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村議会12月定例会 村議会12月定例会

可決された主な案件
予算関係

・令和２年度一般会計補正予算
・令和２年度国民健康保険特別会計補正予算
・令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算

・令和２年度介護保険特別会計補正予算
・令和２年度水道事業会計補正予算

条例関係
・村議会議員及び田舎館村長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例
・中央公民館条例
・児童館条例
・空家等の適切な管理に関する条例
・地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例
・税条例の一部を改正する条例

・国民健康保険税条例の一部を改正する条例
・承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係

る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正
する条例

・村立体育館設置条例の一部を改正する条例
・道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
・公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例
その他

・指定管理者の指定（農産物加工施設、都市公園弥
生の里、畜産総合普及センター、地域食材供給セ
ンター、ふれあいセンター、光田寺コミュニティ
センター、老人憩の家、児童センター）

・財産の取得（２件）

・田舎館村土地開発公社の解散
・村道の路線認定
・黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更と

黒石地区清掃施設組合規約の変更

村議会臨時会
　第１回議会臨時会が11月30日に開かれ、次の案件が可決されました。
条例関係

・村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
・村特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
その他

・専決処分した事項の報告と承認

一般質問

平川 重廣 議員
災害発生時の避難場所における新型
コロナウイルス感染症対策
問 （ア）新型コロナウイルス感染者
の濃厚接触者、感染が疑われる方が

避難される場合に、避難場所の開設
や運営時の対応はどのように想定し
ているか。
答 （村長）専用スペースを確保する
ためのテントを購入することとして
いる。ただし、十分な保管場所が必
要であり、中央公民館の完成に合わ
せて整備と周知を図りたい。
問 （イ）新型コロナウイルスは現在
進行形の問題であり、現状の村民体
育館や地区の集会所等を踏まえ、パ
ーティションや災害用簡易ベッドな
どが必要ではないか。

答 （総務課長）いずれもごく少数の
備蓄はあるものの、感染者やその可
能性がある方には専用の空間が重
要。体育館では様々な方法が考えら
れる一方、地区の避難場所では広さ
に限りがあるため、物理的に専用の
空間を設けられるテントを整備して
対応したい。
問 （ウ）避難中に感染が疑われる事
例が発生した場合、他の避難者と接
触しない環境づくりが必要ではない
か。
答 （村長）その場合は専用スペース

　第４回議会定例会が12月１日～４日に開かれました。３日には平川重廣議員、平田隆人議員、品川正人議員、
鈴木孝一議員、品川新一議員が一般質問を行いましたので、主な内容を要約してお知らせします。
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村議会12月定例会

を確保しながら、関係機関と連携し
て対応を取る。
問 （エ）感染者、濃厚接触者、感染
が疑われる方が利用できる隔離され
た部屋の設置に必要な条件を示せ。
答 （村長）一般の方との接触を避け
なければならず、避難場所へ感染者
等を長期的に滞在させることはでき
ないため、感染者等に対応できる医
療スタッフがいるところへ移送する
など、速やかな対応に努める。
問 （オ）災害時、特に配慮を要する
対象者（心身障害者、高齢者、乳幼
児、妊産婦、傷病者など）は把握し
ているか。
答 （村長）村では災害時の要援護者
避難支援計画を策定しており、この
計画に基づき、要援護者を把握して
いる。

平田 隆人 議員
村長の政治姿勢
問 ５期目にあたり、掲げた公約と
ともに「あずましい村づくり」の実
現に向けた取り組み、方向性を問
う。
答 （村長）令和３年度の予算編成に
あたり、具体的な検討をするととも
に、令和３年第１回議会定例会にお
いて所信をお示しする。
村長の公用車移動
問 先日、広域の市町村長が出席す
る会議に同席した際、出席者は皆ワ
ンボックスタイプの公用車で会場を
後にする中、鈴木村長だけが路上か

ら携帯電話でタクシーを呼んでい
た。過去の財政状況により公用車か
らタクシー移動に替えたものと推察
するが、タクシー移動にかかる費用
を踏まえ、カーリースの公用車移動
に替えるつもりはないか。
答 （村長）現在の体制で年間190万
円ほどの経費となっているが、支障
なく滑らかにできないか考えてみた
い。

品川 正人 議員
新型コロナウイルスへの対応
問 （ア）令和２年10月に弘前保健
所管内の飲食店で発生したクラス
ター（集団感染）により、感染者や
その濃厚接触者のことで住民の間に
様々な憶測やうわさが広がったよう
だ。住民の不安解消のため、村では
どのような対応を行ったか。
答 （村長）国内で感染者が確認され
た初期の段階から、感染の症状や不
安がある方は指定の相談窓口に問い
合わせるようチラシの毎戸配布や広
報などで周知に努めてきた。
問 （イ）村内における感染者数、
PCR検査実施数はどの程度か。
答 （村長）感染者の居住市町村名は
公表しないこととなっており、検査
を受けた村民の人数も情報提供はな
いため、答えられない。
問 （ウ）村に寄せられた体調不良等
の相談にはどのように対応したか。
その件数も示せ。
答 （村長）新型コロナウイルス感染
症に関する体調不良等の相談先は帰
国者・接触者相談センター（弘前保
健所）であり、村に相談は寄せられ
ていない。

