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依存財源
35億4,161万6千円

78.8％

44億9,340万6千円
歳 入 

41億7,010万円
歳 出 

自主財源
9億5,179万円
21.2%

地方交付税
16億9,538万7千円

37.7%

国庫支出金
4億2,524万9千円

9.5%村債
9億5,470万円
21.2%

村税
6億12万8千円
13.4%

繰入金 
1億円 2.2%

使用料・手数料
6,277万8千円 1.4%
諸収入 7,742万6千円 1.7%
分担金・負担金 
5,839万5千円 1.3%
その他 5,306万3千円 1.2%

地方消費税交付金
1億2,047万7千円 2.7%

その他 6,707万4千円 1.5%県支出金
2億7,872万9千円

6.2%

労働費 
488万2千円 0.1%

農林水産業費
1億5,378万5千円 3.7%

商工費
1億2,066万5千円 2.9%

教育費
10億9,692万8千円

26.3%

公債費
3億204万6千円 7.3%

消防費
1億7,691万9千円 4.2%

土木費
3億4,258万9千円 8.2%

議会費
4,989万9千円 1.2%

総務費
5億598万7千円
12.1%

民生費
11億282万3千円

26.5%

衛生費
3億1,357万7千円 7.5%

むらの家計簿を
公開します

　令和元年度決算が村議会９月定例会で
承認されました。皆様の納めた税金、国
や青森県などから入ったお金はどのくら
いで、どのように使われたのかご紹介し
ます。なお、千円未満は端数処理をして
います。

令和
元年度
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一般会計観光費等 むらおこし推進協議会
歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

入館料 5,379万5千円 維持経費 5,433万3千円 負担金 130万円 維持経費 707万4千円
補助金等 612万2千円 PR関係 566万5千円 受託金 620万円 PR関係 93万3千円
村単独費 501万9千円 投資経費 493万8千円 雑収入等 103万円2千円

繰越金 142万4千円
合計 6,493万6千円 6,493万6千円 995万6千円 800万7千円

　令和元年度の田舎館村展望台と弥生の里展望所の総入館者数は209,622人となりました（春の石アート、冬の
田んぼアート含む）。田んぼアート関連の経費は一般会計観光費等とむらおこし推進協議会の各々で決算してい
ます。

令和元年度  田んぼアート関連収支報告

このような事業等に使われています

特別・企業会計決算

〔総務費〕
◦屋外用テーブル・チェア� 495万5千円
◦地区行政経費補助金� 598万円
◦LED街路灯賃借料� 351万円�
◦街路灯付属木柱等更新工事費� 142万7千円
◦納税貯蓄組合補助金� 482万6千円
◦生活交通路線維持費等補助金� 1,094万1千円
◦村議会議員選挙費� 458万4千円

〔民生費〕
◦社会福祉協議会補助金� 1,256万7千円
◦国民健康保険特別会計繰出金� 6,849万8千円
◦光田寺コミュニティセンター
　　　　　　　　　工事関連経費� 3,174万4千円
◦ふれあいセンター設備修繕関連経費� 128万3千円
◦福祉灯油給付費� 103万7千円
◦介護保険特別会計繰出金� 1億2,479万2千円
◦障害福祉サービス費（児童含む）� 2億218万7千円
◦福祉バス等運行費� 1,059万2千円
◦教育・保育施設費� 3億1,621万4千円
◦児童館建設関連経費� 7,781万7千円

〔衛生費〕
◦後期高齢者医療広域連合負担金� 9,884万9千円
◦後期高齢者医療特別会計繰出金� 2,853万7千円
◦各種健診委託料� 2,156万4千円
◦各種予防接種事業費� 1,783万2千円
◦乳幼児・子ども医療給付費� 2,458万円
◦黒石地区清掃施設組合負担金� 5,468万7千円

〔農林水産業費〕
◦担い手確保・経営強化支援
　　　　　　　　　　　事業費補助金� 1,059万円
◦農業次世代人材投資事業補助金� 1,050万円
◦多面的機能支払交付金� 2,313万3千円
◦農業集落排水事業会計繰出金� 1,350万円

〔商工費〕
◦商工会補助金� 300万円
◦田んぼアート会場警備業務委託料� 1,761万8千円
◦第２田んぼアート関係業務委託料� 431万2千円
◦石アート制作工事費� 493万9千円
◦むらおこし推進協議会負担金� 110万円
◦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� 9,515万4千円
◦除雪対策費� 4,467万2千円
◦下水道事業会計繰出金� 1億3,627万6千円

