほんと？
　公的年金ならではの優遇措置として、支払った保険料
は全額が社会保険料控除の対象になり、所得税や住民税
の節税に効果的です！また、将来受け取る農業者年金
も、公的年金等控除の対象です。
▷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。

粗大ごみはルールを守って出しましょう
　粗大ごみ収集日は、毎月第４水曜日です。粗大ごみを出す際は、各地区にあるごみステーションが粗大ごみに対応
しているか確認し、当日の午前８時までに出してください。
　村指定のごみ袋に入る大きさのもの（一辺の長さが50㎝未満）は粗大ごみとして収集しません。また、粗大ごみ収集
日に燃やせないごみを出しても収集しません。収集されなかったものは、出した人が責任をもって撤去してください。
　なお、最近は粗大ごみの排出量が増えています。一度にいくつも出すと収集不能になりますので、量が多い場合は
直接、黒石地区清掃施設組合へ搬入（10kgあたり税込み100円）するようお願いいたします。
　ご利用の際は、以下についてもお気をつけください。
（ア）収集しないもの…スプリングマット、農業用資材や農機具、タイヤ・ホイー

ル等の自動車用品、シンナー、薬品類、バッテリー、機械油や廃油、家電リ
サイクル法による４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、
エアコン）

（イ）自転車…荷札等で必ず「ごみ」と明示し、「出した方の氏名」も記入してくださ
い。

（ウ）ストーブや油タンク…大小に関係なく粗大ごみとなり、必ず灯油を抜き取ってお出しください。
（エ）取付業者が取り外したガステーブル、トイレ、浴槽、流し台、換気扇などの事業系ごみは収集しませんので必ず

業者に引き取ってもらいましょう。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

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

7/28 上水工第２号：水道メーター取
替工事 2,431,000円 2,277,443円 高樋ほか GON設備 10/2

8/5 第16号：防火水槽撤去工事 6,776,000円 6,490,000円 八反田 ㈱丸勝小野商事 11/5

8/5 第17号：川部10号線付帯道路
側溝整備工事 3,487,000円 3,344,000円 川部 ㈱阿保建設 11/16

8/5 第18号：田光橋剥落防止工事 1,903,000円 1,826,000円 前田屋敷 東青建設㈱ 11/16

入札日 業務名 予定価格 落札価格 事業場所 業者名 終了日

7/28 田舎館村水道事業ビジョン及び
アセットマネジメント策定業務 7,480,000円 6,820,000円 田舎館村 ㈱日水コン青森事務

所
R3/ 
3/26

7/28 田舎館村飲食店応援事業運営業
務 21,979,000円 20,559,000円 田舎館村 ㈱アール・エー・ビー

サービス弘前支店
R3/ 
3/19

8/5 二津屋１号線外用地測量業務 6,204,000円 5,775,000円 東光寺 東北建設コンサルタ
ント㈱ 12/28

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

8/5 田舎館村児童館備品一式 9,226,000円 8,905,050円 田舎館村
児童館　 ㈱弘前事務機器商会 R3/ 

2/26

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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I n f o rm a t i o n

岩間 信
しんげん

弦くん
H29/1/6生

和　泉

橋本依
い ち か

知佳ちゃん
H28/11/29生

新　町

小山内 澪
れい

くん
H29/1/18生

境　森

境 諒
りょうま

真くん
H28/12/22生

和　泉花田 真
み な り

成ちゃん
H29/1/14生

八反田田澤 彪
あ や と

仁くん
H29/1/10生

諏訪堂

「むし歯にならないよう
に頑張ろうね！」

「歯みがき頑張ろう！」 「むし歯ゼロ頑張るぞ !!」 「歯みがき頑張るぞー!!」

木村 瑠
る あ

愛ちゃん　　　璃
り あ

愛ちゃん
H29/1/27生

鈴木 美
み あ

葵ちゃん
H28/12/26生

前田屋敷

和　泉田澤 純
じゅん

くん
H29/1/11生

諏訪堂

〔７月31日実施　３歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

「むし歯ができないよう
に頑張ります！」

「むし歯ゼロで頑張る
ぞ !!」

「毎日歯磨き頑張っています！」

「むし歯のバイキンやっ
つけるぞ !!」

「これからも歯みがき頑
張るぞ !!」

「歯みがき頑張るぞ！」

「むし歯ゼロ！バイキン
バイバーイ !!」

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

山本 悠
ゆうせい

惺くん
H28/12/9生

大　曲 品川 葵
あおい

くん
H28/12/16生

畑　中
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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／10月13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）

