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　役場敷地北側で建設を進めていた新しい中央公民
館・村民体育館の複合施設が２月に完成し、４月１
日から供用を開始しました。新施設では、旧施設で
課題となっていた各館ごとのバリアフリートイレや
施設内の段差解消をはじめ、公民館側には個別の授
乳室を新たに設けました。
　また、建て替えに際して村民の皆様から寄せられ
た意見を基に、図書室内の学習スペース拡充や
Wi-Fi環境の構築、公民館大ホール・体育館アリー
ナへのダンス用練習鏡の設置など、多世代が交流で
きる施設として利便性の向上を図りました。
　生涯学習やスポーツに親しむ場だけでなく、災害
時の避難所・防災拠点としての機能も併せ持ち、備
蓄倉庫やエンジン式非常用発電機を配備していま
す。
　なお、旧村民体育館は３月末で閉鎖し、解体工事
を経て、跡地には役場公用車の車庫を建設する予定
です。
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線500）
　　　　　　　中央公民館　☎58－2250

○施設概要／

中央公民館
村民体育館

ところ 田舎館村畑中字藤本159－1

施設規模 延床面積 3,530.79㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造　２階建

工　期
建 築 物　R１/12/６～ R３/２/10
電気設備　R２/３/12～ R３/２/10
機械設備　R２/３/12～ R３/２/10

工事事業者
／事業費

設　　計：（株）中嶋五郎設計事務所
　　　　　／5,396万7,600円
監　　理：（有）筧建築設計事務所／2,145万円
建　　築：南・堀江・小野商事特定建設
　　　　　工事共同企業体／10億6,480万円
電気設備：（株）弘都電気／１億2,485万円
機械設備：管電工業（株）
　　　　　／１億2,597万2,000円

総事業費 13億9,103万9,600円

（旧）村民体育館（旧）村民体育館

（新）中央公民館（新）中央公民館 （新）村民体育館（新）村民体育館

4/1　中央公民館大ホールで行った落成式4/1　中央公民館大ホールで行った落成式

中央公民館　　○開館時間／午前９時～午後９時

祝 落 成
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大ホール（297㎡・有料）大ホール（297㎡・有料）

幼児スペース幼児スペース

大ホール内・ダンス用練習鏡大ホール内・ダンス用練習鏡

図書室（158㎡）図書室（158㎡）

中央公民館　　○開館時間／午前９時～午後９時
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中央公民館　（前ページの続き）

○中央公民館の使用料（１時間あたり）／料金は券売機による前払い制となり、
冷暖房や各種備品の利用を含みます。

室　名 料　金 使用料の免除

大ホール 1,000円
　次の村内各種団体が当該団体活動で使用
する場合は使用料を免除します。
　・文化団体　　　　・社会教育団体
　・スポーツ少年団　・部活動の団体
　・村スポーツ協会加盟団体

調理室 400円

和　室 300円

会議室1～3 各300円

会議室1～3（有料）会議室1～3（有料）

会議室1～3の全室利用（177㎡・有料）会議室1～3の全室利用（177㎡・有料）

2階・備蓄倉庫2階・備蓄倉庫

調理室（有料）調理室（有料）

和室（有料）和室（有料）

2階・蔵書室2階・蔵書室 バリアフリートイレバリアフリートイレ

授乳室授乳室

小会議室小会議室

談話コーナー談話コーナー
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村民体育館　　○利用時間／午前９時～午後９時中央公民館　（前ページの続き）

○村民体育館の使用料（1時間あたり）／料金は券売機による前払い制となり、冷暖房や各種備品の利用を含みます。

使用料の免除

　次の村内各種団体が当該団体活動で使用する場合は使用料を免除します。
　・スポーツ少年団　・部活動の団体　・村スポーツ協会加盟団体
　・文化団体　　　　・社会教育団体

