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ドローン撮影による災害対策本部への映像ドローン撮影による災害対策本部への映像
伝送訓練伝送訓練

応急救護所設置運営訓練応急救護所設置運営訓練

道路啓開訓練…地震により道路をふさいだ道路啓開訓練…地震により道路をふさいだ
倒木や土砂を除去倒木や土砂を除去

負傷者の搬送訓練では新型コロナウイル負傷者の搬送訓練では新型コロナウイル
スの感染が疑われる方の受け入れも想定スの感染が疑われる方の受け入れも想定 初期消火訓練初期消火訓練

倒壊建物等救助救出訓練倒壊建物等救助救出訓練

総合防災訓練を総合防災訓練を
初実施初実施

　10月11日、災害対策基本法と田舎館村地域防災計画に基づき、災害発生時における応急対策を迅速かつ円滑に
進めるため、村防災訓練を田舎館中学校グラウンドで実施しました。訓練には村をはじめ、弘前地区消防事務組合、
村消防団、村女性防火クラブ、JUAVACドローンエキスパートアカデミー青森校、弘前医療福祉大学から延べ約
100人が参加し、災害広報や避難所運営、救助救出など９項目の訓練を行いました。

訓練想定
津軽地方を震源とするマグ
ニチュード6.9の直下型地
震が発生。村内では最大で
震度６弱を記録し、建物の
倒壊、水道・電気・通信な
どのライフラインに甚大な
被害が発生！

【ことば】田舎館村地域防災計画…災害対策基本法に基づ
き、村が地域の実情に即して作成する災害対策の基本的
な計画。防災、災害発生時の広報、住民の避難誘導、被
害復旧・復興などの行動計画を定め、村民の生命を保護
することを目的としています。



いなかだて・令和２年12月号 3

話 題 い ろ い ろ

10/15 学びに役立てて

11/12 交通死亡事故が３年間ゼロに

　平川市やその周辺市町村の若手経営者で組織する
「絆会」から村へ小学校用図書82,000円分が寄贈さ
れ、役場２階庁議室で贈呈式が行われました。同会は
異業種間交流を目的に発足された団体で、会員数は現
在132人。寄贈は同会ゴルフ部会のチャリティコン
ペで寄せられた善意によるもので、贈呈式では森内貴
彦会長が「寄付は会の社会貢献活動の一環として昨年
から始めたもの。学習環境を充実させ、村の子どもた
ちのために役立ててほしい」と話し、兼平竜二ゴルフ
部会長とともに村長へ目録が手渡されました。寄贈さ
れた各種図書は11月から田舎館小学校へ配架してい
ます。

　11月６日をもって、村内の交通死亡事故数が平成
30年11月５日から通算して３年間ゼロを達成しま
した。この達成に伴う交通死亡事故ゼロ達成知事表彰
が青森県庁で行われ、佐々木あつ子環境生活部長から
村長へ表彰状が伝達されました。表彰後の懇談で、
佐々木部長は「交通事故を起こしたくて起こす人はい
ない。田舎館村で1,000日を超える記録の継続は、
地元の皆さんが日ごろから交通安全に取り組まれてい
る成果。村交通安全母の会の方々とともに、１日でも
多く記録を伸ばせるよう交通安全に取り組んでいって
ほしい」と話していました。

10/18 雑木を有効活用

　大袋地区会主催による河川環境美化活動が平川河川
公園で行われ、村内から20人が参加しました。作業
開始にあたり、大袋地区の樋口雅明総代が ｢河川の環
境美化に参加してくださり、ありがたい。新型コロナ
ウイルスの感染防止のため、屋外でも密接に気を付け
て作業してほしい ｣とあいさつ。参加者は河川敷で伐
採された雑木約60本を活用し、電動ドリルで穴を開
け、ヒラタケとナメコの菌を金づちで打ちこみまし
た。この日加工された榾

ほ だ ぎ

木は１人に３本程度配られ、
参加者は順調な生育を楽しみにしながら、収穫に期待
を寄せていました。
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納税相談

と　き ところ

夜　間
12月23日（水）
午後５時～午後７時

役場１階
税務課

休　日
12月27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（４期）、国民健康保険税（６期）、介護保険
料（６期）、後期高齢者医療保険料（６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）