鈴木 孝一 議員
りんご農家の所得向上施策
問 （ア）りんごの改植に関する補助
金を利用しているにもかかわらず、
その園地が何ら手立てもなく放置さ
れている事例があるようだが、村内
でそのような園地はあるか。

答 （村長）JA津軽みらいの南地区
果樹産地協議会による「果樹経営支
援対策事業補助金」と「果樹未収益
期間支援対策事業補助金」のことと
思うが、この補助事業の対象で放置
状態の園地は村内にない。
問 （イ）補助を受けた園地を放置し
た場合、罰則はあるか。
答 （村長）補助金の交付を受けた
後に栽培を中止した場合は、補助金
の返還を求められることがある。

品川 新一 議員
農林水産省の高収益作物次期作支援
交付金における運用見直し
問 （ア）交付を受けられる対象は当
初「令和２年２月～４月に出荷が確
認できる果樹経営面積全体」とされ
ていたが、後に新型コロナウイルス
の影響により減収が確認できた品目
のみを対象とする運用の変更があ
り、多くのりんご生産者は対象外と
なった。村ではこれら対象外とされ
た申請者に対し、何か対応を検討し
ているか。
答 （村長）運用の変更に関し、国が
追加措置を行っているところで、村
が直接対応を取ることは考えていな
い。
問 （イ）農業生産者に対し新規の支
援対策を検討してはどうか。
答 （村長）新型コロナウイルスに関
した支援給付や生産者に対する補助
など様々なものを既に実施している
ため、新規の支援は考えていない。
村長５期目の公約
問 （ア）次の５点について問う。①
伝統文化継承への援助についての具
体的な内容、②スポーツ団体への援
助、③熱意のある全ての農業者に対
する新たな補助、④63歳以上の方
への無料入浴券10回分配布は全地
区を対象にできるか、⑤災害対応に
向けた基金はどのくらいが妥当と考
えているか。
答 （村長）個別の公約における内容
は、村の令和３年度予算の全体を見
極めてから、具体的な事業規模や時
期を考えたい。

平成3年9月　台風19号平成3年9月　台風19号
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▷問い合わせ／行政連絡員…総務課庶務係（内線222）　農事連絡員…産業課産業係（内線142）

敬称略・（行）は行政連絡員・（農）は農事連絡員

高
　
　
樋

（農）鎌田和幸（行）工藤清葊

十
二
川
原

（農）品川眞佐治（行）工藤豊

枝
　
　
川

（農）太田光彦（行）工藤敬一

垂
　
　
柳

（農）小野新一（行）小野光正

田
舎
舘

（農）工藤雪男（行）肥後武樹

八
反
田

（農）相馬繁（行）工藤信政

畑
　
　
中

（農）岩間貢（行）佐々木陸

大
　
　
曲

（農）阿保喜行（行）山本篤

諏
訪
堂

（農）田澤秋雄（行）田澤隆

大
根
子

（農）鈴木誠（行）葛西喜代作

豊
　
　
蒔

（農）葛原政嘉（行）櫻庭清美

大
　
　
袋

（農）葛西正人（行）樋口雅明

川
部
・
和
泉

（農）中山房悦（行）平川重廣

境
　
　
森

（農）白戸弘樹（行）八木橋友康

前
田
屋
敷

（農）福士勝彰（行）工藤義明

土
矢
倉

（農）平澤喜代丸（行）平澤一泰

堂
野
前

（農）清藤博英（行）福原敏彦

新
　
　
町

（農）小山清孝（行）佐藤健一

東
光
寺

（農）中山寿明（行）中村正広

二
津
屋

（農）金枝正明（行）金枝壽孝

高
　
　
田

（農）鈴木孝尚（行）中山孝一

令和３年行政連絡員・農事連絡員を紹介します
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話 題 い ろ い ろ

12/2 人が集う場所に

12/24 美味しさで金賞受賞！

　（一社）日本道路建設業協会東北支部より道の駅い
なかだて「弥生の里」へガソリン発電機と燃料携行缶
が寄贈され、役場２階庁議室で贈呈式が行われまし
た。同協会では社会貢献活動の一環で、道の駅に対し
平成20年から AEDを全国で延べ146駅、発電機は
令和元年までに延べ188駅、令和２年は67駅に寄贈
しています。贈呈にあたり、田祐久支部長は「災害時
に備え、道の駅の防災拠点づくりに活用してもらえれ
ば」と話し、村長とともに贈呈書を受け取った佐藤一
衛駅長が「発電機は非常時の必要性を感じていたとこ
ろで、大変ありがたく、防災のために役立てたい」と
応じました。

　村の米生産グループ「稲華会」の会員が米の食味で
高評価を獲得し、村長に各大会での受賞を報告しまし
た。（敬称略）

　12月４日、工作機械用のフレキシブルチュー
ブ製造や金属加工・組み立てを手掛ける大和工業

（株）青森工場から、ステンレス素材で自社開発
された足踏み式消毒液スタンド３台と手指用アル
コール消毒液３本が寄贈され、役場２階庁議室で
寄贈式が行われました。同社は村誘致企業会の会
員企業で、青森工場は昭和63年に川部地区へ立
地。青森工場発で企画・製作が始まったという安
部哲也取締役は「多くの人が触れた消毒液の手押
しポンプはむしろ不衛生。新型コロナウイルスの影響下、直接触れることなく手を消毒してもらえれば。製品
は金属加工の技術を活かして質感を高めつつ、市販品より低価格を実現できた」と話し、青森工場で受注生産
に応じていくとしています。