〔消防費〕
◦消防事務組合等負担金� 1億4,703万6千円

〔教育費〕
◦通学バス運行業務委託料� 4,066万円
◦田舎館小学校エアコン取付工事費� 4,554万円
◦田舎館中学校エアコン取付工事費� 4,917万1千円
◦中央公民館及び村民体育館
　　　　　　　建設工事関連経費� 6億8,128万6千円
◦学校給食費� 8,391万2千円

〔国民健康保険〕
◦歳入� 9億4,618万3千円
◦歳出� 9億2,060万8千円

〔後期高齢者医療〕
◦歳入� 8,241万4千円
◦歳出� 8,081万4千円

〔介護保険〕
◦歳入� 10億7,595万8千円
◦歳出� 8億369万6千円

〔農業集落排水事業〕
◦収益的収入� 3,345万1千円
◦収益的支出� 2,811万6千円
◦資本的収入� 1,489万5千円
◦資本的支出� 2,065万5千円

〔下水道事業〕
◦収益的収入� 2億9,673万5千円
◦収益的支出� 2億3,248万8千円
◦資本的収入� 1億3,189万5千円
◦資本的支出� 2億1,896万9千円

〔水道事業〕
◦収益的収入� 1億8,803万7千円
◦収益的支出� 1億7,993万4千円
◦資本的収入� 0円
◦資本的支出� 4,390万9千円

▷問い合わせ／
　総務課財政係（内線224）

▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
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村職員の給与・定員管理等を公表します
　村職員の給与等は、村の条例・規則で定められています。村民の皆様に広く理解していただくため、その概要につ
いてお知らせします。

（１）人件費の状況 （普通会計決算）
年�度 住民基本台帳

人口（年度末） 歳出総額A 実質収支 人件費 B 人件費率
B／ A

前年度の
人件費率

R１ 7,720 41億7,010万円 3億54万2千円 6億526万5千円 14.5％ 15.1％
＊　人件費には特別職に支給する給料等を含みます。

（２）職員給与費の状況 （普通会計予算）

年�度 職員数A 給　　与　　費 １人あたり
給与費 B／ A給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

R２ 75 2億5,703万4千円 3,043万2千円 1億211万4千円 3億8,958万円 519万4千円
＊1　職員手当には退職手当を含みません。
＊2　給与費は補正予算（6月）で認定された額です。

（３）職員の平均給料・給与月額、平均年齢 （普通会計 ４月１日現在）
一般行政職 単純労務職

給　料 給　与 年　齢 給　料 給　与 年　齢
272,570円 303,027円 39.02 296,050円 313,800円 48.0

＊　給与とは扶養、住居、通勤、寒冷地の各手当１ヶ月あたりの額を含んだものです。

（４）職員の初任給 （４月１日現在）

一般行政職
（国家公務員と同様）

大　卒 182,200円

高　卒 150,600円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額 （４月１日現在）
区　　分 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満

一般行政職 大卒 243,400円 293,700円 ＊＊＊＊＊ 372,700円
高卒 228,000円 248,900円 309,900円 361,600円

単純労務職 高卒 — — ＊＊＊＊＊ —
＊　対象職員が１人の場合は当該箇所を「＊＊＊＊＊」としています。

（６）一般行政職の級別職員数 （普通会計 ４月１日現在）
級　別 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計

標準的な
職務内容

主　事
主事補 主事 係長

主査

所　　長
課長補佐
主　　幹
主任主査

課　　長
事務局長
所　　長

課　　長
事務局長 —

職員数 15 19 14 10 6 4 68
構成比 22.1％ 27.9％ 20.6％ 14.7％ 8.8％ 5.9％ 100.0％

＊1　村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
＊2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（７）特別職の給料等 （４月１日現在）
区　分 月　額 期　末　手　当

給　料
村　長 637,000円 　〔R１年度支給割合〕

　　　　６月期　　1.60月分
　　　　12月期　　1.65月分

計　　　3.25月分
副村長 530,000円（実支給390,000円）
教育長 483,000円（実支給360,000円）

報　酬
議　長 253,000円 　〔R１年度支給割合〕

６月期　　1.60月分
12月期　　1.65月分
計　　　3.25月分

副議長 223,000円
議　員 213,000円
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（８）職員手当の状況

期末・勤勉手当

〔R１年度支給割合〕　　　　　　　　�　　　　 期　末　　　　　　勤　勉
６月期　　　　1.25月分� 　　　　0.875月分
12月期　　　　1.25月分� 　　　　0.925月分
計　　　　　　2.5月分� 　　　　1.800月分