田舎館村表彰式・新年互礼会
（一部中止のお知らせ）

　村では表彰条例に基づき、村の政治、経済、文化など
功労のあった方を表彰する田舎館村表彰式と、村政に関
わる各団体や住民の方々が一堂に会する場として新年互
礼会の開催を１月に予定しておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、会食を伴う新年互礼
会は中止することといたしました。
　表彰式については、被表彰者に直接ご案内し、表彰状
と記念品の贈呈を予定しています。
▷問い合わせ／総務課人事係（内線225）

ごみの収集
今月の粗大ごみ収集日
　12月23日（水）
年末年始の収集日程

可
燃
ご
み

収集曜日 年末最後 年始最初

月・木曜日
地区 12月28日（月）１月４日（月）

火・金曜日
地区 12月29日（火）１月５日（火）

不
燃
ご
み

収集曜日 年末最後 年始最初

月曜日地区 12月28日（月）１月４日（月）

火曜日地区 12月29日（火）１月５日（火）

水曜日地区 12月30日（水）１月６日（水）

木曜日地区 12月24日（木）１月７日（木）

金曜日地区 12月25日（金）１月８日（金）

▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

国民年金だより
13ヶ月分以上の保険料を前納したときの社会保険料控除
　国民年金保険料の13ヶ月以上前納を今年された方は、
次のどちらかの方法で申告してください。
①全額を納めた年に控除
　申告の際に日本年金機構から届いた「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」下部にある証明書を、切り
離さずに添付してください。申告額は控除証明書に記載
されている「納付済保険料額」欄の合計額です。
②１年ごとに分けて、各年分の相当額を各年に控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」下部にある証明書のうち、令和２年分
の１枚を切り離し、添付してください。残りの証明書は
以降各年の申告に使用しますので大切に保管してくださ
い。申告額は控除証明書の「各年に分けて申告する場合
の証明額」欄に記載されている金額です。
　なお、３枚証明書がある方で、令和２年に分割で申告
した場合、次の年に２年分をまとめて申告することはで
きませんのでご注意ください。
▷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

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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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。

冬の田んぼアート（中止のお知らせ）
　村では、県内外から幅広く集客を図り、村の冬季観光の活性化と産業振興に寄与することを目的として、令和３年
２月12日（金）～14日（日）に「冬の田んぼアート2021」の開催を予定しておりましたが、弘前市内の飲食店を起点と
した大規模なクラスター（集団感染）発生による新型コロナウイルス感染拡大を受け、まん延防止と安全確保の観点か
ら、開催を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）

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

10/23 第27号：児童館外構・遊具整
備工事 35,750,000円 34,650,000円 八反田 ㈱福原組 R3/

2/15

10/23 第28号：畑中諏訪堂線外舗装
補修工事 4,070,000円 3,905,000円 大曲ほか ㈱阿保建設 R3/

1/22

10/23 第29号：十二川原堂野前線外
防雪柵設置及び撤去工事 4,411,000円 4,202,000円 高樋ほか ㈱丸勝小野商事 R3/

3/29

10/23 第30号：二津屋高田線外防雪
柵設置及び撤去工事 8,767,000円 8,360,000円 東光寺ほか ㈱福原組 R3/

3/29

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

人権・行政相談
○と　き／令和３年１月13日（水）　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／令和３年１月１日（金）、３日（日）、10日（日）、
　16日（土）、23日（土）、30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）

成人式
　令和２年度の成人式では、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、例年の飲食を伴う記念パーティーは
行いません。また、今後の感染状況によっては、会場の
変更や式典を中止する場合があります。
○と　き／令和３年１月10日（日）　午後２時
○ところ／文化会館文化ホール
○対　象／平成12年４月２日～平成13年４月１日生ま

れの方
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線502）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

福祉灯油を給付します
　低所得の高齢者世帯に対し、冬期間を暖かく過ごして
いただくために必要な灯油を給付します。
○対　象／村内在住で令和３年１月１日までに70歳以

上に到達する高齢者のみで構成される世帯のうち、令
和２年度における住民税非課税世帯。

　ただし、次の①～③を除きます。
①令和２年度分の住民税が課税されている方の税務上の

扶養親族となる方がいる世帯
②高齢者介護施設等に入所されている世帯
③生活保護世帯
○支給方法・引換店
　対象世帯には役場から灯油54Ｌ（ポリタンク３個分）
の引換券（18Ｌ×３枚）を送付します。引き換えは以下
の取扱業者に券を提出し、灯油と引き換えることとしま
す。
・（有）黒石石油　☎52－5477
・（有）山本石油店（配達販売のみ）　☎58－2339
・津軽みらい農業協同組合 田舎館給油所　☎58－2215
○引換期限／令和３年２月28日（日）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）
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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）