踏み心地も軽く

第22回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会
国際総合部門金賞（品目：ゆうだい21）／花田直規

（28・前田屋敷）※２年連続入賞、都道府県代表お
米選手権特別優秀賞（品目：ゆうだい21）／白戸卓
郎（44・境森）※初受賞、大型農業法人部門特別優
秀賞（品目：コシヒカリ）／花田賢一（58・前田屋
敷）※３年連続入賞

令和２年産あおもりの旨い米グランプリ
「青天の霹靂」準グランプリ／白戸宏治（56・前田
屋敷）※初受賞
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　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、１月以降に予定されていた次の行事は中止となっています。
　１月31日：そば祭りと世代間交流親睦会（八反田地区）、２月上旬：「田園」まつり（埋蔵文化財センター・
博物館）、ボウリング大会（大根子地区団体連絡協議会）、２月14日：十二川原冬祭り（十二川原地区）、３月
上旬：誘致企業会オーナーと村長との懇談会（村誘致企業会）、３月14日：消防団出初式（村消防団）

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　　　 （1月25日現在）

話 題 い ろ い ろ

　12月から1月にかけて、村内では新春を祝う
様々な行事が行われました。

新しい年を迎えて

12/13　てづくり門松教室（川部地区　川部和泉あすなろ12/13　てづくり門松教室（川部地区　川部和泉あすなろ
会）会）

12/16,19,20　お正月飾り教室（総合案内所｢遊稲の館｣）12/16,19,20　お正月飾り教室（総合案内所｢遊稲の館｣）

1/10　カパカパと福俵（大根子地区　大根子子ども会）1/10　カパカパと福俵（大根子地区　大根子子ども会）

　１月20日、村の令和２年度表彰式を文化会館
３階リハーサル室で行いました。表彰式には行政
の発展や寄贈などで功労があった表彰対象者15
人１団体のうち６人が出席し、村長が表彰状や感
謝状を授与しました。（敬称略）
○受賞者／・農事連絡員…葛西正人（大袋）
・国民健康保険運営協議会委員…亀谷純三（川部）
・保健協力員…齋藤せつ（大袋）　・消防団員…工

藤公祐（十二川原）、小野智史（黒石市）、山本
卓也（大曲）、田澤久嗣（諏訪堂）、田澤貴教（諏訪堂）、白戸光成（前田屋敷）、佐々木良茂（高田）

・行政連絡員〔感謝状〕…佐藤金敏（畑中）、山本正志（大曲）　・農事連絡員〔感謝状〕…金枝正明（二津屋）
・寄贈…日本中央競馬会理事長 後藤正幸（東京都）、須藤秀光（畑中）、工藤賢治（黒石市）

功績をたたえて
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納税相談

と　き ところ

夜　間
２月24日（水）
午後５時～午後７時

役場１階
税務課

休　日
２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
　２月24日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

人権・行政相談
○と　き／３月10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／３月６日（土）、13日（土）、20日（土・祝）、
　27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）

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／３月２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）

国民年金だより
　国民年金保険料を納め忘れている状態で、万が一、障
害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年
金や遺族基礎年金を受けとることができない場合があり
ます。
　失業等の経済的な理由から保険料の納付が困難な場合
には、保険料免除制度、納付猶予制度（50歳未満）、学
生納付特例制度がありますので、年金事務所か役場１階
住民課へお申し出ください。申請書は各窓口でお渡しし
ています。
　また、申請時点の２年１ヶ月前分まで遡って申請する
ことができます。申請を忘れていた期間がある方は、年
金事務所か役場１階住民課へご相談ください。
▷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

令和３年度「白寿大学」学生募集
　教育委員会では、高齢者の健康増進や学習機会の充実
を図る白寿大学を開講します。
　あなたも“大学”で学んでみませんか？
　なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、講座
を延期や中止することがありますので、ご了承くださ
い。
○対　象／村内在住で60歳以上の方ならどなたでも
○内　容／講演会、軽スポーツ、施設見学など
○開講期間／４月～令和４年３月
○受講料／個人負担（講座ごとに集金します。）
○申込方法／お住まいの地区、氏名、住所、電話番号を

お知らせください。
○申込締切／３月22日（月）
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線502）
　　　　　　　☎58－2250（直通）　FAX 58－2394

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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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。

赤十字を支えるあなたの“ちから”
　日本赤十字社では、新型コロナウイルス感染症の国内
での発災初期から、クルーズ船への医療チーム派遣には
じまり、現在も赤十字病院での患者の受け入れ、感染へ
の不安が偏見や差別につながらないための情報発信など
に全力を尽くしています。
　また、九州や中部地方など広範囲にわたり被害をもた
らした令和２年７月豪雨の際は、発生直後から救護班を
派遣し、新型コロナウイルスの流行という難しい状況の
中で、被災者に寄り添った支援を行いました。
　日本赤十字社では、これら災害や感染症で失われかね
ない命を守る活動のほか、平時からの地域や教育現場に
おける防災・減災の普及強化などに取り組んでいます。
こうした活動は全て、地域の皆様からの会費と寄付金に
よって支えられています。
　皆様の赤十字会員加入、会費やご寄付による活動資金
のご支援を心よりお待ちしております。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）
　日本赤十字社青森県支部　☎017－722－2011