　　　　　　　　　　　　　　　職制の段階、職務の級別による加算措置：有

退職手当

〔４月１日現在〕　　　　����　　　�　　　���　　自己都合　�　　応募認定退職・定年
勤続20年　�　　19.6695月分　　　　24.586875月分　
勤続25年　�　　28.0395月分　　　� 　33.27075月分　
勤続35年　�　　39.7575月分　　　　　　47.709月分　
最高限度額　��　　47.709月分　　　　　　47.709月分　

　　　　　　　　　　　　　その他の加算措置：定年前早期退職措置（２〜45％加算）

扶養手当

配偶者 6,500円

配偶者以外
子　　　　　　　　 10,000円
父母等　　　　　　 6,500円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 １人につき5,000円加算

住居手当 借家・借間
月額12,000円��（１）月額23,000円以下　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を超える家賃　� 　　→家賃－12,000円の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）月額23,000円を超える場合　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　→（家賃－23,000円）×１／２＋11,000円の額（27,000円限度）

通勤手当 交通用具使用者　２km〜60km：2,000円〜29,800円　　60km〜：31,600円
＊　時間外、特殊勤務手当は省略します。

（９）部門別職員数と主な増減理由 （４月１日現在）
区　分

部　門
職員数 対前年増減数 主な増減理由R１年度 R２年度

一般行政

議　会 2 2
総　務 23 24 1 産休予定者を総務課付とした
税　務 7 8 1 会計区分の移動による
民　生 6 6
衛　生 8 7 △1　 環境衛生部門の事務見直し
農　水 7 7
商　工 4 4
土　木 5 5
小　計 62 63 1

特別行政 教　育 13 13
小　計 13 13

公営企業等

水　道 2 1 △1　 欠員不補充
下水道 1 1
その他 5 5
小　計 8 7 △1　

合　　計 83 83 0
＊1　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員法の身分を保有する休職者などを含み、臨時または非常
勤職員を除いています。

＊2　R２年度�定員管理調査より（津軽広域連合派遣職員含まず）

（10）定員管理の数値目標と進捗状況
① R5年４月１日までの数値目標
４月１日現在　職員数 R5年４月１日　職員数 増減数

84 90 6
②定員管理の年次別進捗状況（実績）の概要�（各年４月１日現在）

＊1　職員数は一般職に属する職員数
＊2　増減は、前年と比較した職員増減数

部　門 H26年計画開始期 H27年 H28年 H29年 H30年 R１年 R２年

一般行政 職員数 57 57 58 58 59 63 64
増　減 0 1 0 1 4 1

教　　育 職員数 13 13 14 13 13 13 13
増　減 0 1 △1　 0 0 0

公営企業等 職員数 9 9 10 9 9 8 7
増　減 0 1 △1　 0 △1 △1

計 職員数 79 79 82 80 81 84 84
増　減 0 3 △2　 1 3 0

▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

〔　　　　　　　〕
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話 題 い ろ い ろ

9/20 多彩な楽曲を披露

10/6 学習環境の充実を

　田舎館中学校吹奏楽部による吹奏楽コンサート
2020が同校体育館で行われ、１年〜３年生の部員
33人がこれまで重ねてきた練習の成果を披露しまし
た。コンサートは新型コロナウイルスの感染防止に配
慮し、館内の換気や観覧席の間隔をあけるなどの対策
が講じられる中、３年生によるアンサンブル曲「ハ
イ・ホー」で開演。感染症の影響で中止となった全日
本吹奏楽コンクールの課題曲やポップスなど14曲が
演奏されました。終盤はアンコールの声に応え、「テ
キーラ」の演奏で終幕を飾り、来場した保護者や地域
住民約100人からたくさんの拍手が送られていまし
た。

9/24 わらは燃やさないで

　中南地域県民局による稲わら焼却防止・有効利用推
進キャラバンの出発式が道の駅いなかだて「弥生の
里」駐車場で行われ、村を含む中南地域７市町村職員
や JA、農業共済組合関係者ら約30人が参加しまし
た。出発式では同局地域農林水産部の齋藤勉部長が
「稲刈り後のわら焼きは毎年問題になっており、青森
米のイメージを壊さないよう啓発に取り組んでいこ
う」とあいさつし、村の米生産団体「稲華会」の白戸卓
郎会長がわら焼きゼロを宣言。参加者は２班に分かれ
て管内を巡回し、広報車による呼びかけやチラシを配
布して生産者にわら焼き防止を呼びかけました。