総務省・青森県・田舎館村
国勢調査にご協力を

　日本に住む人や世帯の状況を明らかにするため、５年
に１度の日本で最も重要な「国勢調査」を、10月１日時
点で実施します。
　この統計調査の結果は、生活環境の改善や防災計画な
ど、私たちの生活に欠かせない様々な施策の基礎資料と
して利活用されます。新型コロナウイルス感染防止のた
め、調査員は検温、マスクとフェイスシールドの装着、
手指の消毒などの対策を講じて世帯を訪問します。
　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）

農地の借り受け・貸し付けを募集中
農地中間管理事業で有利に規模拡大！

　（公社）あおもり農林業支援センターでは、青森県か
ら指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
　この事業は、出し手（経営規模を縮小する農家）から
センターが農地を借り入れ、受け手（規模を拡大する農
家）へ、まとまった農地を貸し付けるものです。
　受け手の公募はセンターのホームページ http://www.
aoimori-norin.jp/に掲載するほか、役場１階産業課で
も随時受け付けしています。また、出し手として農地を
センターに貸したい方も役場１階産業課にお問い合わせ
ください。
　なお、農作業受委託を利用権設定に切り替える場合
は、受託していた受け手へ優先的に貸し付けることがで
きますので、ご相談ください。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線143）
　あおもり農林業支援センター　☎017－773－3131

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）

田舎館村長選挙　　　　　10月27日（火）　　　　　11月１日（日）
　任期満了に伴う田舎館村長選挙が11月１日に執行されます。あなたの貴重な一票を投票して、政治へ積極的に参加
しましょう。なお、投票所では新型コロナウイルスの感染防止に努めますが、さらなる予防のため、お越しの際はマ
スク着用にご協力ください。
○投票時間／午前７時～午後７時　　○投票所／投票所入場券に記載されている、各地区で指定された投票所
○投票できる方／平成14年11月２日までに生まれた方で、令和２年７月26日以前から田舎館村の住民基本台帳に登

録され、投票日まで引き続き村内に住所がある方

▷問い合わせ／選挙管理委員会（内線226）

告示日 投票日

立候補予定者説明会
　この選挙に立候補を予定されている方
を対象に、立候補届出に関する説明会を
次のとおり開催します。
○と　き／10月５日（月）
　　　　　午後２時
○ところ／役場３階第１・２委員会室

期日前投票・不在者投票
　投票日当日に仕事や用事などがある方は、期日前投票ができ
ます。また、青森県が指定している病院・介護施設等に入院

（入所）している方、仕事などで村外に滞在している方は不在
者投票となりますので、お早めに請求手続き（告示日前可能）
をお取りください。
○と　き／10月28日（水）～31日（土）
　　　　　午前８時30分～午後８時
○ところ／役場１階エントランスホール
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国民年金だより
年金生活者支援給付金制度

　公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受
給者の生活を支援するために、年金に「年金生活者支援
給付金」を上乗せして支給しています。受け取りには請
求手続きが必要となり、そのご案内は日本年金機構（年
金事務所）が実施します。
○対　象／
①老齢基礎年金を受給している65歳以上で、次の要件

をすべて満たしている方
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
②障害基礎年金や遺族基礎年金を受給しており、前年の

所得額が約462万円以下の方
○給付額／月額約5,000円（前年所得額や保険料納付期

間などに応じて変動します。）
○請求方法
　対象となる方には10月中旬から順次、日本年金機構
から請求手続きのご案内が届きます。同封のはがき（年
金生活者支援給付金請求書）に記入し、返送してくださ
い。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に
ご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きし
たり、手数料などの金銭を求めたりすることはありませ
ん。この給付金の請求手続きでお困りのときには、ねん
きんダイヤル0570－05－1165へお電話ください。
▷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