令和３年度４月～　保育所等への入所申し込み
　次の書類を役場１階厚生課か入所を希望する施設へ期間内に提出してください。書類はそれぞれの場所にあります。
①教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
　※手続きは保育の必要性の認定（給付認定申請）と入所申し込みがあり、同時に行うことができます。
②（ア）雇用されている場合…就労（予定）証明書
　（イ）自営業・農業・内職…就労状況申告書（両親分）
○受付期間／令和３年１月４日（月）～29日（金）
○村内施設一覧／

名　称 住　所 定員 対象年齢 開所時間 電話番号

（株）アイナック　
畑中保育所 畑中字藤本17 90人

生後８週間～ 午前７時～午後７時

☎58－2100

（福）日の出会
田舎館こども園 川部字上船橋52－8 120人 ☎58－2254

（福）幸成会
光田寺保育園 堂野前字西田37－2 70人 ☎58－2222

※川部西ヶ丘保育園（川部地区）は認可外施設のため、一覧には含まれません。
○保育料
　保育料は、入所する児童と同一世帯に属して生計を一つにしている父母を家計の主宰者として、４月～８月分は今
年度の村民税所得割額の合計から、９月～翌年３月分は令和３年度の村民税所得割額の合計により決定します。また、
ひとり親世帯の場合はその方の村民税所得割額で決定します。
　ただし、父母の収入によって世帯の生計が成り立っていないと認められる場合は、同居の扶養義務者（祖父母等）を
家計の主宰者として、その方の村民税所得割額から算定します。それらによって判断し難い場合は、総合的な状況か
ら判断します。
保育の必要性の認定（教育・保育給付認定）
　保育所や認定こども園、幼稚園などを利用する場合は、教育・保育の必要性に応じた給付認定を村から受ける必要
があり、申請に基づいて認定証を発行します。保育を必要とする次の①～⑨いずれかに該当すると２号・３号認定に
なります。保育所と認定こども園（保育部分）は、保護者の仕事や病気などの事情により保護者に代わって児童の保育
を行う児童福祉施設であり、「集団生活に慣れさせるため」のような理由では入所できません。
①自宅外で働いている　　　　　　　　　　　　　　⑥災害等の復旧作業にあたっている
②家事以外の仕事（自営業・内職）をしている　　　　⑦保護者が求職活動中、または起業準備中　
③妊娠中、または出産後間もない　　　　　　　　　⑧保護者が就学、または職業訓練を受講している
④病気等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨虐待や DVのおそれがある
⑤長期にわたって同居家族の看護（介護）をしている

認定 対　　象 施設（事業） ◦幼稚園（3歳～5歳）…幼児期の教育を行う学
校
◦保育所（0歳～5歳）…就労等のため家庭で保
育ができない保護者に代わって保育をする
施設
◦認定こども園（0歳～5歳）…教育と保育を一
体的に行う施設
◦地域型保育（0歳～2歳）…19人以下の少人
数の単位で子どもを預かる事業

１号 満3歳以上の教育を希望する就学前の
子ども

幼稚園、
認定こども園

２号 満3歳以上で保護者の就労や疾病など
により、保育を必要とする子ども

保育所、
認定こども園

３号 満3歳未満で保護者の就労や疾病など
により、保育を必要とする子ども

保育所、認定こど
も園、地域型保育

○利用調整
　保育を必要とする事由の度合いに応じて、優先順位の高い児童から希望する施設へ入所できるように調整していま
す。そのため、第１希望の施設に入所できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）
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セルフメディケーションをしていますか
　セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。
高齢化社会においては、セルフメディケーションによって生活習慣病を防ぎ、健康寿命を延ばすことが必要となって
きています。
○セルフメディケーションを行うポイント
（ア）規則正しい生活を心がけ、自分の健康状態と生活習慣をチェックする
　不規則な生活や食事などが続くと生活習慣病になりやすくなります。自分の健康状態を確認することで、生活習慣
病の予防や健康維持に役立ちます。
（イ）OTC医薬品（市販薬）を上手に利用する
　軽度な身体の不調は、OTC医薬品を利用して自分で対応することができます。
（ウ）かかりつけの薬剤師をもつ
　OTC医薬品を上手に利用するためには、自分の症状に的確なお薬を使用することが大切です。自分の体質や状態を
よく知るかかりつけ薬剤師をもち、医師から処方される薬との重複や飲み合わせによる副作用などを防ぎましょう。
○セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
　平成29年１月１日～令和３年12月31日の間、政令で定めた健康の保持増進及び疾病
予防の取組み（各種健（検）診、予防接種等）を行う個人において対象医薬品（スイッチOTC
医薬品）の年間購入額が12,000円を超える場合は、その超えた部分の金額（生計を一つに
する配偶者・その他の親族の分も含む。上限金額は88,000円）が所得控除の対象となり
ます。ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線165、162）