　（株）青森電子計算センターの設立55周年記念事業
として、村に図書10万円相当が寄贈され、役場２階
庁議室で贈呈式が行われました。図書の寄贈は同社の
設立記念事業として平成７年（設立30周年）から５周
年ごとに行われているもので、今年は村を含む県内の
教育機関等20団体に贈られています。贈呈式で八島
勝代表取締役社長は「企業活動では自治体や地域の皆
様のお世話になっており、その恩返しとして役立てて
ほしい」と話し、村長へ目録が手渡されました。寄贈
された各種図書は中央公民館図書室（現・臨時図書室）
へ配架します。
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10/8 感染防止のために

　新型コロナウイルス感染防止のためにと、オリジナ
ルテクノロジー（株）より不織布製アイソレーション
ガウン200枚が村へ寄贈され、役場２階庁議室で贈
呈式が行われました。贈呈式では、同社の𠮷村雅隆代
表取締役社長が「ガウンは厚生労働省へグループ全体
で50万枚納品しているもの。コロナ禍の中、村から
村民向けの布マスク配布事業で生産を請け負ったこと
もあり、村内立地企業として地域のために役立てても
らえれば」と話し、副村長へガウンが手渡されまし
た。寄贈されたガウンは緊急時用に備蓄するほか、一
部を関係機関へ提供する予定です。

　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、10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。
・10月20日　第10回小中音楽交流会（田舎館小学校）
・10月22日　弘前広域都市計画変更の説明会（建設課）
・10月25日　秋のJazzとArt展（村埋蔵文化財センター・博物館）
・11月８日　リサイクル資源回収（田舎館小学校 PTA）
・11月21日　田舎館村 PTA連合会スポレク大会（村 PTA連合会）
・11月23日　第39回子ども会スポーツ大会（村子ども会育成連絡協議会）
・11月29日　三色もちつき（総合案内所「遊稲の館」）
・ 1 月31日　第21回子ども会雪合戦大会（村子ども会育成連絡協議会）

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　　　（10月30日現在）

　10月８日、フットケアに体操を取り入れた「あ
んよ・せらぴー」を主宰する境江利子さん（57・
弘前市）が、県内各地で撮影した体操動画を
YouTubeで配信する一環で道の駅いなかだて
「弥生の里」内にある第２田んぼアート会場を訪
れ、コロナ禍終息の願いを込めて村が制作した
“稲文字”（関連 P.16）を背景に収録が行われまし
た。収録には村長をはじめ、村の保健協力員や食
生活改善推進員など約20人が参加。歌手の吉幾
三さんの曲に合わせて境さんが考案したという体操が披露されました。境さんは「新型コロナウイルスの影響
が心配な状況。体操は簡単で健康増進に効果的なので、ぜひ試してみてほしい」と話していました。動画は境
さんの YouTubeチャンネル「振付マダムハイカイサカイ」で公開される予定です。

体操で免疫力アップ

話 題 い ろ い ろ
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、村内では多くの行事が中止や延期となった事態を受け、教育委員会では
村民手作りマスク写真コンテストに続き、村出身学生を対象とした30秒のパフォーマンス動画コンテストを実施し
ました。９月下旬にあらためて参加対象年齢を拡大して募集し、７作品が投稿されました。11月２日、村長と教育
長による審査を文化会館３階リハーサル室で行い、各賞を決定。入賞者には豪華景品をお届けしました。作品をご応
募いただいた皆様、ありがとうございました。

審査員より講評

　田舎館中学校の皆さんがスラックラインと
いうスポーツに挑戦する動画が見事大賞に輝
きました。スラックラインは全員未経験から
のスタートということでしたが、たくさんの
失敗を積み重ねながら成功を導き出す様子
が、30秒間の中でとてもうまく表現されて
いました。（教育長）

▲迫力あるねぷた囃子を BGMに、ねぷた運行の初出陣
に向けて準備を進めている令和ねぷた「皆」の皆さん

▲田舎館中学校の文化祭「館中祭」で披露したダンスに、
さらにアレンジを加えて投稿した SKYの皆さん

応募作品の動画を公開しています
　ご応募いただいた全作品は、村のホームページでご覧いただけます。また、11月30日（月）までの期間で、
役場１階エントランスホールの特設コーナーでも公開しています。30秒間の個性溢れる動画作品を、ぜひお楽
しみください。
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線502）

