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多目的ホールではバド
ミントンや縄跳び、ブ
ロック遊び、ソフトドッ
ジボール、室内用サッ
カー、一輪車などがで
きます

図書室図書室

ランドセル置きランドセル置き

多目的ホール（約233㎡）多目的ホール（約233㎡）

　八反田地区の克雪トレーニングセンター西側に、「田舎館村児童センター」が完成しました。センターは既存の児童館・
児童クラブ３施設を統合し、子育て支援センターも併設する施設となり、地域における子どもの健全育成活動の拠点とし
て４月１日から供用を開始します。
○ところ／田舎館村八反田字古舘210－1　　　　　　　　　　　　　　　　　▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

相談室相談室

多目的トイレには多目的トイレには
おむつ交換台のほか、おむつ交換台のほか、
幼児用トイレも設置幼児用トイレも設置

厚生課福祉係
大高浩慎

新しい児童センターへ
ようこそ
新しい児童センターへ
ようこそ
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プレールーム内には授乳
スペースを設けているほ
か、ままごとセットやブ
ロックセット、ボードゲー
ムなどを年齢に応じてお
使いいただけます

館庭にはブランコや
すべり台、鉄棒など
もあります！

館庭にはブランコや
すべり台、鉄棒など
もあります！

プレールーム（約41㎡）プレールーム（約41㎡）

【 児童館として 】
　子どもに遊びの機会を提供する場として、開館中いつでも自由にご利用いただけます。
○対　象／18歳未満の方（未就学児は保護者同伴）　　○利用料／無料
○開館時間／平日　午前９時15分～午後６時、土曜日　午前８時～午後６時
○休館日／日曜日、祝日、年末年始

【 子育て支援センターとして 】
　乳幼児の育児不安や悩みごとなど、保護者からの相談に応じています。子どもを
連れての来館や、電話での相談などお気軽にご利用ください。
○対　象／村内に住んでいる保育所等に入所されていない子ども、その保護者　　○利用料／無料
○開設時間／平日　午前９時30分～午前11時30分（土・日・祝日、小学校の長期休業や振替休日を除く）

【 放課後児童クラブとして 】
　小学校の放課後や土曜日、長期休業の際に、生活や遊びの場として過ごすことができるよう指導員が支援します。平
日は田舎館小学校からセンターまでスクールバスが運行します。なお、新たに利用を開始される際はセンターへの事前
登録が必要です。また、登録児童が帰宅する際は、安全確保のため、原則として保護者の迎えをお願いします。
○対象・定員／保護者が仕事等で日中家庭にいない小学校児童・194人　　○利用料／無料
○開設時間／平日　小学校の放課後～午後６時、土曜日　午前８時～午後６時（小学校の長期休業、振替休日も含む）
○休業日／日曜日、祝日、年末年始

○施設概要／センターの電話番号は取得中（広報３月号発行日時点）の
ため、詳細は役場１階厚生課へお問い合わせください。また、村の
ホームページでも随時ご案内いたします。

静養室静養室施設規模 延床面積 589.50㎡
敷地面積 3,267㎡（うち館庭 1369.40㎡）

建物構造 木造一部鉄骨造　平屋建

工　期
造　成　R１/11/１ ～ R２/ ３/27
建築物　R２/ ３/12～ R２/10/16
外　構　R２/10/28～ R３/ ２/15

工事事業者・
事業費

測量設計：東北建設コンサルタント（株）・700万9千円
造成工事：（有）桜庭建設・3,620万1千円
設計監理：（株）工藤金正建築設計・2,750万円
建築工事：（株）南建設・1億9,910万円
外構工事：（株）福原組・4,334万円

指定管理者 （福）日の出会

厚生課福祉係
肥後紀洋

厚生課福祉係
成田正孝

児童センターの機能

厚生課福祉係
長濱留美子

センターは3つの
役割を持っています
センターは3つの
役割を持っています
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話 題 い ろ い ろ

2/4 長年の活動が評価

2/16 「とちおとめ」に「よつぼし」も

　長年にわたって老人クラブの発展に尽力されたとし
て、村老人クラブ連合会に対し（公財）全国老人クラ
ブ連合会から優良老人クラブ連合会表彰が贈られ、同
会の岩間茂葊会長ほか役員３人が村長へ受賞を報告し
ました。表彰は令和２年11月に山形県で予定されて
いた第49回全国老人クラブ大会（新型コロナウイル
スの影響で中止）によるもの。岩間会長は同会で発行
した50周年記念誌を振り返りながら、「会は令和元
年に創立50周年を迎え、これまでの積み重ねが評価
されたと思う。今後も新しい試みを取り入れて、みん
なが楽しめるように頑張りたい」と話していました。

　観光いちご園アグリいーな田んぼアートの里で、夜
間のいちご狩り体験「ストロベリーナイト」が行われ
ました。冬いちご品種の「とちおとめ」、「よつぼし」
を栽培しているビニールハウスで摘み取りや30分食
べ放題ができる同イベントは利用者からの要望を受け
て同園が企画したもので、１開催日につき５組までの
完全予約制。この日、４歳と１歳の子どもと初めて食
べ放題に参加したという弘前市在住の30代女性は、