１日１円で、ご家族に大きな安心を
　交通災害共済は、日本全国どこで起きた交通事故でも
見舞金または弔慰金を支給する制度です。
　見舞金は災害の程度に応じて３万～50万円、死亡の
場合は100万円、交通事故証明がない場合は災害の程
度に関わらず特例見舞金として１万円を支給します。
　不慮の事故に備えて、ご家族そろって加入しましょ
う。
○共済期間／４月１日～令和４年３月31日の１年間
○会　費／年間１人350円
○請求期間／事故にあった日から１年以内、２等級の対

象となる後遺障害が残った場合は２年以内
○申込方法／役場２階総務課で随時受け付け
　２月中は地区会、交通安全母の会、小・中学校、保育
所等の村内各団体が加入を取りまとめている場合があり
ますので、二重加入にならないようご注意ください。
▷問い合わせ／総務課防災交通係（内線221）

家畜（鶏含む）飼養者の皆様へ
令和３年定期報告の時期になりました

　家畜伝染病予防法により、家畜（鶏含む）飼養者は毎
年の定期報告が義務付けられています。該当する飼養者
は、忘れずに報告しましょう。
○対　象／鶏（青森シャモロック、比内地鶏など）、あ

ひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょ
う、鳥類以外（牛、馬、豚、山羊、めん羊、いのし
し、鹿）
○報告内容／２月１日時点の頭羽数
○報告方法／
　報告書の様式は役場１階産業課でお渡ししています。
　提出は役場１階産業課へ持参か、郵送してください。
○報告期限／２月26日（金）
▷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

国民健康保険　「医療費通知」を確定
申告に使用できます

　国民健康保険被保険者証を使用して医療機関を受診さ
れた方がいるご家庭に、受診者名・医療機関名・医療費
の総額・実際に支払った医療費などが記載されている医
療費通知をお送りしています。
　確定申告（医療費控除）の際、この医療費通知を添付
することで、記載を簡略化することができます。
○発送時期／年６回お送りします。

４月発送 １月－２月診療分

６月発送 ３月－４月診療分

８月発送 ５月－６月診療分

10月発送 ７月－８月診療分

12月発送 ９月－10月診療分

２月発送 11月－12月診療分

※２月発送は２月下旬ごろお手元に届く予定です。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線161、162）
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田舎館村農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します
　８月30日の任期満了に伴い、農業委員会の新しい各委員を募集します。
○受付期間／２月８日（月）～３月８日（月）　午前８時15分～午後５時（土・日・祝日を除く）
○募集内容／

農業委員 農地利用最適化推進委員
定数 10人 ６人
任期 ８月31日～令和６年８月30日の３年間 委嘱された日～令和６年８月30日の３年間

主な
業務

①農地の権利移動、農地転用の現地調査や許可など
に係わる総会（審議）への出席

②遊休農地の発生防止、解消の推進
③担い手への農地の利用集積（集落座談会等）
④新たに農業を営もうとする方の参入促進
⑤農地中間管理機構との連携

①担当区域の農地等の利用最適化の推進（現場活動）
②遊休農地の発生防止、解消の推進
③担い手への農地の利用集積（集落座談会等）
④新たに農業を営もうとする方の参入促進
⑤農地中間管理機構との連携
　以上のほか、農業委員会の総会等へ出席し、意見
を述べることができます。

応募
資格

　農業に関する識見を有し、農地等の利用最適化の
推進に関する事項と農業委員会の所掌に属する事項
に関し、その職務を適切に行うことができる20歳
以上の方

　６区域（①高樋・十二川原・枝川・垂柳、②田舎
舘・八反田・畑中・大曲、③諏訪堂・大根子・豊蒔・
大袋、④川部・和泉・境森、⑤土矢倉・前田屋敷・
堂野前・新町、⑥東光寺・二津屋・高田）いずれか
において、農地等の利用最適化の推進に熱意と識見
を有する20歳以上の方

　破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方、禁錮以上の刑に処せられた方でその執行を終わるまで、
または受けることがなくなるまでは委員になることができません。

応募
方法

　応募用紙は役場１階産業課・農業委員会で配布するほか、村のホームページからダウンロードもできま
す。自薦か推薦（団体推薦・20歳以上の３人以上の連名による推薦）により、応募用紙に必要書類を添えて
提出してください。
　なお、各委員の両方に応募しても兼務はできません。法令に基づき、応募者と推薦を受けた方の情報は
公開いたします。推薦または応募に係わる経費は、推薦者または応募者の負担となり、提出された書類は
返却しません。提出書類の内容は、関係機関に確認を行うことがあります。

選考
　候補者選考委員会により書類審査や必要に応じて
面接審査を実施し、その結果を村長へ答申し、村長
が選考します。

　候補者選考委員会により書類審査や必要に応じて
面接審査を実施し、農業委員会が選考します。

▷問い合わせ／産業課産業係（内線141）　　農業委員会（内線131）

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

R2/
12/2

第32号：畜産総合普及セン
ター空調設備改修工事 8,580,000円 6,853,000円 高樋 管電工業㈱ 3/15

1/8 第35号：垂柳線側溝整備工
事 7,007,000円 6,732,000円 垂柳 東青建設㈱ 3/25

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

R2/
12/2 田んぼアート入館券券売機 5,508,000円 5,277,360円 文化会館、弥

生の里展望所 ㈱弘前事務機器商会 3/31

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

I n f o rm a t i o n
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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）