各施設の年末年始休業

役場 ☎58－2111 12月29日（火）～令和３年１月３日（日）

文化会館

☎58－2250 12月28日（月）～令和３年１月４日（月）村民体育館

克雪トレーニングセンター

※中央公民館は建て替えのため長期休館中です。

新型コロナウイルス感染症に関する支援等
中小事業者等が所有する事業用家屋と償却資産に係る固定資産税の軽減措置

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対し、令和３年度分に限り、事業用家
屋と償却資産に係わる固定資産税の課税標準を、事業収入の減少割合に応じて全額または２分の１軽減します。
○対　象／令和２年２月～10月の任意の連続する３ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて30％以上減

少している中小事業者等で、「認定経営革新等支援機関等」からの確認を受け、以下の期間にこの特例措置の申告を
された方

○申込方法／次の書類を役場１階税務課へ持参か郵送で提出してください。例年、償却資産の申告を eLTAXで行っ
ている方がこの特例申告の書類提出をされる場合は、できるだけ郵送でお願いします。なお、償却資産申告書の備
考欄に特例申告をしていることを記載してください。

・特例申告書（村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）
・特例対象資産一覧（事業用家屋の場合）　※償却資産は、令和３年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧の提出

に代えることとします。
・会計帳簿や青色申告決算書など収入の減少がわかる書類の写し
○申込期間／令和３年１月４日（月）～２月１日（月）　※当日消印有効
▷問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

I n f o rm a t i o n
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今月のお知らせ

田舎館村長選挙　開票結果
　任期満了に伴う村長選挙が10月27日に告示され、11月１日に投票が行われました。立候補者は届け出順に、前村
議の鈴木和久氏（63）、元村議の阿部潤司氏（72）、現職の鈴木孝雄氏（83）。立候補者３人による村長選は49年ぶりと
なった平成28年から２回連続となり、即日開票の結果、鈴木孝雄氏が1,914票で村政史上初めての５選を果たしまし
た。

▷問い合わせ／選挙管理委員会（内線226）

水道凍結にご注意ください！！
　今年も水道の凍結が心配される時期となりました。
　水の抜き忘れによる水道管の凍結で、破裂事故が発生しています。つい忘れがちですが、水道凍結防止帯や水抜き
栓の確認を必ず行ってください。下図のように、水抜き栓は半開きになっていると地下部分で漏水するおそれがあり
ます。水道料金が高額となる原因になりますので、水抜き栓の開閉は最後までしっかり回ったことを確認し、十分注
意してください。
　水道管の凍結や破裂した場合の修理は、村指定の水道業者（給水装置工事事業者）へ依頼してください。水道業者の
一覧は村のホームページで公開しています。

冬期間は認定料金になります
　冬期間（12月～３月）は積雪で検針が困難になるため、前３ヶ月の平均使用水量やその他の事情を考慮した認定水量
で請求します。過不足分は検針再開後の結果に基づき、４月以降に精算します。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）

通水時は、水抜き栓のハンドルを
左（反時計回り）に止まるまで回し
ます。

水抜きをする場合には、水抜き栓
のハンドルを右（時計回り）に止ま
るまで回します。蛇口を開き、水
道管に空気が入ることで水が抜け
ます。

水抜き栓が半開きの状態では、水
抜きができず凍結するおそれがあ
るほか、常に水が地下に流出し、
水道料金が高額になる場合があり
ます。

※水抜き栓の種類により操作方法が異なりますので、取扱説明書をご確認ください。

開票結果

当選　鈴木孝雄　1,914票
　　　阿部潤司　1,569票
　　　鈴木和久　1,163票

有権者数　6,603人　有効投票数　4,647票
投票者数　4,686人　無効投票数　　 39票
投票率　　70.97％　不受理　　　　　0票 鈴木孝雄氏鈴木孝雄氏がが当選当選