「夜のハウスは初めてで新鮮。いちごも甘くておいし
い」と笑顔をのぞかせていました。同イベントは５月
まで、毎月第３火曜日に開催されます。

2/11 来シーズンに向けて

　地域住民グループのスノーアーティスト集団 It’s OK.の会員９人が、新型コロナウイルスの影響で中止となった冬
の田んぼアート2021で予定していたスノーアートを弥生の里展望所周辺で制作し、報道陣に公開しました。制作の
様子は同グループの YouTubeチャンネル「スノーアーティスト集団 It’s OK.」でご覧いただけます。
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話 題 い ろ い ろ

　２月21日、令和２年度の教育委員会表彰式が文化会館文化ホールで行われ、対象者13人１団体のうち12
人１団体が出席しました。今年度の表彰者は以下のとおりです。（敬称略）
○学校教育の振興
10年以上田舎館村立の小学校に勤務／森田陸奥子（藤崎町立藤崎中央小学校）、五十嵐百合子（弘前市立船沢

小学校）、天内美加子（田舎館小学校）
○教育施設設備の充実　　図書10万円相当の寄贈／（株）青森電子計算センター
○学術・文化の向上
書　写／平川誠

ま さ と

人（田舎館小学校１年・川部）、葛西惟
い ち か

央（田舎館小学校２年・大根子）、
　　　　山本悠

ゆ う ご

悟（田舎館中学校１年・諏訪堂）、白戸葉
は な こ

奈子（田舎館中学校１年・境森）
○体育・スポーツの振興
相　撲／八木澤徳

あ つ き

記（田舎館小学校４年・田舎舘）、工藤光
こうせい

晟（田舎館小学校６年・田舎舘）
陸　上／野呂あかり（田舎館中学校１年・川部）　　水　泳／齋藤汰

た い き

気（八戸工業大学第一高校１年・大根子）
ウエイトリフティング／田村龍

りゅうしん

真（柏木農業高校３年・前田屋敷）
○スポーツ大賞　　バスケットボール／浅原紳

しんすけ

介（仙台大学付属明成高校３年・十二川原）

功績をたたえて

　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、３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。

・３月上旬　　権現様（十二川原地区）　　　　　　　・３月下旬　　第25回芸能発表会（村文化協会）

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　　　 （2月25日現在）
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納税相談

と　き ところ

休　日
３月28日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
３月31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
　３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／４月14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／４月３日（土）、10日（土）、17日（土）、
　24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）

子どもの扶養手当をご存知ですか？
児童扶養手当
　離婚などでいわゆるひとり親となった家庭や、父また
は母に政令で定める障害がある状態の家庭に対し、児童
福祉のために支給される手当で、児童が18歳に達した
年度末（児童に一定の障害があるときは20歳）まで支給
されます。ただし、ひとり親の方が婚姻を届け出ていな
い事実上の婚姻（内縁）関係にある場合や、児童が児童
福祉施設等に入所したり里親に預けられたりしたときは
対象になりません。
○手当の額（令和２－令和３年度）

全部支給 一部支給

第１子 43,160円 43,150円～10,180円

第２子加算額 10,190円 10,180円～ 5,100円

第３子以降加算額 6,110円 6,100円～ 3,060円

　手当を受けようとする方とその配偶者、または扶養義
務者の所得等に応じて、一部支給・支給停止の制限があ
ります。
特別児童扶養手当
　精神・身体に政令で定める障害がある児童を監護して
いる父または母、もしくは父母にかわって児童を養育し
ている方へ支給される手当で、児童が20歳に達するま
で支給されます。ただし、児童が児童福祉施設等に入所
しているときや、障害を支給事由とする公的年金を受け
ることができる場合は支給されません。
○手当の額（令和２－令和３年度）

１級（重度） １人につき　52,500円

２級（中度） １人につき　34,970円

　手当を受けようとする方とその配偶者、扶養義務者の
所得が一定額以上の場合は、所得制限で全額が支給停止
となります。
各手当の支給時期
　手当は青森県の認定を受け、認定請求をした月の翌月
分から支給され、児童扶養手当は年６回（１月～11月
の奇数月）、特別児童扶養手当は年３回（４月、８月、
11月）、口座振込で支払われます。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

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



いなかだて・令和３年３月号 7

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。

国民年金だより　学生納付特例制度
　国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなけ
ればなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少
ないため、本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険
料の納付が猶予されます。
　この制度の承認期間は４月～翌年３月となりますが、
承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、４月初
めに日本年金機構から再申請の用紙が届きます。引き続
き申請を希望される場合は、必要事項を記入して日本年
金機構へご返送ください。
○対　象／学校教育法に規定する大学（大学院）、短期

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校や各種学校
（修業年限１年以上である課程）などに在学する方

○前年所得の目安／学生本人の前年所得が、次の計算式
の金額以下であることが条件となります。

　118万円 ＋（扶養親族等の数×38万円）
▷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

社会保険に加入された方へ
国民健康保険を脱退する手続きを！

　国民健康保険加入者が社会保険に加入された場合、お
勤めの会社では社会保険の加入手続きを行いますが、国
民健康保険を脱退する手続きは行いません。
　社会保険へ加入後に国民健康保険証を使用すると資格
喪失後受診となり、村の国民健康保険が負担した医療費