マイナンバーカード未取得者の方へ
交付申請書を再送付しています！

　１月～３月の期間に順次、マイナンバーカードを取得
されていない方に対し、地方公共団体情報システム機構
から交付申請書（オンライン申請用の QRコード付き）
が送付されます。
○送付物／マイナンバーカード交付申請のご案内、マイ

ナンバーカード交付申請書、返信用封筒（返信先は地
方公共団体情報システム機構）、パンフレット
○注意事項
　マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機
構で作製され、役場に届きます。また、申請してから
カードのお受け取りまでに１ヶ月ほどかかります。
○申請書が送付されない方／
・令和２年10月31日時点で75歳以上の方（令和３年

度中に青森県後期高齢者医療広域連合が同様の申請書
を送付予定のため）

・出生や国外転入などにより、令和２年度中に QRコー
ド付き申請書が添付された個人番号通知書または通知
カードの送付を受けた方
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

成人式の中止とレンタル衣装の
キャンセル料助成

　１月10日（日）に予定していた令和２年度成人式は、
県内外で新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかか
らないことや状況の見通しが不透明なことから、中止と
しました。
　この中止に伴い、成人式のためにレンタルした衣装の
キャンセル料を助成いたします。申請は新成人本人のほ
か、保護者の方でも申請することができ、新成人の方に
は申請書類をお送りしています。
　なお、衣装の購入は対象になりませんので、ご注意く
ださい。詳しくは、QRコードから村のホームページを
ご覧ください。
○助成額／キャンセル料か、返還されなかったレンタル

料相当額の２分の１（上限５万円）
○対　象／次の①～③全てに該当する新成人
①村の成人式に出席の申し込みをした
②村の成人式に出席するため衣装をレ

ンタルした
③成人式の中止に伴い、支払ったレン

タル料が一部しか返還されなかっ
た、またはキャンセル料を支払った
○申込締切／２月22日（月）
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線502）

新しいALT（外国語指導助手）が着任
　田舎館小・中学校で活動する ALT（外国語指導助手）
として、アダム・ターナーさん（24）が着任しました。
ターナーさんはオーストラリアの南オーストラリア州か
ら来日。新型コロナウイルスの影響により２週間の隔離
期間を経て12月14日から登庁し、各学校の冬休み明け
から授業に携わっています。

▷問い合わせ／教育課学務係（内線332）

田舎館村第６次総合振興計画（案）への
意見をお寄せください

　総合振興計画は、村政運営を総合的かつ計画的に行
い、村づくりの最も基本的な指針となるもので、村では
令和３年度からの10年間を計画期間とする第６次計画
の策定を進めています。
　令和２年７月に実施した村民に対するアンケート結果
を踏まえ、新たな計画案を公開します。今後10年間、
村が取り組んでいく施策や行政の方針などに対し、皆様
からの意見を募集します。
○募集期限／２月22日（月）
○閲覧・応募
　計画案は村のホームページで公開するほか、役場２階
企画観光課でもご覧いただけます。意見等はホームペー
ジの問い合わせフォームから送信するか、書面で役場２
階企画観光課へ提出してください。
○留意事項
　寄せられた意見等に対して、個々に回答はいたしませ
ん。また、電話や口頭でのお申し出はお受けできません
ので、あらかじめご了承ください。
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）

　こんにちは。オーストラリアでは、日本
の中学校に相当する学年で数学と英語の教
師をしています。雪国での生活は初めてで
すが、寒さには慣れました！母国での日本
語教諭を目指していて、ALTの傍ら日本語
を覚えながら、日本の文化や伝統について
学びを深めたいと思っています。
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生ごみを減らそう！　３つの「きる」
　家庭から出る可燃ごみのおよそ５割が生ごみであり、そのうち３割ほどがまだ食べられるのに捨てられた食品、い
わゆる「食品ロス」です。生ごみは毎日のちょっとした努力で減らすことができます。
　３つの「きる」を実践して、生ごみを減らしましょう。
○１つ目の「きる」　食材は使いきる！
・普段から家族が食べられる適量を知り、買いすぎないようにしましょう。
・定期的に冷蔵庫の中を確認し、賞味期間が近い食材から使うようにしましょう。
・買い物をする前に、買い物リストを作り、不必要な買い物を控えましょう。
・野菜などを使いきるときは、食べられる部分を捨ててしまわないようにしましょう。
○２つ目の「きる」　料理は食べきる！
・作りすぎて捨てることがないよう、家族の予定や人数に合わせて作りましょう。
・料理が残ってしまったら、少しアレンジを加えてみるなど、食べきる工夫をしてみましょう。
・どうしても食べきれないときには、冷凍するようにしましょう。
○３つ目の「きる」　生ごみは水気をきる！
・生ごみの重さのうち約８割は水分です。三角コーナーや水切りネットなどを使って、生ごみの水気をきりましょう。
・野菜くずや果物の皮は、ザルや新聞紙などに載せて風通しのいいところに置き、乾燥させてからごみに出しましょ