ミーティングルーム（有料）ミーティングルーム（有料）

2階・多目的ホール2階・多目的ホール アリーナ（825㎡・有料）アリーナ（825㎡・有料）

更衣室（男子・女子）更衣室（男子・女子） 談話ホール談話ホール バリアフリートイレバリアフリートイレ

区　分

料　　金

アリーナ ミーティングルーム

村　内 村　外 村　内 村　外

団体
（10人以上）
アマチュア
スポーツ

入場料
の設定
なし

高校生以下 500（600）円 1,000（1,200）円

100（120）円 200（240）円一　般 1,000（1,200）円 1,500（1,800）円

入場料の設定あり 2,000（2,400）円 3,000（3,600）円

イベント等
入場料の設定なし 3,000（3,600）円 5,000（6,000）円

200（240）円 300（360）円
入場料の設定あり 20,000（24,000）円 25,000（30,000）円

個人
（9人以下）

高校生以下 無料 100（120）円 ※（　）は11月～翌年３月の
　冬期料金一　般 100（120）円 200（240）円
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　村では第５次計画（平成23年度～令和２年度の10年間）の期間
終了にあたり、新たな第６次計画を３月１日に策定しましたので、
その概要を紹介します。
　新たな第６次計画は、役場各課・事務局における前計画の検証
をはじめ、無作為抽出した18歳以上の村民1,000人を対象とし
たアンケート調査により地域と村民の現状を確認し、将来へ向け
た課題の把握に努めました。また、これらの情報を集約・分析し、
有識者による村総合振興計画策定委員会の審議と計画案に対する
意見募集を経て策定いたしました。

○構　成／「基本構想」と「基本計画」で構成します。
○役　割／
　村の行政施策において最も基本となるもので、子育て支援や高齢者福祉、都市計画など
全ての事業や個別計画のよりどころとなります。
○期　間／令和３年度～令和12年度の10年間

　村政運営を総合的かつ計画的に行う指針として、３つの基本理念に則り、その実現を目指して
将来像と施策の大綱を定めました。

【 施策の大綱 】
①特色ある農業、６次産業等でのさらなる商工業や観光業の発展、様々な世代の多様な働き方など…
　　　➡　豊かなしごとがあるむら（産業の振興）
②道路交通、上下水道、除排雪、防災、防犯など…
　　　➡　安全で住みやすいむら（都市・生活基盤の充実）
③学校教育、生涯学習、スポーツに親しむ環境整備、文化の保存、ジェンダー平等など…
　　　➡　自ら学ぶむら（教育・文化の振興）
④地域福祉、高齢者福祉、子育て支援、障害者福祉、社会保障など…
　　　➡　すこやかなむら（保健・医療・福祉の充実）
⑤村民や団体、企業等との協働、人材育成や組織改革による効率的な行政運営、広域行政など…
　　　➡　持続可能なむら（健全な行財政運営）

【 基本理念 】
1　自然を活かし、共に歩む むらづくり

　　　 2　若者が住みたくなる むらづくり
　　　 3　村民と協働による むらづくり

【 将来像 】

つながりが　笑顔を育む　わが田舎

「 つながりが
新 た な 将 来 像 の

計画の構成と役割、期間

基本構想

第6次田舎館村
総合振興計画を策定



いなかだて・令和３年４月号 7

　基本構想に掲げた将来像の実現に向けて、施策の大綱に従い、５つの分野で取り組むべき主要な
施策を定めました。今後10年間、次の施策を総合的、計画的に推進します。

笑顔を育む　わが田舎 」
実 現 に 向 か っ て、次 の 10 年 が 始 ま り ま す！

基本計画

　第６次計画の詳しい内容は、役場２階企画観光課や中央公民館図書
室、村のホームページでご覧いただけます。
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）

　高齢化や核家族化、感染症の流行など、社会や地
域のつながりが希薄化し、個人や家族、地域が抱え
る課題には柔軟な対応が求められています。５分野
の枠組みを超え、以下の検討を進めていきます。
○テーマ／

交通と買い物の利便性向上
人の交流の発展
情報化の促進

1．豊かなしごとがあるむら（産業の振興）1．豊かなしごとがあるむら（産業の振興） 2．安全で住みやすいむら（都市・生活基盤の充実）2．安全で住みやすいむら（都市・生活基盤の充実）

3．自ら学ぶむら（教育・文化の振興）3．自ら学ぶむら（教育・文化の振興） 4．すこやかなむら（保健・医療・福祉の充実）4．すこやかなむら（保健・医療・福祉の充実）