（７割または８割）を本人に請求する場合があります。
　国民健康保険の手続きは以下のとおりで、14日以内
に役場１階住民課へ届け出てください。

こんなとき 持ちもの

職場の健康保険に加入 職場の健康保険の保険証

職場の健康保険をやめた
（国民健康保険へ加入）

健康保険の資格喪失証明
書

▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）

緑の募金・緑化推進事業の実績を報告します
　今年度に皆様から寄せられた緑の募金は、全額を青森県緑化推進委員会へ納め、その一部が緑の交付金として村の
緑化推進委員会に交付されました。それにより各種団体が行う事業に対し、一部を助成することができました。
　ご協力ありがとうございました。
○緑の募金実績額／　　　　　　　　　○助成実績／

家庭募金 372,075円

学校募金 21,556円

企業募金 5,799円

職場募金 10,787円

計 410,217円

▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

団体名 事業内容

大袋地区会 平川河川公園の環境整備等

田舎館小学校 敷地内花壇の整備、児童への環境美化教育等

フラワー商店会 各店舗前の花壇整備と環境美化

川部・和泉松葉会 県道110号黒石藤崎線（川部ロータリー）の環境美化

「田園」未来を築く会 総合案内所「遊稲の館」周辺の環境美化・緑地化
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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 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

1/28 簡易型避難所用テント 5,280,000円 4,950,000円 総務課 ㈲城栄産業 3/31

1/28 避難所用簡易ベッド 4,312,000円 4,004,000円 総務課 ㈲城栄産業 3/31

1/28 災害用トイレ 1,824,000円 1,728,650円 総務課 ㈲城栄産業 3/31

1/28 避難所感染症対策物品一式 2,122,000円 1,976,700円 総務課 ㈱弘前事務機器商会 3/31

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

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）

協会けんぽ加入者（被扶養者）の方へ
特定健診を受けましょう！

　協会けんぽにご加入の方も、１年に１度特定健診を受
けて健康状態を確認し、病気の早期発見に努めましょ
う。なお、特定健診の受診料は無料で、健診日には胃が
ん、大腸がん、肺がん、前立腺がん（50歳以上）検診も
合わせて受診できます。

○とき・ところ／村の健康ごよみポスターで、集団健診
の日程をご覧ください。

○対象年齢／令和４年３月31日までに40歳になる方～
74歳（75歳の誕生日前日までの方）

○申込方法／事前に予約が必要です。直接、電話で青森
県総合健診センター017－741－2336へお申し込み
ください。

○当日の持ちもの／
　被保険者証、受診券（４月中に自宅へ郵送予定）
○健診項目／身体測定（身長・体重・BMI・腹囲）、内診、

血圧測定、尿検査（尿糖・たん白）、血液検査（中性脂
肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血
糖〈空腹時血糖またはヘモグロビン A1c〉・肝機能）

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）
　協会けんぽ青森支部　☎017－721－2799

期間内の予防接種をお忘れなく！
令和２年度の麻しん風しんⅡ期・二種混合予防接種
　麻しん風しんⅡ期は今年度の年長児、二種混合は今年
度の小学校６年生が対象で個別に通知していたところで
すが、定期接種として無料になる期間は今年度中ですの
でご注意ください。予診票を紛失した場合はお問い合わ
せください。
高齢者肺炎球菌予防接種
　今年度の助成期間は３月31日までです。今年度の対
象者には令和２年４月頃、個別に通知しています。ご希
望の方は事前に医療機関へ電話で予約してください。新
年度の対象者には４月頃、個別に通知する予定です。
○対象（今年度中に以下の年齢を迎える方）／
・65歳（昭和30年４月２日生～昭和31年４月１日生）
・70歳（昭和25年４月２日生～昭和26年４月１日生）
・75歳（昭和20年４月２日生～昭和21年４月１日生）
・80歳（昭和15年４月２日生～昭和16年４月１日生）
・85歳（昭和10年４月２日生～昭和11年４月１日生）
・90歳（昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生）
・95歳（大正14年４月２日生～大正15年４月１日生）
・100歳（大正９年４月２日生～大正10年４月１日生）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

献血（全血）
○とき・ところ／３月23日（火）
　午前の部：㈱丸勝小野商事
　　　　　　午前10時～午前11時30分
　午後の部：役場正面
　　　　　　午後１時～午後４時
○協　賛／田舎館ライオンズクラブ
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）
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I n f o rm a t i o n

○労賃
　１日の実労働時間は８時間を標準とし、超過した場合
は時間あたりで換算してください。

作業名 賃　金 備　考

水
　
　
稲

田植え
6,400円 １日あたり稲刈り

脱穀
苗箱 714円 中苗１箱

果
　
　
樹

剪定 9,000円～
10,000円

１日あたり人工授粉
6,400円摘果・袋掛け

葉取り・収穫
その他一般農作業 6,400円 １日あたり

オペレーター 1,000円
１時間あたり（トラク
ター、田植機、コン
バイン、S.Sほか）

○貸借料
　令和２年１月～12月に締結（公告）された賃貸借にお
ける水準（10aあたり）は次のとおりです。なお、あく
までも参考値ですので、実際の貸借料は貸し手・借り手
の双方で話し合って決定してください。