村パフォーマンス動画選手権村パフォーマンス動画選手権
II na na CCan do itan do it ..　結果発表　結果発表！！

い　な　　　　　　　か　 　　　　　　だ　 　　　　てい　な　　　　　　　か　 　　　　　　だ　 　　　　て

来年へ向けて、いざ出陣！／ 
作成者：令和ねぷた「皆」

館中Slackline ／ 作成者：成田 來
く る み

実

SKY ／ 作成者：SKY

動画大賞動画大賞

優秀賞優秀賞 特別賞特別賞
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納税相談

と　き ところ

夜　間
11月25日（水）
午後５時〜午後７時 役場１階

税務課
休　日

11月29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
　固定資産税（４期）、国民健康保険税（５期）、介護保
険料（５期）、後期高齢者医療保険料（５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）

今月の粗大ごみ収集日
　11月25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／12月５日（土）、12日（土）、19日（土）、
　26日（土）、30日（水）
　　　　　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）

飲食店応援事業　いなかだてグルっと
メじゃ～ラリー（中止のお知らせ）

　11月１日～令和３年１月31日の期間で、村内の飲食
店を対象としたクーポン券付きスタンプラリー事業（広
報10月号 P.４既報）を予定しておりましたが、10月中
旬以降、弘前保健所管内で新型コロナウイルス感染者が
急増したことを受け、中止することとしました。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）

収穫感謝祭＆シクラメン市
（中止のお知らせ）

　村では11月14日（土）、15日（日）に「収穫感謝祭＆シ
クラメン市」の開催を予定しておりましたが、10月中旬
以降、弘前保健所管内で新型コロナウイルス感染者が急
増したことを受け、開催を中止することとしました（関
連催事の献血〔全血〕を含む）。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）
　献血（全血）…厚生課健康推進係（内線153）

健診標語を募集
　保健協力員会では、村民の健（検）診・健康への意識
を高めるため、各ごみステーションに標語を掲示してい
ます。そこで、来年度の健（検）診・健康に関する標語
を募集します。なお、標語の応募は健康ポイントの対象
になるほか、優秀作品の投稿者には商品券を贈呈しま
す。素敵な標語をお待ちしています。
○応募締切／12月28日（月）
○今年度掲示した優秀作品／
・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）

職員人事異動
○村長部局／（　）は旧所属
　10月１日付　▷総務課主事（産業課主事）　山谷賢吾
▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

人権・行政相談
人権特設相談所を開設します
　青森地方法務局弘前支局と弘前人権擁護委員協議会 
では、12月４日（金）～12月10日（木）の第72回人権擁
護週間にちなみ、人権特設相談所を開設します。
　困りごとや心配ごとがある方、どこに相談したらよい
かわからないという方は、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／12月７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）
　　　　　　　青森地方法務局弘前支局　☎26－1150

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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油の流出事故に気をつけよう！
　冬季になると、家庭や事業所でお使いの灯油が流れ出
す事故が多発します。側溝や水路を通じて河川に流れ出
てしまうと、水道や農業用水など私たちの生活環境に影
響を及ぼしてしまいます。定期的にタンクの劣化状況点
検や補修を行い、除雪時の破損にも十分注意しましょ
う。事故を起こした場合や発見したときは、以下のいず
れかへ速やかにご連絡ください。
○事故のおもな原因／
・ホームタンクのバルブや配管の劣化
・除雪時のホームタンクや配管の破損
・ホームタンクから小分けしている時に目を離す
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）
　　　　　　　黒石消防署田舎館分署　☎58－2962
　　　　　　　黒石警察署　☎52－2311

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、下水道供用が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い下水
道に接続してください。
　なお、接続工事は村の指定工事事業者が行うことに
なっており、書類作成や届け出の手続きは、事業者が皆
様に代わって行います。
　ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
▷問い合わせ／建設課下水道係（内線233）

教育委員会表彰
　教育委員会では毎年、善行があった児童・生徒、学
術・文化の向上発展や体育・スポーツの振興に貢献し、
その功績が著しい方を表彰しています。
　表彰候補者は小 ･中学校、高校、村内各種団体などに
推薦していただいておりますが、該当される方を漏れな
く讃えるため、それらの団体等に所属していない方で表
彰候補者に該当すると思われる方や、以下の要件に該当
する方の情報提供をお願いいたします。
　なお、表彰式は令和３年２月21日（日）に開催を予定
しています。
○対象者／村内に居住または勤務する個人、村内に事務