う。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

I n f o rm a t i o n

佐々木朝
あ さ ひ

日くん
H29/1/24生

畑　中

一戸 太
た い ち

智くん
H29/3/17生

川　部

阿保 杏
あ ん り

俐ちゃん
H29/1/5生

八反田

赤石 桜
さ や

彩ちゃん
H29/4/29生

大根子葛原 颯
そ う た

太くん
H29/1/18生

豊　蒔中山 杏
あ い

衣ちゃん
H29/2/20生

新　町

「毎日歯をみがきましょ
う」

「歯みがき頑張ったね」 「毎日歯みがき頑張ろう
ね」

「これからも歯みがき頑
張ろうね」

中山 和
わ か

華ちゃん
H29/3/15生

高　田須藤 樂
がく

くん
H29/4/8生

大　袋

〔令和２年12月11日実施　３歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

「これからもピカピカの
歯でいようね！」

「これからも歯みがき頑
張ろうね」

「ピカピカの歯を守ろう
ね !!」

「毎日歯みがき頑張った
ね」

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

もったいない・あおもり県民運動もったいない・あおもり県民運動
キャラクター「エッコー」キャラクター「エッコー」



令和３年２月号・いなかだて12

道路の実態を見える化します
　国土交通省青森河川国道事務所では、県内道路インフ
ラに対する点検の実施状況や結果などを「青森の道路メ
ンテナンス概要」として公表しました。
○主な内容／県内の国道・県道・市町村道・高速道路に

おける令和元年度の点検結果、年度末時点の判定区分
の割合や遷移状況
○概要のポイント／点検実施率は橋梁19％（1311橋）、ト

ンネル13％（７か所）。次回点検までに措置を講ずべ
き橋梁（判定区分Ⅲ）の割合は10％（133橋）
津軽自動車道の通行止め情報をメール配信
　冬場の気象状況、吹雪による視界情
報、通行止めの開始・解除情報をメー
ル配信しています。登録・利用料は無
料です。
○ホームページアドレス／
　http://www.sspsmail.com/~aomoridoro/
▷問い合わせ／青森河川国道事務所
　　　　　　　☎017－734－4521

青森税務署の閉庁日対応
○と　き／２月21日（日）、28日（日）
○対応業務／確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申

告書の収受、納付相談
▷問い合わせ／青森税務署
　　　　　　　☎017－776－4241

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／３月15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／足のケア
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

スポーツ安全保険
　スポーツ、文化、ボランティア活動など幅広く適用さ
れます。４人以上の団体でご加入ください。

対　　象 団体活動中の事故、往復中の事故（自
動車事故の賠償責任を除く）

補　　償 傷害（通院、入院、後遺障害、死亡）、
賠償責任、突然死葬祭費用

受付期間 ３/１～ R４/３/30

保険期間 ４/１　午前０時～ R４/３/31　正午

掛　　金 団体の活動内容や年齢により、
年額１人800円～11,000円

▷問い合わせ／スポーツ安全協会青森県支部
　　　　　　　☎017－718－1136

暮らしの情報

今月のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する支援等
国民健康保険の傷病手当金（支給要件の変更）

　国民健康保険の傷病手当金（広報令和２年10月号 P.４既報）は、新型コロナウイルス感染症の影響が現在も断続的
であることから、次のとおり適用期間を延長しています。申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせくだ
さい。また、申請書類の様式は、村のホームページからダウンロードすることができます。
○変更後の支給要件／新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があって感染が疑われることにより、

療養のため３日間連続して仕事を休み、４日目以降にも休んだ日があり、４日目が令和２年１月１日～令和３年３
月31日の期間であること
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線162、165）

卒業後は地元へ！学生限定オンラインU ターン相談会
　村を含む弘前圏域８市町村への UIターンを希望する現役学生を対象に、弘前圏域移住交流デザイナーの野口拓郎さ
んによる相談会を開催します。首都圏の現役学生でそのような方がいる場合は、ぜひお知らせください。
○と　き／２月27日（土）　午前10時～午後７時
○内　容／ Zoomを利用した個別相談（事前予約制）　　　　　　　　　 ▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）
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相続登記はお済みですか月間
無料相談

○と　き／２月28日（日）まで
○ところ／青森県内の各司法書士事務所（要予約）
○内　容／相続登記、法定相続情報証明制度　
　　　　　※無料相談は初回のみです。
▷問い合わせ／青森県司法書士会
　　　　　　　☎017－776－8398

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／２月27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／弘前事務所　☎0120－102－354

自動車の名義変更や廃車はお早めに！
　例年３月は自動車の名義変更や廃車、住所変更、車検
などの手続きで運輸支局の窓口は大変混雑し、長い待ち
時間が発生しています。手続きは混雑が少ない３月12
日以前にお願いします。また、車検は１ヶ月前から受け
ることができます。
　なお、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口になり、手
続き方法が違いますのでご注意ください。
▷問い合わせ／国土交通省青森運輸支局
　　　　　　　☎050－5540－2008

借金に関する相談窓口
○と　き／毎週月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前８時30分～正午
　　　　　午後１時～午後４時30分
○ところ／青森合同庁舎３階（青森市新町２－４－25）
▷問い合わせ／東北財務局青森財務事務所
　　　　　　　☎017－774－6488（相談専用）