野生鳥獣による農作物への被害を防ごう
　村内ではタヌキやアナグマなどによる農作物への被害
が年々増加しており、被害防止のために、地域では次の
ことを心がけましょう！
①生ごみを放置しない（園地に果実や野菜を放置しない）
②軒下や屋根裏に侵入できないようにする
③見かけても刺激を与えない
④地域で草刈りを行い、見通しのよい環境にする。
被害・侵入の形跡があった場合は
　役場１階産業課へご連絡ください。現地の巡回や箱ワ
ナの設置を行います。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

安全確認もう一度
秋の農作業安全確認運動

　収穫作業が最盛期を迎える秋季は、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。
○実施期間／10月31日（土）まで
・定期的な機械の点検を心がけましょう。
・慣れた作業でも油断せず、注意して行いましょう。
・必ず、作業の合間に十分な休憩を取りましょう。
・自分を過信しすぎず、無理のない作業をしましょう。
・一人での作業は避けましょう。やむを得ず一人で行う

場合は、家族に作業場所を伝え、
携帯電話を持ちましょう。

・家族や周りの人など、地域全体で
注意を呼び掛けましょう。

▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

I n f o rm a t i o n

排水設備工事責任技術者試験
　適正な排水設備工事を行うため、責任技術者の資格試験が次のとおり実施されます。なお、受験資格には一定の要
件がありますので、お問い合わせください。
○とき・ところ／11月19日（木）・弘前会場（青森県武道館）、青森会場、五所川原会場　ほか
○受験料／8,000円（振込手数料が別途必要）　　○申込書配布／役場２階建設課
○申込締切／９月30日（水）
▷問い合わせ／建設課下水道係（内線233）

青森県立弘前高等技術専門校　令和3年度入校生を募集します
○科目・定員／自動車システム工学科20人、建築システム工学科20人　　○訓練期間／２年間
○応募資格／高校を既卒か令和３年３月に卒業見込みの方、またはこれと同等以上の学力を有する方
○申込期間／９月28日（月）～11月18日（水）
○試　験／11月27日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▷問い合わせ／弘前高等技術専門校　☎32－6805

暮らしの情報
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津軽広域水道企業団　職員募集
○募集種目・受験資格・採用予定人員／いずれも高校卒

業程度の試験

初級土木 平成11年４月２日～
平成15年４月１日に
生まれた方

各職種１人
初級電気

○申込締切／10月７日（水）
○申込方法／ホームページ http://www.tusui.jp/から

ダウンロードできる受験申込書に必要書類を添えて提
出してください。

○１次試験／10月25日（日）・弘前市役所
▷問い合わせ／津軽事業部総務課　☎52－6033

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・ところ／

10月６日（火）
午後１時30分～午後３時30分

東奥日報新町
ビル４階

10月11日（日）
午前10時30分～午後０時30分

弘前文化セン
ター２階

▷問い合わせ／あおもり労働相談ダイヤル
　　　　　　　☎0120－610－782

お金や暮らしの悩み無料相談
　消費者信用生活協同組合による相談会で、専門スタッ
フや弁護士が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。
○と　き／９月26日（土）　午前10時～午後４時
○ところ／弘前市総合学習センター
○内　容／多重債務、遺産相続、不動産売買、税金等の

滞納、DV、離婚など
▷問い合わせ／青森事務所　☎0120－102－143

婚活イベント　ダムツーリズム満喫
ワインパーティin西目屋村

○と　き／10月17日（土）
　　　　　午後３時30分～午後８時30分
○ところ／西目屋村内
○対象・定員／20歳～40歳代の独身男女、各８人
○参加料／男性3,500円、女性2,500円
○申込締切／10月２日（金）
▷問い合わせ／西目屋村役場住民課　☎85－2803

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／10月12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／ヨーガ教室　
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

家族介護者のつどい
　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／10月22日（木）　午前10時～正午
○ところ／ふれあいセンター大広間
○テーマ／高齢者の消費者被害防止　
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

10月１日～７日は公証週間
　公証人は法務大臣から任命された法律の専門家とし
て、国民の権利保護と私的紛争の予防に取り組んでいま
す。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
①公正証書から契約書、遺言書、養育費の給付契約書な