所を有する団体
○功績対象期間／令和２年１月１日～12月31日
○推薦期限／令和３年１月４日（月）
表彰要件
○学術・文化の向上発展／
・県下に広く知られている団体・機関が主催する文化的

な大会や展覧会などで最高の賞を受賞
・全国的に広く知られている団体・機関が主催する文化

的な大会や展覧会などで入賞
○体育・スポーツの振興／
・県中学校体育連盟、県高等学校体育連盟、県スポーツ

協会主催または共催の県大会、その他権威ある大会で
優勝

・東北大会で３位以上入賞
・県最高記録を更新
・全国大会で６位以上入賞
・日本記録以上を更新
▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）
　　　　　　　☎58－2363（直通）

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。

健（検）診、受けましたか？　無料で受診できます！
　集団健（検）診を実施しますので、まだ受診されていない方はぜひお申し込みください。
○とき・ところ／いずれも午前７時～午前９時30分　受付

12月６日（日）
令和３年１月13日（水）、14日（木）、15日（金）、
　　　　　　26日（火）、27日（水）、28日（木）

文化会館

○対　象／

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

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

胃・大腸・肺がん検診 40歳以上の方　※大腸がん検診の検体は、役場１階厚生課でも令和３年１月
27日（水）まで受け付けています（12月17日〜１月３日を除く）。

前立腺がん検診 50歳以上の男性

肝炎ウイルス検査 これまで肝炎ウイルス検査を受けていない40歳以上の方
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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 業務名 予定価格 落札価格 業務場所 業者名 終了日

10/9 小中学校情報通信ネットワーク
環境施設整備業務 13,893,880円 13,530,000円 田舎館小

・中学校
㈱ビジネスサー
ビス弘前支店

R3/
2/1

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

木造住宅の耐震診断希望者を募集します（先着２戸）
　一定の条件を満たす木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断員による診断が受けられます。
○対　象／昭和56年５月31日以前に建築され、かつ同年６月以降に増改築されていない住宅　ほか
○診断費用（一例）／１戸200㎡未満で11,000円（税込み）
○申込締切／12月21日（月）
▷問い合わせ／建設課建設第二係（内線232）

国民年金だより
11月30日は｢年金の日｣

　厚生労働省では、ねんきんネット https://www.
nenkin.go.jp/n_net/を活用しながら、高齢期の生活設
計に思いを巡らしていただく日として、11（いい）月30

（みらい）日を「年金の日」としています。
　ねんきん定期便や、ねんきんネットで年金の状況を確
認し、未来の生活設計について考えてみましょう。ねん
きんネットでは、いつでもご自身の年金記録を確認でき
るほか、その記録を基に将来の年金受給見込み額につい
て、様々な試算をすることができます。
○ねんきんネットの利用方法
　インターネットに接続できるパソコンやスマートフォ
ンでユーザ IDを取得してログインすると、ご自身の年
金の状況をご確認いただけます。
▷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

鳥インフルエンザの発生を防ごう
○家きん（鶏・あひる・うずらなど）を飼っている場合
・渡り鳥や野鳥と接触しないよう、屋外での放し飼いは

避けましょう。
・飼育小屋は２㎝角以下の防鳥ネットで囲み、定期的に

消毒しましょう。
・世話をするときは専用の履物、衣服を身に付け、終了

後はそれらと手指を消毒しましょう。車両は農場の出
入り口で消毒しましょう。

・家きんに異常が見られた場合はすぐにご相談ください。
○死んだ野鳥を見つけたら
・素手で触らないよう注意し、多数の野鳥がまとまって

死んでいたときはご相談ください。
・病気以外で死んだ野鳥を処分するときは、ビニール袋

に入れ、一般ごみとして処分してください。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）
　西北地域県民局つがる家畜保健衛生所
　☎0173－42－2276

I n f o rm a t i o n

暮らしの情報
11月は労働保険適用促進強化期間

　労働者を雇っている事業主（農林水産業の一部を除
く）は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。手続きは早めに済ませましょう。
○労災保険／業務災害や通勤災害で負傷した場合に、必

要な保険給付を行います。
○雇用保険／労働者が失業した場合、生活の安定や再就

職促進のために必要な失業給付を行います。
▷問い合わせ／ハローワーク黒石　☎53－8609
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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／12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／プリザーブドフラワー教室（定員30人）
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