区分 地　域 平均額 最高額 最低額
田

田舎館村
（全域）

12,200円 17,000円 5,000円
畑 12,500円 17,000円 8,000円
樹園地 10,000円 10,000円 10,000円

○請負料金（オペレーター付き・税込み）
機械作業 賃　金 備　考

水田耕起
4,500円

10aあたり

畑地耕起
荒かきのみ 3,000円
代かきのみ 6,000円
荒代かき 8,500円

田植え機
6,000円

6,500円 10aあたり、側条施肥田植
え機、作業員込み

バインダー 6,500円 10aあたり、糸は田主持ち、
あぜ回りは機械主刈り

ハーベスター 6,500円 10aあたり

コンバイン
16,000円 10aあたり、刈り取り～運

搬

14,000円 10aあたり、刈り放し

畦塗機 40円 1mあたり（100m未満は100m
分の料金）

べーラー 5,000円 10aあたり、稲わら収集、糸
付き

スプレーヤー 500円 100Lあたり（薬剤費別）

▷問い合わせ／農業委員会（内線131）

令和３年　農作業臨時雇用標準賃金表

日本郵便（株）との包括的連携に関する協定を締結
　２月25日、村と日本郵便（株）田舎館郵便局、川部和泉
郵便局、弘前郵便局の４者で、「田舎館村と日本郵便株式
会社との包括的連携に関する協定」を締結しました。役場
２階庁議室で行った締結式では、村長、白戸諭田舎館郵便
局長、工藤直樹川部和泉郵便局長、石井寛人弘前郵便局長
が住民サービスの向上と地域経済の活性化に向けて協力す
ることを確認し、協定書に署名しました。
○協定の主な内容／
・日常の防災活動や大規模災害発生時の対応
・高齢者や子どもなどの見守り活動
・道路損傷等の情報提供
・不法投棄と思われる廃棄物等の情報提供
・地域の経済活性化
▷問い合わせ／総務課（内線220）
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今月のお知らせ

春の狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬には毎年１回、狂犬病予防注射を受けさせなければいけません。次の日程で接種できない場合
は、必ず動物病院で受けさせてください。動物病院で受けた場合は獣医師から証明書が発行されますので、役場１階
住民課か実施場所で提示し、注射済票の交付を受けてください。新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着
用してお越しください。また、せきや発熱などがあるときは来場をお控えください。
○料　金／3,300円（注射料2,750円、注射済票交付手数料550円）
○犬の新規登録料（未登録の場合のみ）／3,000円
　犬を飼い始めたときや、従来から飼っている犬が未登録の場合は、最寄りの実施場所においでください。飼い主や
住所に変更があったとき、登録犬が死亡したときは必ずご連絡ください。

▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

ホームページのバナー広告募集
　村のホームページ http://www.vill.inakadate.lg.jp/のトップページに掲載できるリンク付きバナー広告を募集し
ています。広告は枠ごとに月単位で掲載できますが、田んぼアートや観光情報などで多くの方々に閲覧されています
ので、年間を通した広告掲載が効果的でおすすめです。
　企業や商品、サービスなどの PRに、ぜひ活用をご検討くだ
さい。
○サイズ／縦50ピクセル×横170ピクセル　　
○対応形式／
　GIF（アニメーション不可）、JPEG、PNG。
　いずれも10KB以内
○掲載料／１枠あたり月額5,000円（消費税等込み）
　※年間掲載の場合：5,000円×12ヶ月＝60,000円
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

４月19日（月） ところ

8：40～8：55 高樋 高樋老人福祉センター

9：05～9：20 十二川原 十二川原集会所

9：30～9：45 枝川 枝川会館

10：00～10：10 垂柳 垂柳公民館

10：20～10：40 田舎舘 田舎館地区総合研修施設

10：50～11：05 八反田 八反田会館

11：15～11：40 畑中 畑中会館

11：50～12：00 畑中 畑中児童公園（除雪センター前）

13：00～13：15 大曲 大曲会館

13：25～13：40 諏訪堂 諏訪堂集会所

13：50～14：10 大根子 大根子公民館

14：20～14：30 大袋 農村婦人の家

４月20日（火） ところ

8：40～8：55 豊蒔 豊蒔公民館

9：05～9：20 川部 JR川部駅前

9：30～9：45 和泉 旧農協川部支所前

9：55～10：10 川部・和泉 川部公民館

10：25～10：30 土矢倉 土矢倉集会所

10：40～10：55 境森 境森集会所

11：05～11：15 東光寺 東光寺会館

11：25～11：35 二津屋 二津屋会館

11：45～12：00 高田 高田公民館

13：00～13：15 新町 新町集落広場

13：25～13：40 堂野前 堂野前会館

13：50～14：20 前田屋敷 前田屋敷会館
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佐々木彩
あ や と