I n f o rm a t i o n

免税軽油使用者証・免税証の交付申請（農業用）
　４月からの免税軽油に係わる交付申請を仮受け付けしています。令和３年度税制改正による免税軽油制度の継続が
正式な交付の条件となります。なお、使用者証・免税証の交付は４月以降となります。
○申請期間／４月１日交付を希望される場合は、２月19日（金）までに申請してください。以降に申請された場合は、

４月１日より遅い交付となります。
○受付場所／弘前合同庁舎２階　中南地域県民局県税部
○必要なもの／
　免税軽油使用者証（すでに交付を受けている方）、●免税軽油の引取等報告書（前年度の引き取りを証するもの）、●

免税軽油使用者証交付申請書（共同申請の場合は共同交付申請書）、●免税証交付申請書、●誓約書（交付にあたり欠
格事項に該当しないことの誓約）、●免税軽油の引取等報告書の提出期限の特例指定申請書（提出期限の特例を受け
る場合）、耕作証明書（農業委員会が交付）、県証紙400円分（免税軽油使用者証の交付を申請する方）、使用機械の
譲渡証明書等（新規申請か機械を変更した場合）、印鑑（認め印で可・共同申請の場合は全員分必要）、簡易書留の切
手404円分を貼り付けた返信用封筒（免税証等を郵送する場合）、農作業受委託の耕作証明書（農作業の委託を受け
ている方）

※●印の書類は中南地域県民局県税部で用意しています。
　防除組合等の場合は免税軽油使用計画書が必要となるほか、新規申請の場合には組合員名簿、組合定款・規約、前

年の軽油使用明細書や納品書が必要になることがあります。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課　☎32－1131

国営かんがい排水事業　浅瀬石川二期地区の受益者の皆様へ
　国営事業により、老朽化が進行している農業用施設の改修と耐震化の整備を令和３年度から行う予定です。本事業
を実施するためには、受益者の皆様の同意が必要です。受益者の皆様には別途、事業計画の概要パンフレットを送付
するとともに、同意徴集は３月から実施予定ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
　詳しくは浅瀬石川土地改良区のホームページ http://www.aseishi.jp/でもご確認いただけます。
○受益面積／7,839ha 　　○主要工事／ダム（１か所）、頭首工（４か所）、揚排水機場（５か所）　ほか
○関係市町村／青森市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町
▷問い合わせ／浅瀬石川土地改良区　☎53－1616
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今月のお知らせ

令和２年分の申告・納付の期限
　期限を過ぎて申告すると振替納税や延納制度が利用で
きなくなり、加算税がかかる場合もあります。
　また、期限を過ぎて納付したり、口座の残高不足で振
り替えできなかった場合は延納制度が利用できなくな
り、延滞税がかかることもありますので、ご注意くださ
い。
○申告所得税・復興特別所得税、贈与税／
　３月15日（月）まで
○消費税・地方消費税／３月31日（水）まで
振替納税の振替日
○申告所得税・復興特別所得税／４月19日（月）
○消費税・地方消費税／４月23日（金）
▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

２月は「省エネルギー月間」です
　限りあるエネルギー資源を大切にしながら、地球温暖
化を防止するためにも、エネル
ギーは大切に使うよう心がけま
しょう。例えば、冬場は室内温
度を20℃以下の設定で暖房を
使用すると、省エネルギーに効
果的です。
　また、カーテンを閉めると、
部屋の暖かい空気が逃げにくく
なります。
▷問い合わせ／東北電気保安協会弘前事業所
　　　　　　　☎27－0862

女性のための無料法律相談会
　相続、成年後見、借金、家族間の問題などの悩みを抱
える女性のために、女性の司法書士が電話で相談に応じ
ます。
○と　き／３月６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）
　　　　　　　☎017－752－0440

ひろさきコミュニティ・ラボ
　村を含む弘前圏域８市町村にゆかりのある県外在住の
学生を対象に、Zoomを使ったオンラインによる交流イ
ベントを開催します。該当する知り合いがいる方は、周
知のご協力をお願いします。
○と　き／２月17日（水）　午後７時～午後９時
○内　容／弘前圏域トピックスの紹介、ゲストトーク、

交流会
○定　員／先着20人程度
○参加料／無料
○申込方法／QRコードの Webフォー

ムからお申し込みください。
▷問い合わせ／弘前市東京事務所　☎03－6256－0801

自動車税の減免制度
　令和元年10月から、自動車税は「自動車税種別割」、
自動車取得税は「自動車税環境性能割」に名称が変わっ
ています。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛
護）手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている
方、またはその方と生計を一つにする方がその方の生
業、通院、通学などのために車を利用する場合で一定の
条件に該当するときは、申請により税の減免を受けるこ
とができます。
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

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／

２月21日（日） 午前10時30分～午後０時30分

３月 ２ 日（火） 午後１時30分～午後３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

事業者・労働者の皆様へ　職場での新型コロナウイルス感染予防対策を！
　在宅勤務、時差出勤、オンライン会議など、人との接触を低減する取り組みを推進してください。また、３つの密