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／

12月 １日（火） 午後１時30分〜午後３時30分

12月20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

婚活イベント　チキンなよ！全員集合！
（中止のお知らせ）

　ひろさき広域婚活支援事業実行委員会では、11月28
日（土）に弘前市内で20歳～40歳代の独身男女を対象
に婚活イベント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の影響により中止することとしまし
た。
▷問い合わせ／ひろさき広域出愛サポートセンター
　　　　　　　☎35－1123

津軽広域連合
地域資源レポート巡回写真展

　弘前圏域８市町村住民の皆様から投稿された、津軽地
域の素敵な写真やイラストを紹介する写真展を開催しま
す。９月から各市町村を巡回して開催するもので、村で
は次の日程で展示します。
　観覧無料ですので、ぜひご覧ください。
○と　き／11月25日（水）～12月１日（火）
　　　　　午前８時15分～午後５時
○ところ／村役場１階エントランスホール
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201

甲種防火管理新規講習
　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/をご覧ください。
○と　き／12月10日（木）・11日（金）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）
○定　員／70人
○申込方法／消防本部予防課か最寄りの消防署・分署で

受け付けします。
○受講料／無料。ただし、事前に書店等でテキストを購

入していただきます。
○申込締切／11月20日（金）
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

レザーコインケースづくり体験
（小学４年～６年生対象）

○と　き／12月25日（金）　午前10時～午前11時、午
前11時30分～午後０時30分、午後１時30分～午後
２時30分

○ところ／ヒロロ３階　健康ホール
○参加料／1,000円
○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
目屋村にお住まいの小学４年～６年生、各回12人

○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学年・年齢、④希望時間、
⑤保護者氏名、⑥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。

　　なお、申し込みにあたって、所定の新型コロナウイ
ルス感染防止対策にご協力いただきます。

　〒036-8003　弘前市駅前町９－20　ヒロロ３階
　津軽広域連合　レザーコインケースづくり体験係
○申込締切／12月10日（木）　※当日消印有効
▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201
　　　　　　　 rengou@tsugarukoiki.jp

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）
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自衛官を募集しています
募集種目 資　　格 受付期限 試験日

自衛官候補生（男女） 18歳以上33歳未満 11/20 12/5〜6
高等工科学校生徒（推薦）

男子で中卒（見込み含）17歳未満
11/30 R3/1/10または1/11

高等工科学校生徒（一般） R3/1/6 R3/1/23

　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

不動産取得税を忘れずに
　不動産取得税は、土地や家屋を有償・無償、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、新築・増改築で取得し
たときに、その取得者に一度だけ課税される青森県の税金です。不動産の取得後、納税通知書が送付されますので、
指定の期限までに納めてください。なお、一定の要件にあてはまる住宅や土地を取得した場合は、申請により軽減さ
れる制度があります。詳しくは青森県のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
○ホームページアドレス／ https://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/004_01fudousanindex_00.html
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第二課　☎32－1131

裁判員制度
候補者名簿記載の通知を発送します

　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選
挙人名簿から無作為抽出した名簿を基に各地方裁判所で
作成されるもので、令和３年の名簿に記載される人数は
全国で約23万6,600人です。
　この名簿に記載された方には、11月中に通知が送ら
れます。通知は来年２月以降の約１年間に裁判所へお越
しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前
に伝え、心づもりをしていただくためのものです。
　また、候補者になった方々の負担を軽減するため、通
知とともに調査票をお送りして個人の事情を早期に把握
し、辞退が認められる場合には裁判所にお越しいただく
ことがないようにしています。
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所
　　　　　　　☎017－722－5421

移住者と語り合おう！
津軽の子育てぶっちゃけトーク

　弘前圏域８市町村在住の子育て世代の移住者や、移住
検討者を対象としたオンライン交流会を開催します。興
味のある方は、お気軽にご参加ください。また、圏域市
町村への移住を検討しているお知り合いがいる方は、周
知のご協力をお願いします。
○と　き／11月21日（土）、12月19日（土）
　　　　　午後６時～午後８時
○対　象／圏域市町村で子育て中、もしくは子育てを検

討している移住者、県外からの移住検討者
○定　員／30人程度　※ Zoomを使ったオンライン
○参加料／無料
▷問い合わせ／コラーニングスペース HLS弘前
　　　　　　　☎090－1025－4769

I n f o rm a t i o n

放送大学４月入学生募集
　放送大学では、令和３年度４月入学生を募集しています。放送大学は BSテレビ放送や、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、職業の方が学んで
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／11月26日（木）～令和３年３月16日（火）
○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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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）

（

９月21日〜10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

・半沢直樹　アルルカンと道化師
� 池井戸潤／著　講談社
・家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族