（敬称略）
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冬季特有の労働災害を防止しましょう！
　青森労働局では11月～令和３年３月の期間で「冬期労働災害防止運動」を展開中です。
　冬期間において、降雪・低温・強い季節風など冬季特有の気象条件が影響し、積雪や凍結、寒冷による転倒・墜落・
交通事故などの労働災害が多発しています。このような冬季の労働災害のうち、転倒災害は全体の８割以上を占めて
おり、墜落災害や交通事故は死亡を含む重篤な災害につながる傾向にあります。
　各事業所においては、特に通路・作業場所・駐車場の積雪・凍結防止、滑りにくい安定した靴の着用、ゆっくりと
した歩行、ポケットに手を入れたままの歩行禁止など、転倒災害防止に取り組みましょう。
▷問い合わせ／青森労働局健康安全課　☎017－734－4113

I n f o rm a t i o n

暮らしの情報

除雪作業にご協力を
①路上駐車はしないで！
　路上への駐停車は、除雪の妨げになり雪が残ってしま
います。決められた場所以外への駐停車はやめてくださ
い。
②除雪車には近寄らないで
　除雪車には死角があります。接触や巻き込みなどの重
大事故につながり大変危険ですので、絶対に近づかない
でください。
③除雪後の寄せ雪にご理解を
　通勤・通学で混雑する前に除雪を終われるように、作
業は深夜から早朝にかけて一斉に行います。時間と機械
の能力が限られているため、玄関や車庫前など除雪によ
る寄せ雪の処理は現状困難です。寄せ雪の処理に、皆様
のご協力をお願いします。

④雪は道路に出さない・屋根の雪を道路に落とさない
　寄せ雪や敷地内の雪を道路に出すことは、道路法や
道路交通法で禁じられている行為です。出した雪に
よって除雪作業に遅れが生じるだけでなく、車両や歩
行者の通行を妨げ、交通障害を引き起こしてしまうお
それがあります。万が一、道路に屋根雪が落ちてし
まった時には、家屋管理の一環として所有者（管理者）
の方に片付けていただくこととなります。
⑤通行規制にご協力を
　安全な作業のために、道路
を一時通行止めにすることが
あります。事故防止の観点か
ら行うことですのでご理解く
ださい。

雪の処理は指定場所へ
　敷地内等の雪を運搬処理する方は、次の雪置き場をご利用ください。旧田舎館小学校跡地には老人福祉施設があり、
一般の方が出入りしていますので、運搬時の事故には十分に注意してください。
○浅瀬石川中央橋の河川敷（前田屋敷）／　　　　　　　　　○旧田舎館小学校跡地（畑中）／

○雪処理業者の皆様へお願い
　指定場所への運搬処理は、村内の住宅、事業所から出た雪に限ります。また、砂利やごみの混入が見受けられます
ので、特にご注意ください。申請書は村のホームページで公開していますので、詳しくはお問い合わせください。
▷問い合わせ／建設課建設第一係（内線231）

県道黒石藤崎線
至川部 至堂野前

浅瀬石川

コンビニ
光田寺コミュニティ

センター

雪置き場

至
東
光
寺

中
央
橋

畑中
保育所

やすらぎ
の郷

雪置き場役
場

県道弘前田舎館黒石線

至垂柳

（旧田舎館小学校跡地）

至垂柳至畑中

田舎館郵便局

商工会
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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／令和３年１月18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／押し花教室（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

12月はハラスメント撲滅月間
　青森労働局ではハラスメント対応特別相談窓口を開設
します。働く人や企業の担当者、就職活動中の学生もご
相談ください。
○と　き／平日　午前８時30分～午後５時15分
○働く人から相談例／
・会社へセクハラの相談をしたら「それくらいのことは

我慢しろ」と言われた
・育児短時間勤務をしていたら、同僚から「あなたが早

く帰るせいで迷惑している」と言われた
・長時間、繰り返し執拗に叱られてつらい
・妊娠を報告したら事業主から「退職してもらう」と言

われた
○企業からの相談例／
・妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントの相

談を受けたが、対応方法がわからない
・会社として、パワハラやセクハラ、妊娠・出産・育児

休業・介護休業などに関するハラスメントの防止措置
に必要なことを知りたい

・妊娠した労働者に対する会社としての適切な対応は
▷問い合わせ／青森労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　☎017－734－4211

生活困りごと無料相談会in浪岡
　「ずっと放置していた相続登記はどうすれば…」
　「悪質商法の被害を防ぐ成年後見制度とは？」
　相続や成年後見、借金問題など、司法書士が無料で相
談に応じます。なお、この相談会以外にも、青森県司法
書士会総合相談センター0120－940－230では無料相
談を承っています。
○と　き／令和３年１月16日（土）
　　　　　午前10時～午後３時
○ところ／浪岡中央公民館３階 会議室（１）～（３）
▷問い合わせ／青森県司法書士会
　　　　　　　☎017－776－8398