人くん
H29/5/25生

畑　中

小林 耀
よう

くん
H29/6/3生

新　町 白戸 杏
あんじゅ

樹ちゃん
H29/6/6生

境　森石岡 蓮
は る

琉くん
H29/7/15生

川　部齊藤 陽
ひ な

菜ちゃん
H29/4/28生

前田屋敷

「食後の歯みがき、ちゃ
んとやっているよ！」

「食べた後は歯みがき
やってるぜ！」

「仕上げはママに頼んで
いるよ！」

「一人で歯みがき、上手
になるぞ !!」

佐藤 彩
さ く ら

楽ちゃん
H29/5/2生

八反田成田 想
そ ら

来ちゃん
H29/7/20生

八反田

〔１月29日実施　３歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

「自分で歯みがき、もっ
と上手になるぞ！」

「ゆづと一緒に歯みがき
頑張る♡」

「引き続きむし歯ゼロ目
指して頑張ろう !!」

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

I n f o rm a t i o n

水道メーターの検針を再開します
　冬期間（12月～３月）は積雪で検針が困難となるため、水道料金は推定水量で請求していましたが、４月から毎月の
検針を再開します。冬期間の使用水量を精算するため、実際の使用水量が推定水量を超えていた場合は、平常時より
高額になる場合がありますのでご了承ください。
○検針の再開時に気をつけてほしいこと／
・メーターボックス上の雪や土を取り除いておいてください。
　また、付近に犬をつながないでください。
・メーターボックス上に自動車を停めたり、物を置いたりしないでく

ださい。
普段より料金が高い！漏水かも？
　検針の結果、普段よりも料金が高くなっていたときは漏水がないか
確認しましょう。
　家中の全ての蛇口を閉めた状態で水道メーターを確認し、パイロッ
ト（銀色）が回転していると漏水の可能性があります。漏水を発見し
たときは、村指定の給水装置工事事業者に早めの修理を依頼しましょ
う。事業者の一覧は村のホームページに掲載しています。
　なお、修理等にかかる費用は自己負担となります。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線234）
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司法書士による無料法律相談
　相続や遺言、日常生活での困りごと、法律上の悩みご
となど、司法書士が電話で相談に応じます。なお、青森
県司法書士会（相続登記・遺言相談0120－760－230、
総合相談0120－940－230）では以下の日程以外でも
無料相談の予約を承っています。
○と　き／３月27日（土）　午前10時～午後３時
○内　容／相続、登記、成年後見、多重債務、裁判所提

出書類作成など
▷問い合わせ／青森県司法書士会
　　　　　　　☎017－752－0440（当日専用）

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／

３月21日（日） 午前10時30分～午後０時30分

４月 ６ 日（火） 午後１時30分～午後３時30分

４月18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

暮らしの情報

今月のお知らせ

マイナンバーカードの夜間・休日交付（予約制）
　平日に仕事や学校があり、マイナンバーカードの受け取りが難しい場合、事前に電話等で予約された方を対象に、
夜間・休日交付を実施しています。予約は、希望日の１週間前までにご連絡ください。
　マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人にご来庁いただくこととなっております。15歳未満の方
は法定代理人（親権者等）が同行してご来庁ください。
○と　き／夜間交付：毎週水曜日　午後５時～午後７時　　　○ところ／役場１階住民課
　　　　　休日交付：毎月第２土曜日　午前９時～正午
○持ちもの／交付通知書（届いたはがき）、通知カード、印鑑、住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）、本人確認書類
（運転免許証やパスポートなど顔写真付きのものは１点提示。健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者
証、母子手帳など顔写真なしの場合は２点提示）

▷問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

自衛官を募集しています
募集種目 資　格 受付期限 試験日

一般幹部候補生
大卒程度試験

・22歳以上26歳未満
・大卒（見込み含）20歳以上22歳未満、修士課

程修了等（見込み含）28歳未満
第１回試験：4/28
第２回試験：6/18

（飛行要員を除く）

第１回試験：5/8～9
第２回試験：6/26

一般幹部候補生
院卒者試験 修士課程修了等（見込み含）20歳以上28歳未満

幹部候補生
歯科・薬剤科試験

専門の大卒（見込み含）で、歯科は20歳以上30
歳未満、薬剤科は20歳以上28歳未満

第１回試験：5/8
第２回試験：6/26

一般曹候補生（男女） 18歳以上33歳未満 5/11 5/21～30のいずれか
１日

予備自衛官補（一般） 18歳以上34歳未満
4/9 4/17～21のいずれか

１日予備自衛官補（技能） 国家免許を有する18歳以上55歳未満

　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
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看護のお仕事移動相談
　（公社）青森県看護協会では無料職業紹介事業として、
看護職の相談員が出向き、看護職のお仕事探しをサポー
トしています。お気軽にお越しください。
　また、青森県ナースセンター（青森市）でも随時、相
談を受け付けています。
○と　き／４月19日（月）、５月17日（月）、６月21日
（月）、７月26日（月）、８月16日（月）、９月27日（月）

　午後１時～午後４時　随時受け付け
○ところ／ヒロロ３階　弘前就労支援センター

▷問い合わせ／青森県ナースセンター
　　　　　　　☎017－723－4580

自動車税の住所変更届
　自動車税（種別割）の納税通知書は、原則として車検
証に記載された住所にお送りしています。
　転居等で住所が変わった場合は、運輸支局で住所の変
更手続きをしなければなりませんが、事情によりすぐに
手続きできない場合は、中南地域県民局県税部へご連絡
ください。また、青森県のホームページからも届け出る
ことができます。
○ホームページアドレス／
　https://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html
　ページ上段の「自動車税種別割住所変更届」をご覧く
ださい。
納付は便利で安全な口座振替で（６月納期分）
　申込用紙は各取扱金融機関か、中南地域県民局県税部
の窓口にありますので、お気軽にお問い合わせくださ
い。なお、車検時の運輸支局での納税確認は電子的に
行っているため、口座振替済みの通知書（兼納税証明
書）の送付はいたしません。
○申込締切／４月30日（金）
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