5．持続可能なむら（健全な行財政運営）5．持続可能なむら（健全な行財政運営） 横断テーマ横断テーマ

○施　策／
稼げる農業の実現計画
商工業の振興計画
地域の特色を活かした観光計画
多様な働き方計画

○施　策／
自然との共生・環境美化計画
安全な道路・公共交通計画
住まいを取り巻く環境の整備計画
雪対策計画
防災・防犯・救急の充実計画

○施　策／
村民協働による村政運営計画
効率的な行財政運営
広域行政の推進計画

○施　策／
学校教育の充実計画
生涯学習の充実計画
生涯スポーツの振興計画
文化の伝承と交流の推進計画
ジェンダー平等の実現計画

○施　策／
総合的な保健・医療計画
地域福祉の推進計画
高齢者福祉の充実計画
子育て応援計画
障害者福祉の充実計画
社会保障の充実計画
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依存財源
◆地方交付税…村の財政力に応じて国から交付されるお金
◆国庫支出金…事業に対する国からの補助
◆県 支 出 金…事業に対する青森県からの補助
◆村　　　債…大きな事業を実施するときなどに村が借りるお金

自主財源
◇村　　　税…村民税や固定資産税など皆様に納めていただく税金
◇繰　入　金…基金を取りくずして繰り入れられるお金
◇分担金・負担金…事業に要する経費の一部を、利益を受ける者が
　　　　　　　　　負担するお金など

前年度比 5.9％減前年度比 5.9％減
令和３年度 令和３年度 一般会計予算一般会計予算　村議会３月定例会で可決

された一般会計予算・特別
会計予算の概要を紹介しま
す。

一般会計当初予算額の推移
34億3,500万円

 36億1,500万円

53億9,000万円

37億7,100万円

H29

H30

R1

R2

35億4,800万円R3

年度

4535251550 10 20 30 40 50 55億円

【使用料・手数料】 2,398万2千円   
【財産収入】 289万3千円   
【寄附金】 1,000万1千円   
【繰越金】 1,000万円 

◇繰入金　3億5,200万円 （9.9%）
諸収入　6,369万2千円 （1.8%）◇分担金・負担金　3,417万円 （0.9%）
その他 （自主財源）　4,687万6千円 （1.4%）

依存財源
25億879万6千円
（70.7%）

自主財源
10億3,920万4千円
（29.3%）

◇村税
5億4,246万6千円
（15.3%）

◆
4億3,179万4

12.2%

◆国庫支出金
4億3,179万4千円
（12.2%）

◆地方交付税
14億9,300万円
（42.1%）

◆地方交付税
14億9,300万円
（42.1%）

その他 (依存財源)
3,853万8千円 （1.0%）
【地方譲与税】 2,961万3千円   
【利子割交付金】 70万円   
【配当割交付金】 60万円   
【株式譲渡所得割交付金】 40万円   
【法人事業税交付金】 100万円   
【環境性能割交付金】 250万円   
【地方特例交付金】 250万1千円   
【交通安全対策特別交付金】 122万4千円 

歳入
35億4,800万円

◆県支出金
　3億6万4千円（8.5%）◆村債

　1億4,040万円（3.9%）

地方消費税交付金
1億500万円 （3.0%）

【特別会計予算】
国民健康保険 8億9,152万9千円
後期高齢者医療 9,352万7千円
介護保険 8億2,025万6千円

【企業会計予算】
農業集落排水事業
・収益的収入 2,996万4千円
・収益的支出 2,984万5千円
・資本的収入 1,690万1千円
・資本的支出 2,366万円
下水道事業
・収益的収入 2億9,069万9千円
・収益的支出 2億3,648万4千円
・資本的収入 1億794万4千円
・資本的支出 2億1,194万8千円
水道事業
・収益的収入 1億8,076万1千円
・収益的支出 1億7,067万5千円
・資本的支出 4,621万6千円
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3535億億48004800万円万円

※ 万円未満は端数処理しています。
【総務費】
・川部地区集会施設設置事業費補助金 1,709万円
・生活交通路線維持費等補助金 8,651万円
・新型コロナウイルスワクチン
　　　　　　　　　　接種業務委託料 2,244万円
・川部駅操車場跡地整備事業費 2,017万円
・納税貯蓄組合補助金 545万円
・衆議院議員選挙費 668万円

【民生費】
・社会福祉協議会補助金 1,273万円
・火葬料補助金 225万円 
・温泉施設指定管理委託料 1,750万円
・福祉バス等運行費 1,130万円
・出産祝金 260万円
・教育・保育施設費 3億3,946万円