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／令和３年１月28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／認知症の基礎知識と正しい受診方法
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

あおもり被害者支援センター
　（公社）あおもり被害者支援センターは、犯罪・交通
事故の被害に遭われた方や、そのご家族、ご遺族のため
の支援団体です。
○主な支援内容（いずれも無料）／
・被害に遭われた方への電話相談
・弁護士、臨床心理士などの面接相談（予約制）
・携帯電話など物品の貸与
・病院・警察・法廷など必要に応じた付き添い支援
・被害に遭われた方やご遺族の交流を図るため、自助グ

ループへの支援
・犯罪被害者等給付金申請の補助
▷問い合わせ／
　犯罪や交通事故被害電話相談　☎017－721－0783
　りんごの花ホットライン（性暴力被害）
　☎017－777－8349

福祉のお仕事へようこそ！
　青森県福祉人材センターでは、福祉分野の職業紹介を
無料で行っています。電話やウェブによる就職相談のほ
か、ウェブから簡単に求職登録もできます。福祉の仕事
をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
▷問い合わせ／
　青森県福祉人材センター　☎017－777－0012
　弘前福祉人材バンク　☎36－1830

今月のお知らせ
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警察による被害者支援と相談窓口
　人混みが怖くて自宅に引きこもる、事件のことで自分
を責める、故人のことが頭から離れない、子どもが親の
後を付いてきて離れないなど、犯罪の被害に遭われた方
は、犯罪による直接的な被害だけでなく、被害後に生じ
る様々な影響にも苦しめられています。
○警察による被害者支援／
・訪問や連絡活動による情報提供
・指定被害者支援要員制度
・初診費用や診断書料などの公費負担制度
・臨床心理士によるカウンセリング
・犯罪被害者給付金制度
▷問い合わせ／
　警察安全相談室　☎017－735－9111、＃9110
　性犯罪被害110番　☎0120－89－7834、＃8103

県税納税証明書の交付申請
　官公庁の入札参加資格審査申請、建設業許可申請、所
得税確定申告、金融機関の融資申し込みなどのため、県
税（法人県民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法
人特別税、個人事業税など）の未納額がないことや、納
税額の証明書が必要な方は、次の書類をご準備くださ
い。
○持ちもの／申請書（青森県のホームページhttp://www.

pref.aomori.lg.jp/からダウンロードか、中南地域県
民局県税部の窓口で配付）、納税義務者の印章（印鑑、
法人の場合は代表取締役印）、本人確認書類（運転免
許証やパスポートなど顔写真付き身分証明書）、手数
料（１件につき青森県収入証紙400円）、代理人申請
の場合はさらに委任状、代理人の印章と本人確認書類

▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－1131

相続登記・遺言相談センター
　青森県司法書士会では、空き家問題や所有者不明土地
問題などの解消に向けて、相続登記や遺言に特化した無
料の相談窓口を開設しています。
○と　き／平日　午前10時～午後４時
○ところ／センターに登録している司法書士の事務所
▷問い合わせ／予約受付　☎0120－760－230

新型コロナウイルスの
“３つの顔”を知ろう

　この感染症の怖さには、①病気そのもの、②病気に対
する不安と恐れ、③かかってしまった方への嫌悪・偏
見・差別があります。
　病気が不安を招き、不安が差別につながり、差別がさ
らなる悪影響をもたらします。病気を正しく理解し、一
人ひとりが感染予防と拡大防止に努めましょう。

▷問い合わせ／日本赤十字社青森県支部
　　　　　　　☎017－722－2011

45歳以上の就職を支援
　次のいずれも雇用保険受給資格者の求職活動として認
められます。
シニア向け合同企業説明会
○と　き／令和３年１月28日（木）
　　　　　午後１時～午後４時
○ところ／ヒロロ４階 弘前市民文化交流館ホール
○対　象／45歳以上で就職活動中の方
○参加企業／シニアの雇用に積極的な企業15社程度
参加費無料 再就職支援セミナー
○とき・ところ／いずれも午後１時30分～午後３時30分
　終了後、希望者には個別相談もお受けします。