簡易裁判所で民事トラブル解決
　簡易裁判所は全国に438庁設置されている最も利用
しやすい裁判所です。少額で軽微な紛争を４つの手続き
によって簡易・迅速に解決します。
①通常訴訟
　原則として140万円までの請求に対し、判決による
終局的な解決を図るものです。
②少額訴訟
　60万円までの金銭の請求に限り、原則として１回の
審理で終了するものです。
③民事調停
　調停委員会が当事者双方の言い分を聴き、話し合いに
よる円満な解決を図るものです。
④支払督促
　金銭等の支払いを求める請求について、裁判所に出頭
することなく、書類審査のみで迅速に解決を図るもので
す。
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所
　　　　　　　☎017－722－5421

青森県軟式野球連盟南黒支部
審判・運営スタッフを募集

　野球経験の有無、性別は問いません。技術の習得や野
球規則の研修は技術指導員や先輩スタッフが対応しま
す。なお、活動全般は基本的にボランティアとなります
が、昼食等の経費は支部で負担します。
　審判員ユニフォーム等は必要に応じて随時購入するこ
とになりますが、貸与・購入費用補助もあります。
○募集内容／
①審判員…南黒支部や県大会での審判員
　　　　　（学童・少年・一般）
②放送員…試合でのアナウンス、試合運営の補助
③記録員…スコアブックの記録、事務局業務の補助
○応募資格／18歳以上の野球が好きな方、審判に興味

がある方
○活動
　４月～10月の土・日曜日、祝日に、南黒地区（黒石
市・平川市・藤崎町・大鰐町・田舎館村）の野球場で参
加可能な日（半日・終日など）を調整しながら活動して
いただきます。

▷問い合わせ／南黒支部（川添）
　　　　　　　☎070－4376－6026

I n f o rm a t i o n
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今月のお知らせ

弘前地区消防事務組合
NET119緊急通報システム

　このシステムは、聴覚や発話などの障害で音声による
会話が困難な方のための緊急通報システムで、スマート
フォン等のインターネット機能から119番通報を行え
ます。システムの利用は事前登録が必要です。詳しくは
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。
○対　象／管轄地域（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）に在住・在勤・
在学している方で、聴覚や発話などの障害があり障害
者手帳をお持ちの方

▷問い合わせ／消防本部通信指令課　☎32－5101

求職者向け　受講生（４月期生）募集
○科目・定員／
　住宅リフォーム技術科16人
○訓練期間／４月～９月
○受講料／無料（テキスト代は自己負担）
○申込締切／３月16日（火）
○選考日／３月19日（金）
▷問い合わせ／ポリテクセンター青森
　　　　　　　☎017－722－1771

申告・納付期限の延長
　今般、新型コロナウイルスによる国の緊急事態宣言の
期間が令和２年分所得税の確定申告期間と重なることを
踏まえ、各税の申告・納付期限、振替日を以下のとおり
延長しています。
○申告・納付期限／

申告所得税

４月15日（木）個人事業者の消費税

贈与税

○振替納税の振替日／

申告所得税 ５月31日（月）

個人事業者の消費税 ５月24日（月）

▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

国家公務員採用試験
　受験資格や申し込みなど詳しくは、国家公務員採用試
験情報 NAVIのホームページ https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htmlをご覧ください。

募集種目 インターネット
申込期間

第１次
試験日

総合職
院卒者・大卒程度試験 3/26～4/5 4/25

一般職　大卒程度試験 4/2～4/14 6/13

一般職　高卒者試験 6/21～6/30 9/5

国税専門官
大卒程度試験 3/26～4/7 6/6

▷問い合わせ／人事院東北事務局第２課
　　　　　　　☎022－221－2022

地域貢献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、地域の発
展のために地域資源を活用、創造する事業や、健康、福
祉、環境に関連する活動に対し、必要な費用を助成して
います。
○助成金額／必要費用以内で、上限100万円
○申込期間／４月１日（木）～６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

被害者支援活動員　第10期生を募集
　（公社）あおもり被害者支援センターは、犯罪や交通
事故により被害を受けた方、そのご家族、ご遺族に電
話・面接相談をはじめ様々な支援を行っています。
　活動はボランティアの支援活動員によって行われてお
り、ご協力いただける方を募集しています。養成講座は
４月から概ね１年間、毎月１回程度実施します。
　募集要項はセンターのホームページ http://www.
aomori-vs.comで公開しています。
○申込締切／３月31日（水）
▷問い合わせ／あおもり被害者支援センター
　　　　　　　☎017－718－2085
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大型コンビネーション遊具の利用休止

▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）

　村内の観光のイメージアップを図り、村の認知度向上のため、ロゴ
マークを制作しました。今後、このロゴマークを配したグッズやポス
ターなどを通じて、広く周知を図っていきます。