【衛生費】
・後期高齢者医療広域連合負担金 9,407万円
・乳幼児・子ども医療給付費 2,823万円
・黒石地区清掃施設組合負担金 7,371万円

【農林水産業費】
・多面的機能支払交付金 2,619万円
・稲わら焼却防止対策助成事業補助金 500万円
・農作業省力化・効率化対策事業補助金 200万円

【商工費】
・むらおこし推進協議会
　　　　　　　各種イベント業務委託料 510万円
・第２田んぼアート制作関係業務委託料 380万円
・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 9,596万円
・道路改良工事費 627万円
・除雪対策費 5,820万円

【消防費】
・弘前地区消防事務組合負担金 1億4,076万円

【教育費】
・入学祝金 180万円
・通学バス運行業務委託料 4,728万円
・コミュニティ推進事業補助金 182万円
・学校給食費 9,458万円

議会費　4,558万5千円 （1.3%）

総務費
5億5,306万3千円
（15.6%）

総務費
5億5,306万3千円
（15.6%）

衛生費　
3億5,543万9千円 （10.0%）

農林水産業費　
1億5,423万1千円 （4.3%）

商工費
9,415万8千円 （2.7%）

消防費　
1億6,884万8千円 （4.8%）

土木費
3億6,983万8千円 （10.4%）

その他 （労働費など）
927万2千円 （0.3%）

民生費
10億4,446万3千円
（29.4%）

民生費
10億4,446万3千円
（29.4%）

教育費
3億8,140万1千円
（10.7%）

教育費
3億8,140万1千円
（10.7%）

公債費
3億7,170万2千円 （10.5%）
公債費
3億7,170万2千円 （10.5%）

【労働費】 624万2千円     
【災害復旧費】 3万円   
【予備費】 300万円 

歳出
35億4,800万円

このような事業等に使われます
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村議会3月定例会第１回議会定例会が３月１日～10日に開かれ、
令和３年度の一般会計予算や特別会計予算などが審
議されました。開会初日、村長は新年度の施政方針
と重点施策について述べ、村政に取り組む基本的な
考え方を明らかにしました。また、３日には平田隆
人議員、平川重廣議員、品川新一議員、品川正人議
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。

施政方針

　先の村長選挙において、村民の皆
様から厳粛なる信託を賜り、５期目
の村政の舵取り役を仰せつかりまし
た。
　選挙中は長期政権に対する指摘も
ございましたが、常にとどまること
なく積極的に進めてきた一つひとつ
の政策が評価され、さらに４年間の
期待を賜りましたことに、あらため
て身の引き締まる思いであり、公約
を通じ、将来を担う子どもたちへ自
信を持って引き継げる村づくりを皆
様とともに進める所存です。
　新年度に向け、村の現状を捉える
とともに、村民が心のふれあいを深
め、健康で生きがいのある生活が送
られるよう地域の発展に努力し、活
力ある村づくりに取り組む所存で
す。

人づくりによる村づくり
○学校教育の充実
　小・中学校へタブレット端末を１
人１台利用できるように整備し、よ
り理解しやすい教育環境とする ICT
教育が実現します。今後、様々な場
面で子どもたちの教育に役立てられ
るものと思っております。
　田舎館小学校は平成26年度に文
部科学省から教育課程特例校の指定
を受け英語教育を強化しており、
小・中学校の全学年に ALT（外国語
指導助手）による英語教育を組み入
れるなど、英語に親しみやすい環境
づくりに努めています。現在は、い
わゆるコロナ禍で大変難しい状況に

ありますが、新型コロナウイルスの
影響が終息した際には、中学生の海
外派遣を検討します。
　今後の課題である小中一貫校につ
いて、将来的には「施設一体型義務
教育学校」の実現を目指す方針とし
て、財政状況を見極めながら検討を
進めていきます。

○子育て支援
　現在のコロナ禍における家計を下
支えするため、令和３年度から学校
給食費を半額にします。家庭の給食
費負担を軽減し、子育て世帯を積極
的に応援していきます。

○伝統文化の継承
　新型コロナウイルスの影響がある
ところですが、令和元年度に拡充し
た村内の伝統文化団体に対する援助
を継続し、引き続き伝統文化を絶や
さない取り組みを進めて参ります。