令和３年１月19日（火） 弘前市総合学習センター

22日（金） 県民福祉プラザ

○定　員／各会場20人
▷問い合わせ／ネクストキャリアセンターあおもり
　　　　　　　☎017－723－6350

I n f o rm a t i o n

事業主の皆様へ　働き方改革を応援します！専門家による無料支援
　年次有給休暇の取得促進、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金など、働き方改革関連法が施行されています。
青森働き方改革推進支援センター（フリーダイヤル0800－800－1830）では、社会保険労務士が直接事業所を訪問
し、助成金も含め働き方改革全般について助言していますので、ご活用ください。
▷問い合わせ／弘前労働基準監督署　☎33－6411
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　新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更される場合がありますので、開催状況については各主催者にお問い
合わせください。また、イベントへお出かけの際は、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

弘前城雪燈籠まつり 弘 前 市

いろんなイベントに出掛けよう！

津軽広域連合だより
　津軽広域連合は、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８
市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判
定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな
事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ

12
月

～2/13 ひらかわイルミネーション
プロムナード

弘南鉄道平賀駅前、中央公園内をイルミネーションで
ライトアップ。駅前広場には台湾の提灯も設置します。 平川市役所商工観光課� ☎44-1111

～2/28 冬に咲くさくら
ライトアップ

日本一と名高い弘前のさくらを冬にもライトアップで
咲かせます。 弘前市役所観光課� ☎40-0236

～3/21
企画展３「みちのく人形展
～五彩に輝くこけし・雛人
形・土人形～」

江戸時代の雛人形や津軽家ゆかりの雛道具のほか、全
国各地の民芸作品をご紹介します。 弘前市立博物館� ☎35-0700

19～
3/14

大鰐温泉スキー場
オープン

毎週土曜日は１日券が500円！皆様のご来場をお待ち
しております。

大鰐温泉スキー場
管理事務所� ☎49-1023

1
月

上旬 こけし初挽き（黒石市） 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が、新年
最初のこけしを作ります。 津軽こけし館� ☎54-8181

30 冬のツーリズム
「農家蔵ライトアップ」

平川市金屋地区の農家蔵をライトアップ。沿道には約
150基の灯篭やろうそくが設置されます。 尾上蔵保存利活用促進会� ☎57-5190

31 第13回ひらかわスポーツ
フェスティバル

おのえスポーツセンターでスポーツ体験教室を開催し
ます。参加料：１日100円 平川市スポーツ協会� ☎57-4633

2
月

上旬 雪の降るさと2021
（黒石市）

雪を使った催しが盛りだくさん。ろうそくを灯した、
たくさんの雪だるまが会場を彩ります。 津軽伝承工芸館� ☎59-5300

上旬 津軽くろいし
みんなの雪だるま

地域・職場・家族が一丸となって雪だるまを作ります。
雪国ならではの雰囲気が楽しめます。 黒石商工会議所� ☎52-4316

上旬 全日本ずぐり回し
選手権大会

津軽地方独特のこま「ずぐり」回しの全国大会。子供か
ら大人まで、優勝を目指して競います。 黒石商工会議所� ☎52-4316

6 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当た
る抽選会もあります。 板柳町商工会� ☎73-3254

中旬 黒石じょんから
宵酔酒まつり

飲み処「よされ横丁」界わいの店を回ってゴールする
と、抽選で豪華な景品が当たります。 黒石観光協会� ☎52-3488

18 猿賀神社七日堂大祭
（平川市）

柳の大枝を盤上に打ちつけて豊凶を占う柳からみ神事
や、ゴマの餅まきが行われます。 猿賀神社� ☎57-2016

　みちのく五大雪まつりの一つで、市民手作りの雪燈
籠の光が雪景色を幻想的に彩ります。
　メイン会場の大雪像や大滑り台のほか、今年はスカ
イランタンの打ち上げ、キャンドルアートなど新しい
体験プログラムを用意しています。
　弘前公園外堀の「冬に咲くさくらライトアップ」も
併せてお楽しみください。
と　き　令和３年２月10日（水）～14日（日）
　　　　※10日は午後５時～午後９時ごろ
　　　　露店・公園物産館…午前９時～午後９時ごろ
　　　　夜間ライトアップ…日没～午後９時
ところ　弘前公園
問い合わせ　弘前市立観光館　☎37－5501
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▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

（

10月21日～11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

・ビーカーくんのゆかいな化学実験
� うえたに夫婦／著　誠文堂新光社
・眠る投資　ハーバードが教える世界最高の睡眠法
� 田中奏多／著　アチーブメント出版
・世界一ラクチンなのに超美味しい！魔法のてぬきご