だった� 岸田奈美／著　小学館
・始まりの木� 夏川草介／著　小学館
・隣はシリアルキラー� 中山七里／著　集英社
・Another 2001� 綾辻行人／著　KADOKAWA
・力尽きレシピ� 犬飼つな／著　光文社

・メシが食える大人になる！　もっとよのなかルール
ブック� 高濱正伸／著　日本図書センター

・きみにありがとうのおくりもの
� 宮野聡子／著　教育画劇
・アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書
� アンドリュー・O・スミス／著　SBクリエイティブ
・文房具の整理術� 福島槙子／著　玄光社
� 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
（10月末日現在）
男 3,640 （－1）

女 4,075 （＋1）

計 7,715 （±0）

世帯 2,828 （＋5）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（10月末日現在）
県　内 村　内

件�数 228（1,921） 2 （17）

死�者 4 （22） 0 （0）

傷�者 278（2,324） 3 （23）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます

成　田　鵬
ほ

　生
う

 くん
（勝伍・なつみ）境　　森

中　山　凪
な

　葵
ぎ

 ちゃん
（晶・絵里花）東 光 寺

阿　保　壮
そう

　真
ま

 くん
（丈晴・綾子）八 反 田

ご結婚おめでとうございます

平　澤　勇　人 土 矢 倉
清　水　香　菜 弘 前 市

工　藤　弘　貴 つがる市
小　野　瑞　起 畑　　中

おくやみ申し上げます

中　村　秀　一（69歳） 東 光 寺
工　藤　泰　雄（82歳） 高　　樋
髙　山　下　枝（91歳） 川　　部
須　藤　　太　 （63歳） 畑　　中
須　藤　友　衛（90歳） 大　　袋
中　山　幸　雄（87歳） 高　　田
稲　葉　　宏　 （90歳） 畑　　中
阿　保　藤　順（55歳） 畑　　中
鈴　木　かつよ（84歳） 川　　部

（
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 12 月 3 日（木）の予定です。

村上榎
か の ん
乃音さん

「学校の授業は図工が得意で、
工作が好き。自分がいる６年
２組では保健委員会をやって
いて、石けんの補充や健康観
察板の用意をしています」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

Happy Birthday11月生まれのおともだち

H26/11/26生 H26/11/21生 H29/11/27生 H26/11/18生
「いつも明るいマナティー
☆にぎやかで楽しい毎日
をありがとう核」

「これからも一緒に筋ト
レ頑張ろう！」

「まだまだ甘えん坊のニ
コちゃんです！いつも元
気をもらっているよ！」

「小学生になっても、あ
おとらしく何でも全力で
取り組もうね！」

肥後 心
ま な と

翔くん 福士 緋
ひ よ り

依ちゃん 福士 日
に こ

瑚ちゃん 田澤 碧
あ お と

都くん

垂　柳 大根子 川　部 諏訪堂

大きなイモ、取れた！
来年の制作に向けて来年の制作に向けて

※12月、1月生まれのお子さん募集（12月生まれは11/20、1月生まれは12/4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。

　今年の田んぼアート会場では、新型コロナウイルス
の影響により田んぼアートの制作・観覧を中止としま
したが、用意していた各品種の苗は観察・種籾用とし
て作付けし、９月下旬から収穫を行いました。役場東
側水田では、キャンペーン等での配布用として低アミ
ロース米「あさゆき」を作付けしたほか、令和３年の
田んぼアート制作に向け、紫大黒（紫色）や黄大黒（黄
色）の種籾を採取しました。道の駅いなかだて「弥生
の里」内の第２田んぼアート会場では、ウェブ配信用
としてコロナ禍終息の願いを込めたメッセージの“稲
文字”を制作しました。メッセージの意味は「一人は
みんなのために、みんなは一人のために」。６月に村
職員が田植えを行い、田んぼアートライブカメラサイ
ト http://www.inakadate-tanboart.netで公開し
ました。各田んぼの生育記録は、村のホームページ内
「田んぼアート� 水田風景」ページでもご覧いただけま
す。

　9月30日、八反田農地環境保全会によるサツ
マイモの収穫が八反田地区で行われました。ま
た、畑中保育所の年長児19人も参加し、収穫体
験が行われました。会員とともにサツマイモを掘り
当てた小野竜

たつき
輝くん（6）は「とっても重くてびっくり

した！焼き芋にして食べるのが楽しみ」と笑顔を見
せていました。