どを作り、大切な財産や、子どもの未来を守ります。
②任意後見契約書により老後の安心を確保します。
③会社等を設立するための定款を認証します。
④私署証書において、文書の存在を証明します。
弘前公証役場は移転しました
○ところ／弘前第一生命ビルディング７階
　　　　　（弘前市駅前２丁目２－３）
▷問い合わせ／弘前公証役場　☎34－3084

令和３年度募集
プロジェクト支援助成事業

○対象事業／人材育成、技術開発、商品開発、市場・販
路開拓、観光開発、スポーツ・文化交流　ほか

○助成内容／助成対象事業費の５分の４以内
○申込方法／要望書の様式をホームページhttp://www.

jomon.ne.jp/~mozaidan/で公開しています。必要
事項をご記入のうえ、提出してください。

○申込締切／10月31日（土）
▷問い合わせ／むつ小川原地域・産業振興財団
　　　　　　　☎017－773－6222
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I n f o rm a t i o n

＃おいしい古
こ つ が る

津軽　投稿キャンペーン
　「津軽の人に愛されている」「どこか懐かしい」など、
古きよき津軽ならではの食（お店で購入できる加工品・
食べることができるメニュー）と提供店名に、思い出な
どのエピソードを交えて投稿すると、抽選で40人に景
品が当たります。
○景　品／
　プチ・イモ当て（11個入り・佐藤製菓）　10人
　古津軽の鳥居の鬼コ缶バッチ　30人
○投稿方法／ Instagramに写真と「＃おいしい古津軽」で

投稿してください。なお、電子メールや郵送、FAXで
の応募も可能ですので、詳しくはお問い合わせくださ
い。

○応募締切／９月30日（水）
▷問い合わせ／中南地域県民局地域連携部
　☎32－2407　 ch-renkei@pref.aomori.lg.jp

弘前大学教育学部附属小・中学校
令和３年度入学者選考等　合同説明会

　受検を希望される方は、ご参加ください。当日、出願
書類を配布いたします。詳しくは10月１日以降、各校
のホームページに掲載いたします。
○と　き／10月20日（火）
○ホームページアドレス／
・小学校 https://home.hirosaki-u.ac.jp/fushou/
・中学校 http://www.fuchu.edu.hirosaki-u.ac.jp/
▷問い合わせ／小学校　☎32－7202
　　　　　　　中学校　☎32－7201

建設業を営む方へ
知っていますか、建退共制度

　建退共制度は、建設現場労働者と建設業を営む中小企
業のために設立された退職金制度です。
現場で働く方のために
①国の制度なので安心、確実。手続きも簡単です。
②経営事項審査で加点評価の対象になります。
③掛金の一部を国が助成しています。
④掛金は日額310円で事業主負担ですが、法人は損金、

個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税と
なります。

⑤事業主が変わっても退職金は事業者間を通算して計算
されます。

▷問い合わせ／建設業退職金共済事業本部
　　　　　　　☎03－6731－2867

eLTAX（エルタックス）が便利です
　青森県では、eLTAX（地方税ポータルシステム）https://
www.eltax.lta.go.jp/を利用したインターネットによる
法人県民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人特
別税の申告、法人設立届や異動届などを受け付けしてい
ます。eLTAXを利用すると、申告書等を窓口に持参し
たり、郵送したりする必要がありません。ぜひ、ご利用
ください。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131

弘前地区消防事務組合　危険物取扱者試験と事前講習会
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 受付期間

11月７日（土） 弘前東高等学校 ９月18日（金）～10月５日（月）、電子申請は９月15日（火）～10月２日（金）

○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
事前講習会
○と　き／10月15日（木）～16日（金）の２日間　午前９時30分～午後４時30分
○ところ／黒石消防署２階大会議室　※新型コロナウイルスの状況によっては、中止となる可能性があります。
○対　象／乙種第４類の受験者
○受講料・テキスト代／受講料等は講習日１日目の会場にて徴収します
　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）
○申込締切／９月27日（日）
○申込先／消防本部予防課、最寄りの消防署・分署
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104
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弘前圏域市民後見人養成研修
　成年後見人に必要な知識を習得し、地域の認知症者な
どのサポートにあたる人材「市民後見人」を養成する全
10回の研修を弘前市内で開催します。研修の内容や日
程はお問い合わせください。どんな人でも安心して暮ら
せる地域づくりに貢献してみませんか。
○と　き／10月17日（土）～12月19日（土）の期間の