　道の駅いなかだて「弥生の里」内にある大型コンビ
ネーション遊具は、老朽化に伴い利用を休止しますの
で、ご理解のほどお願いいたします。その他の遊具

（ファッション自転車やミニ電車など）は、４月下旬か
ら平常通りご利用いただけます。

村観光のロゴマークを制作

　村内の飲食店情報に特化したガイドマップ（B５版・８面）
を発行しました。ガイドマップには、村内の食堂やカフェ、
居酒屋など19店舗にご参加いただいたほか、田んぼアート
や埋蔵文化財センター・博物館など主要な観光施設、各店舗
で購入できるお土産品、写真スポットなど、村の観光情報が
ぎゅっと詰まった内容に仕上がりました。ガイドマップは役
場２階企画観光課や各飲食店で配布しているほか、村のホー
ムページでも公開しています。

地元めぐりを楽しもう！

いなかだてグルメめぐり

　ロゴマークは村の象徴である田んぼアートをモ
チーフに、４分割した線の流れで「田」を示し、
展望台から見下ろす田んぼの遠近感を表現。ま
た、弥生時代の水田跡が検出された国史跡・垂柳
遺跡にちなみ、弥生時代の人々が多く居住してい
たといわれる竪穴式住居のイメージも取り入れて
います。

コンセプト

◀︎第 1・第 2 田んぼアート会場間を◀︎第 1・第 2 田んぼアート会場間を
つなぐ無料シャトルワゴン車「たつなぐ無料シャトルワゴン車「た
さあべ号」もデザインを一新さあべ号」もデザインを一新
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　１月29日、元横綱栃ノ海の花田茂葊氏が誤えん性肺炎のためご逝去されたことが、日本相撲協会より発表
されました。
　花田氏は昭和13年、大鰐町に生まれ、生後まもなく旧光田寺村川部（現・川部地区）へ転居。高校までの学
生時代を村で過ごし、昭和30年に春日野部屋へ入門。同年９月に「花田」で初土俵を踏みました。その後、四
股名を「栃ノ海」に改め、昭和37年に大関、昭和39年には第49代横綱へ昇進。昭和41年・28歳で引退する
まで優勝３回、技能賞６回、敢闘賞１回を受賞されました。引退後は年寄「中立」を襲名。春日野部屋付き親
方として後進の育成にあたる中、平成２年に春日野部屋を継承し、春日野親方、日本相撲協会理事、同協会巡
業部長を歴任され、平成15年・65歳で日本相撲協会を定年退職されました。身長177cm・体重108㎏の身
体から繰り出される巧技から「小兵の技能派」と言わしめ、計り知れぬ努力で角界の最高位へ昇進された功績
により、村では平成７年に名誉村民の称号を贈呈したほか、村博物館では優勝杯や化粧まわし、断髪したまげ
など花田氏ゆかりの品を常設展示しています。
　花田氏の生前のご活躍を偲ぶとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

　在りし日の花田茂葊氏を偲んで　　　 村長　鈴木 孝雄　
　突然の訃報に、村民とともに深く哀悼の意を表します。花田氏は中学校の野球部時代の後輩であり、その小
柄な身体つきから、相撲の道に進んだと聞いたときは意外に感じた記憶がございます。令和元年に栃ノ海杯少
年相撲大会を観戦された際、村の子どもたちに励ましの声を掛けられ、後進の育成にも熱心だった姿が強く印
象に残っております。小さな村から誕生した横綱として村民に勇気と感動を与えてくださった花田氏に敬意を
表し、心よりご冥福をお祈りいたします。

　花田茂葊氏に敬意と感謝を　　　 村議会議長　福地　誠
　花田茂葊氏のご逝去に対し、村議会を代表し謹んで哀悼の意を表します。精進を重ねながら角界の頂点であ
る横綱まで上りつめ、相撲界の発展にも大きく貢献された花田氏は、まさに村の誇りであり、身近な“おらほ
の横綱”として深く尊敬する大切な存在でありました。
　生前の偉大なご功績に敬意を表し、感謝するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ご冥福をお祈りします

名誉村民

花田 茂葊 氏
第49代横綱　栃ノ海 晃嘉
享年82歳
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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）

（

１月21日～２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

・パンデミック後の世界　10の教訓
 ファリード・ザカリア／著　日本経済新聞出版
・考えごとしたい旅　フィンランドとシナモンロール
 益田ミリ／著　幻冬舎
・日本茶ソムリエ和多田喜の今日からお茶をおいしく
楽しむ本 和多田喜／著　二見書房
・キッチンではじめる家庭菜園
 ケイティ・エルザー・ピーターズ／著　ガイアブックス
・騙る 黒川博行／著　文藝春秋

・ゆきうさぎのお品書き　母と娘のちらし寿司
 小湊悠貴／著　集英社
・ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人
 東野圭吾／著　光文社
・処方箋のないクリニック 仙川環／著　小学館
・かいけつゾロリ　きょうふのエイリアン
 原ゆたか／著　ポプラ社
・ごみじゃない！ minchi／著　PHP研究所
 ほか