（密閉・密集・密接）を避け、５つの場面（飲食を伴う懇親会・大人数や長時間におよぶ飲食・マスクなしでの会話・狭
い空間での共同生活・休憩室や更衣室など居場所の切り替わり）で感染リスクが高まることを周知してください。内閣
官房のホームページ https://corona.go.jpでは「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」、厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/では「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
をご覧いただけますので、事業所の実態に即した感染防止対策を検討し、全ての労働者に共有してください。
▷問い合わせ／青森労働局雇用環境・均等室　☎017－734－6651
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お誕生おめでとうございます

岩　間　琴
こと

　奏
な

 ちゃん
（賢志・真紀）和　　泉

工　藤　愛
あ

　子
こ

 ちゃん
（直樹・美里）十二川原

花　田　想
そ

　和
な

 ちゃん
（和雄・文乃）八 反 田

工　藤　優
ゆ

　莉
り

 ちゃん
（浩文・志穂）大 根 子

福　地　イ　マ （89歳） 八 反 田
鈴　木　昭　久（50歳） 和　　泉
佐　藤　朝　子（75歳） 畑　　中
鈴　木　寛　藏（69歳） 田 舎 舘
田　澤　信　男（70歳） 諏 訪 堂
八木澤　精一郎（77歳） 田 舎 舘
鈴　木　　操　 （83歳） 和　　泉
成　田　せ　つ（71歳） 前田屋敷
稲　葉　和　夫（89歳） 畑　　中

工　藤　雅　德（69歳） 高　　田
鈴　木　キ　ヤ（91歳） 高　　田
白　戸　ツ　ヤ（92歳） 境　　森
佐々木　キ　ミ（93歳） 畑　　中
櫛　引　幸　江（87歳） 新　　町
鈴　木　　良　 （98歳） 川　　部
工　藤　ウ　メ（89歳） 川　　部
阿　部　美穗子（70歳） 川　　部

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）

12月21日～１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

図 書 室 だよ り

２月26日（金）をもって臨時図書室を閉鎖します
　中央公民館の建て替えに伴い、令和元年７月から文化会館３階展示室にて臨時図書室を開設していましたが、
４月からの新たな中央公民館図書室の開設準備のため、臨時図書室を閉鎖します。
　現在、本を借りられている方は２月26日（金）までに必ず返却をお願いいたします。
　中央公民館図書室の開設まで一時的にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

▽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

おくやみ申し上げます

人口と世帯
令和２年12月末日現在 1月末日現在

男 3,641 （－2） 男 3,639 （－2）

女 4,058 （－16） 女 4,048 （－10）

計 7,699 （－18） 計 7,687 （－12）

世帯 2,834 （＋4） 世帯 2,835 （＋1）
（　）は前月との比較

交通事故概況
令和２年12月末日現在 1月末日現在

県　内 村　内 県　内 村　内

件 数 272（2,434） 3 （22） 215 3

死 者 3 （26） 0 （0） 2 0

傷 者 316（2,937） 3 （28） 259 4
（　）は令和２年1月からの累計
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■次号の発行は3月11日（木）の予定です。

須藤諒
りょう

さん（大根子）
「理科が得意で、調査や実験
が好きです。動物も好きで、
家族で犬と猫を飼っていま
す。将来は動物を飼育する仕
事をやってみたい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙 穏やかな一年を

　12月27日、八反田地区の八幡宮に奉納される
年縄制作の仕上げと鳥居への取り付けが行われ、
13人が参加しました。氏子総代の阿保孝一さん

（74）は、新型コロナウイルスの影響で年始恒例の
裸参りは中止になったとし、「影響はまだまだ心配
だが、新しい年も穏やかないい年になってほしい」
と話していました。

Happy Birthday 2月生まれのおともだち

※3月生まれのお子さん募集（2／19
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。

H28/2/1生
「外見も中身もカッ
コいい男になって
ね！！」

田澤 旺
おうが

雅くん

諏訪堂

H30/2/15生
「妹のお世話が大
好き♪これからも
仲良し姉妹でいて
ね♥♥」

阿保 瑠
る い

依ちゃん

畑　中

H30/2/23生
「最近のマイブー
ムは…『りゅうちゃ
んでーす！！』」

櫻庭 龍
りゅうのすけ

ノ介くん

豊　蒔

H30/2/15生

H28/2/19生

「ケンカもするけど、とっても仲良
し♪毎日元気いっぱいです！！」

天
あ き

貴くん

鈴木 菜
な こ

湖ちゃん
大根子

全国大会優勝を報告全国大会優勝を報告

　１月４日、SoftBankウインターカップ2020第73
回全国高等学校バスケットボール選手権大会で日本一
を飾った仙台大学付属明成高校（宮城県）・３年の浅原
紳介さん（十二川原）が、全国大会優勝を村長に報告
しました。大会決勝は12月29日に東京体育館で行
われ、東山高校（京都府）を72－70の僅差で破り、
３年ぶり６度目の頂点に。チームの主将として最終戦
に臨んだ浅原さんは「開始前は今までにないプレッ
シャーを感じていたが、“やるしかない”と自分を鼓舞
して臨んだ」と激戦を振り返り、「新型コロナウイル
スの影響でチームの全体練習ができなくなったシーズ
ンだったが、各々が工夫しながらモチベーションを維
持し続けたことで勝利につながった」と話しました。
また、卒業後は日本体育大学に進学することも報告し、

「大学でも競技を続けながら、中学校の体育教員を目
指したい」と志しを新たにしていました。