毎週土曜日
○対　象／25歳以上70歳未満で全ての研修を受講でき

る見込みの方、30人
○参加料／無料
○申込締切／10月２日（金）
▷問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター
　　　　　　　☎26－6557

天然素材とアロマオイルで作る
手作りハンドクリーム体験

○と　き／10月16日（金）
　　　　　午前10時30分～正午
　　　　　午後１時30分～午後３時
○ところ／ヒロロ４階 弘前市民文化ホール　　
○対　象／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、

大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の方、各回15人
○参加料／1,500円
○申込方法／郵便はがきか電子メールに、①郵便番号・

住所、②氏名・ふりがな、③希望時間、④年齢、⑤電
話番号を明記してお申し込みください。１回の応募で
２人までお申し込みできます。

　〒036-8003　弘前市駅前町９－20ヒロロ３階
　津軽広域連合　手作りハンドクリーム体験係
○申込締切／９月30日（水）　※当日消印有効
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201
　　　　　　　 rengou@tsugarukoiki.jp

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14日（土）　午前９時～午後４時、11

月15日（日）　午前９時～午後３時15分の２日間
○ところ／青森中央学院大学
○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／10月30日（金）
▷問い合わせ／青森県医師会健やか力推進センター
　　　　　　　☎017－763－5590

自動車の点検整備で環境を守ろう
　自動車は私たちの生活にとって、必要不可欠な存在と
なっています。その反面、故障、不具合による事故、排
気ガスによる地球温暖化や大気汚染などへの対応が課題
となっており、ユーザーが自らできる対策として、定期
点検整備があります。
　一般的な自家用乗用自動車の定期点検整備では車検

（２年点検）のほかに１年点検があり、「故障を防ぐため
の予防整備」という役割もあります。しかし、定期点検
整備の実施率は決して高くはありません。
　国土交通省では自動車点検整備推進運動（９月１日～
30日：全国統一強化月間、10月１日～31日：地方独
自強化月間）を展開して、自動車の保守管理の徹底を推
進しています。地球環境を守り、安全に自動車を使用で
きるよう、適切な点検整備を行いましょう。
▷問い合わせ／東北運輸局青森運輸支局
　　　　　　　☎017－715－3320

青森県立美術館　演劇ワークショップ兼「音楽劇アレコ」出演者オーディション
　令和３年10月に開催予定の「音楽劇アレコ」に先立ち、発声や動作など、演劇の基礎的な身体表現を学ぶワーク
ショップを県内３会場で開催します。ワークショップ後、面談を受けた方の中から４人程度を、「音楽劇アレコ」の出
演俳優として選考します。
　ワークショップだけの参加も可能ですので、お気軽にお申し込みください。
○とき・ところ／10月18日（日）　午後１時から２時間程度・下北文化会館（むつ市金谷１－10－１）
　　　　　　　　10月24日（土）　午後１時から２時間程度・青森県立美術館（青森市安田字近野185）
　　　　　　　　10月25日（日）　午後１時から２時間程度・友の会福祉会館（八戸市長根１－２－８）
○参加資格／応募時点で20歳以上の、県内にお住まいの方
○参加料／無料
○申込締切／10月８日（木）
▷問い合わせ／青森県立美術館　☎017－783－5243
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▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）
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７月21日～８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

・手っ取り早くウマい酒が飲みたい!!　ビールめし
 とっくん／著　KADOKAWA
・一生困らない自由を手に入れるお金の教室
 森本貴子／著　大和書房
・精神科医が教える　ストレスフリー超大全
 樺沢紫苑／著　ダイヤモンド社
・やせ筋トレ　姿勢リセット
 とがわ愛・坂井建雄／著　KADOKAWA
・夜泣きが止まる本 菊地清／著　風鳴舎