▽問い合わせ／教育課生涯学習係　☎58－2250

　文化会館３階展示室に開設していた臨時図書室は
閉鎖しました。今回紹介する新刊は、４月から新し
い中央公民館図書室で貸し出しします。

お誕生おめでとうございます

　今　　六
りっ

　花
か

 ちゃん
（謙人・萌菜）和　　泉

村　上　　律
りつ

　 くん
（和紀・希）堂 野 前

福　地　冬
とう

　真
ま

 くん
（崇・里美）八 反 田

橋　本　実
み く り

紅里 ちゃん
（勝由・利恵）新　　町

中　村　　凜
りん

　 ちゃん
（拓哉・百合子）堂 野 前

鹿　内　彩
いろ

　生
は

 ちゃん
（祐介・紋子）畑　　中

ご結婚おめでとうございます

笹　村　慎一郎 弘 前 市
鹿　内　絵里香 川　　部

小　杉　勇　人 枝　　川
工　藤　汐　里 弘 前 市

おくやみ申し上げます

齋　藤　ま　つ（77歳） 大　　袋
成　田　初　枝（82歳） 前田屋敷
葛　西　睦　雄（85歳） 大 根 子
菊　地　とし子（67歳） 畑　　中
小　野　兼　雄（81歳） 畑　　中
菊　地　洋　三（77歳） 大 根 子
福　原　勇　吉（87歳） 堂 野 前
鈴　木　章　吾（82歳） 大 根 子
船　木　リ　ツ（99歳） 田 舎 舘
鈴　木　と　み（88歳） 川　　部

（

人口と世帯
（２月末日現在）

男 3,628 （－11）

女 4,035 （－13）

計 7,663 （－24）

世帯 2,830 （－5）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（２月末日現在）

県　内 村　内

件 数 212（427） 3 （6）

死 者 0 （2） 0 （0）

傷 者 252（511） 3 （7）
（　）は1月からの累計

奨励賞／広報紙部門（町村部）
第775号（2020年9月）

奨励賞／広報写真部門（組み写真部）
第769号（2020年3月）

　１月27日、青森県広報広聴協議会に
よる令和３年青森県広報コンクールの審
査結果が公表され、13点の応募があっ
た広報紙部門（町村部）と、県内市町村
から16点の応募があった広報写真部門

（組み写真部）でそれぞれ入賞しました。

広報紙が2部門で入賞

令和２年３月号・いなかだて いなかだて・令和２年３月号2 3

輝く冬空の銀河
冬の田んぼアート

Shining Winter Galaxy

　２月７日～９日、道の駅いなかだて「弥生の里」で開催した冬の
田んぼアート2020では、今年も地域住民グループのスノーアー
ティスト集団 It’s OK.の皆さんがスノーシューを履いて第２田んぼ
アートの雪を踏み固め、奥行き約70m×幅約140mのスノーアート
を披露しました。少雪の中、初日は会員10人と弘前大学の学生ボ
ランティア２人が約６時間半かけて制作。一転して２日目からは
寒気の影響で大雪となり、９日未明には中南津軽に大雪警報が発
令。弘前市の72時間降雪量が約80㎝で全国１位を記録する中、It’s 
OK.の会員は登山用のプロトラクターコンパスで方角を確認しなが
ら、正確な歩幅と歩数でスノーアートの維持に取り組み、夕方には
深雪でより際立ったスノーアートがライトアップで幻想的に浮かび
上がり、見学に訪れた人たちを楽しませていました。
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 4 月 8 日（木）の予定です。

小野陽
ひ な た

向さん（垂柳）
「小学校での一番の思い出は
やっぱり修学旅行。自主見学
では迷子になって不安な思い
もしたけど、楽しい思い出に
なりました」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙 試験合格を願って

　 1月31日、田舎館中学校1、2年生の生徒会
役員9人が同校グラウンドで、高校入試を控える
3年生に向けたスノーアートを制作しました。ス
ノーアーティスト集団 It’s OK.の会員3人による指
導のもと、生徒はスノーシューを履いて雪を踏み
固め、扇や桜の模様を制作。3年生の試験合格に
エールを送っていました。

Happy Birthday 3月生まれのおともだち

米生産の所得安定に米生産の所得安定に
向けて向けて

　１月22日、村内で８ha以上作付けしている米生産
者を対象として飼料用米に関する勉強会を開催し、
12人が参加しました。勉強会では飼料用米を取り入
れた養豚で「つがる豚」ブランドを展開する（株）木村
牧場（本社：つがる市）の鶴田飼料工場（鶴田町）を視
察後、役場３階第１・第２委員会室で同社の宮本富樹
参与が飼料用米の取引状況を説明。主食用米の消費減
や全国的な生産量超過により予想される今後の米価下
落のほか、飼料用米に係わる国等の交付金の状況を解
説し、作付けを検討する生産者からは栽培方法や収穫
時期など多くの質問が寄せられていました。

十二川原川　部

R2/3/2生
「いつもお姉ちゃんにくっつい
ていくなおちゃん。元気に大き
くなってね！」

工藤 奈
な お

央ちゃん

H28/3/15生
「車が大好き！車のディーラー
からもらったカラーサンプルが
お気に入りです」

白取 祐
ゆ う き

煌くん

R2/3/30生
「わが家の天使♪あなたの笑顔
に癒されています♡」

木村 有
ゆ き

希ちゃん

大根子

※4月生まれのお子さん募集（3／19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。