はん� てぬキッチン／著　ワニブックス
・アンと愛情� 坂木司／著　光文社
・滅びの前のシャングリラ
� 凪良ゆう／著　中央公論新社

・夜明けのすべて� 瀬尾まいこ／著　水鈴社
・日没� 桐野夏生／著　岩波書店
・アレにもコレにも！モノのなまえ事典
� 杉村喜光／著　ポプラ社
・おしりたんてい　おしりたんていの こい！？
� トロル／著　ポプラ社
・ひらめき力がぐんぐん育つ！なぞなぞチャレンジ
� 茂木健一郎・嵩瀬ひろし／著　ナツメ社
� 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
（11月末日現在）
男 3,643 （＋3）

女 4,074 （－1）

計 7,717 （＋2）

世帯 2,830 （＋2）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（11月末日現在）
県　内 村　内

件�数 241（2,162） 2 （19）

死�者 1 （23） 0 （0）

傷�者 297（2,621） 2 （25）
（　）は1月からの累計

お誕生おめでとうございます

工　藤　善
よし

　輝
き

 くん
（直樹・裕子）田 舎 舘

工　藤　　碧
あおい

　 くん
（和歩・郁江）和　　泉

長　尾　静
せい

　恩
おん

 くん
（達仁・春花）畑　　中

工　藤　　翠
すい

　 ちゃん
（欽・茉弥）田 舎 舘

福　士　琳
り

　仁
ひと

 くん
（大輝・貴子）前田屋敷

ご結婚おめでとうございます

平　澤　晃　大 土 矢 倉
佐　藤　遥　花 黒 石 市

工　藤　靖　英 田 舎 舘
三　上　実　華 弘 前 市

おくやみ申し上げます

金　枝　利　明（61歳） 二 津 屋
坂　本　マツヱ（83歳） 田 舎 舘
福　士　ツ　ル（91歳） 前田屋敷
齋　藤　ミツヱ（98歳） 田 舎 舘
平　川　秀　光（87歳） 川　　部
福　士　　勲　 （82歳） 川　　部

（
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誘致企業だより

　（株）青南商事は東北６県に事業所を展開するリサイ
クル業界のリーディングカンパニー。昭和47年に弘
前市で設立、現行の弘前支店田舎館工場は平成10年
に村へ開設されました。非鉄金属製造業として廃棄物
の回収から解体、最終処分までをグループ内で完結で
きる設備能力を備えており、主要製品は鉄、非鉄金
属、解体自動車。田舎館工場ではそれらの荷受けと、
非鉄金属の選別業務を行っています。一定の機械選別
を経た非鉄金属を田舎館工場で再度機械選別し、最後
は従業員の手作業による選別でステンレスや亜鉛、銅
など30種類以上の製品になります。「Recycle�More,�
We�Can.」をスローガンに、田舎館工場では現在33
人が業務に取り組んでいます。

株式会社青南商事 株式会社青南商事 
弘前支店田舎館工場弘前支店田舎館工場
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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 24 日（木）の予定です。

菊地駿
やまと
寿さん（八反田）

「サッカーの全国大会予選で、
PKを外して悔しい思いをし
た。サッカーは中学校でも続
ける予定で、冬場はフットサ
ルの試合も頑張りたい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

Happy Birthday12月生まれのおともだち

出来秋に感謝

　10月6日、総合案内所「遊稲の館」にある弥生
時代の水田を再現した体験田で、田舎館小学校の
5年生71人が稲刈りを行いました。児童は5月に
植えた「まっしぐら」や紫黒米などを稲刈り鎌で刈り
取り、昔ながらの棒掛け作業も体験。収穫した米
は授業で試食する予定で、参加した児童は新米の
出来に期待を寄せていました。

※２月生まれのお子さん募集（1/20
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。

H28/12/29生
「わが家のおてん
ば娘も、少しずつ
お姉さんになって
きました♪」

福士 心
ここる

琉ちゃん

和　泉

H29/12/17生
「いつも元気いっ
ぱい！これからも
優しいお姉ちゃん
でいてね！」

工藤 千
ち か

佳ちゃん

十二川原

H30/12/24生
「モコモコが大好
きなお嬢♪どんど
ん女の子らしく
なってきたね」

岩間 妃
ひおん

音ちゃん

川　部

H28/12/26生
「家族やお友だち
が大好き♡いつも
お手伝いをしてく
れます」

鈴木 美
み あ

葵ちゃん

和　泉

H29/12/29生
「いつも弟を可愛
がってくれます☆
元気なゆいちゃん
が大好き♡」

花田 優
ゆ い

衣ちゃん

二津屋