・一人称単数 村上春樹／著　文藝春秋
・四畳半タイムマシンブルース
 森見登美彦・上田誠／著　KADOKAWA
・スキマワラシ 恩田陸／著　集英社
・ねぐせのしくみ
 ヨシタケシンスケ／著　ブロンズ新社
・も～っと　わけあって絶滅しました。
 今泉忠明・丸山貴史／著　ダイヤモンド社
 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
（８月末日現在）

男 3,642 （－3）

女 4,078 （－1）

計 7,720 （－4）

世帯 2,820 （±0）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（８月末日現在）

県　内 村　内

件 数 206（1,501） 1 （14）

死 者 3 （13） 0 （0）

傷 者 243（1,822） 1 （18）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます

長　内　暖
はる

　樹
き

 くん
（拓也・恵莉）大 根 子

葛　原　麗
りお

　登
と

 くん
（裕之・里子）豊　　蒔

木　村　奏
かな

　大
た

 くん
（圭太・和希子）畑　　中

齋　藤　日
ひ

　和
より

 ちゃん
（泰之・歩）八 反 田

古　村　しいな ちゃん
（斗詩晴・律子）田 舎 舘

ご結婚おめでとうございます

下　総　浩　太 秋 田 県
田　澤　真　由 諏 訪 堂

八木橋　貴　志 境　　森
　今　　虹　歩 黒 石 市

おくやみ申し上げます

石郷岡　　弘　 （77歳） 境　　森
小　野　昌　康（80歳） 畑　　中
松　橋　　満　 （69歳） 川　　部
小　野　タ　マ（96歳） 東 光 寺
宮　館　カ　チ（92歳） 高　　樋

（
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 10 月 8 日（木）の予定です。

佐々木茉
ま ほ

帆さん（畑中）
「学校に来て一番楽しいこと
は友だちとのおしゃべり。授
業は音楽が得意で、歌を歌う
ことが好きです。中学校では
吹奏楽をやってみたい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

Happy Birthday 9月生まれのおともだち

※10月生まれのお子さん募集（9／20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。

H28/9/26生 H25/9/11生 H28/9/6生 H28/9/6生
「お外遊び大好き！元気
いっぱいの長女！これか
らもスクスク育ってね♡」

「頼りになるお姉ちゃん
になってきました♪いつ
もありがとう☆」

「おしゃべり大好き♫い
つもみんなを笑わせてく
れてありがとう☆」

「妹ができてすっかりお
姉ちゃん♪仲良し姉妹に
なってね♡」

小野 瑠
る か

夏ちゃん 岩間 優
ゆ は な

花さん 田澤 楓
ふ う ま

磨くん 一戸 琉
る あ

愛ちゃん

前田屋敷 和　泉 諏訪堂 前田屋敷

コロナ禍の中で

　 7月11日、田舎館こども園で児童のみを対象
としたミニ縁日が開かれました。新型コロナウイル
スの影響により児童と保護者が参集する例年の納
涼行事を中止とした代わりに行われたもので、0
歳～5歳児約100人が遊戯室に用意されたくじ引
きやヨーヨー釣りに参加し、夏らしいひと時を楽し
んでいました。

米こめくんが妖怪アマビエ風に米こめくんが妖怪アマビエ風に
商品券に米ビエくんが登場商品券に米ビエくんが登場

　新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるなか、
疫病退散の御利益があるとされる日本の妖怪「アマビ
エ」が話題となっています。「アマビエ」は江戸時代末
期の刷り物に登場した妖怪で、豊作や疫病などに関す
る予言をしたとされ、「疫病が流行したら私の姿を描
いた絵を人に見せなさい」と言って海に消えたと伝え
られています。そこで、村の田んぼアート PR特命係
長を務めるお米の妖精「米こめくん」も、新型コロナ
ウイルス感染症対策キャラクターとしてアマビエに扮
装することに！
　10月１日から、村内の商店等で「田舎館村商品券」
がお使いいただけます。村内の全世帯を対象に１世帯
あたり5,000円分の商品券を９月下旬から郵送で配
布するもので、商品券には疫病退散を願った米ビエく
んをあしらっています。ぜひご利用ください。

紫稲（紫大黒）の紫稲（紫大黒）の
米こめくん米こめくん

衣装を着替えて…衣装を着替えて…

妖怪アマビエ風に！妖怪アマビエ風に！