活気と魅力のある村づくり
○ JR川部駅ヤード跡地の開発
　令和３年度から各種調査を行い、
宅地化や公園整備など令和６年度の

完成を目指して事業を進めることと
しており、JR川部駅を中心とした
住みよい住環境の創出と、地域経済
の活性化を図りたいと考えておりま
す。

○熱意ある農業者を応援
　農地を若い世代に引き継いで、地
域における農業の活性化を図ってい
くため、高田地区における大型区画
整備事業を進め、農地の集約化や道
路整備などの条件を改善していきま
す。
　また、小規模でも積極的な生産者
を支えていくため、農業機械の導入
に対する補助金の創設に取り組むほ
か、野菜や果樹など高収益作物の栽
培を推奨しながら農業者の後押しを
したいと思います。

○健康増進と長寿の推進
　新年度からは100歳を迎えた方
へのお祝いを贈呈したいと考えてお
ります。また、令和３年度時点で
63歳以上の方を対象とする温泉施
設の高齢者無料入浴券は２回分増や
し、月10回お使いいただけるよう
にいたします。このほか、村民の健
康寿命を延ばす取り組みを順次、展
開しながら、皆様が安心して暮らせ
る村づくりを進めていきます。

災害に強い村づくり
○基金創設を検討
　平成16年の村長就任時、厳しい
財政状況であった村の当時の経験を
踏まえ、自然災害から村民の生命と
財産を守る備えとして、災害に対す
る基金を創設したいと思っていま
す。そのため、最小の経費で最大の
効果をあげる財政運営に努め、健全
な財政の維持に努めて参ります。

村議会3月定例会
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可決された主な案件
予算関係

・令和３年度一般会計予算
・令和３年度国民健康保険特別会計予算
・令和３年度後期高齢者医療特別会計予算
・令和３年度介護保険特別会計予算
・令和３年度農業集落排水事業会計予算

・令和３年度下水道事業会計予算
・令和３年度水道事業会計予算
・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

条例関係
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を

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

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す
る条例

・介護保険条例の一部を改正する条例

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

・廃棄物の処理及び清掃に関する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の一部を
改正する条例

・道路法施工条例の一部を改正する条例
・中央児童館条例及び放課後児童クラブ設置条例を廃

止する条例

その他
・財産の取得
・車庫及び倉庫建設等工事請負契約の締結
・青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少と同組合規約の変更
・人権擁護委員の推薦

・青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体
の数の減少と同組合の共同処理する事務の変更、同
組合規約の変更

・専決処分した事項の報告と承認

一般質問

平田 隆人 議員
村長の政治姿勢
問 令和２年12月定例会において、
５期目にあたる村長の所信と「あず
ましい村づくり」の実現に向けた取
り組み、方向性は本定例会で示すと
されたため、再度問う。
答 （村長）条件に合う第３子以降の
学校給食費を無料とする既存事業を
継続しながら、新たに学校給食費を
半額とするほか、学校教育を充実さ
せ、安心して子育てできる環境を整
備したい。
　耕作条件の悪い農地の改修や整備
事業を進めるほか、小規模生産者の

農作業の効率化を図り、所得の引き
上げにつなげる補助制度の新設も考
えている。
　高齢者が安心して暮らしていける
よう、既存の主要な取り組みは継続
しつつ、様々な事業に取り組んでい
く。
　さらに、近年の局地的な大雨や全
国で多発している自然災害に対応す
るため、防災備蓄を充実するほか、
新たに災害基金を創設して万が一の
ときに備えたいと考えている。
新型コロナウイルスのワクチン
問 接種の体制や計画、対応などを
示せ。
答 （村長）県内の一部で接種が始
まっているところで、村としては医
療機関での個別接種を主にしなが
ら、村内での集団接種も模索してお
り、現在は医療従事者の確保に努め
ている。具体的なことは接種に向け
た準備が整い次第お知らせしたい。

平川 重廣 議員
警鐘台解体に対する補助金
問 （ア）通報体制が敷かれた現代に
おいて、地区の警鐘台の役目は火災
発生時よりも平常時の防火広報の側
面が大きい。このような警鐘台の老
朽化や耐震性、安全性に対し考えを
示せ。
答 （村長）各地区や消防部での維持
管理にあたり、必要な改修や新設を
対象とした補助金を設定している。
設定した平成21年度以降、村内で
は10基の建て替えや改修がなされ、
令和３年度も１基の改修が予定され
ており、老朽化に対しては改善が進
んでいるという認識。
問 （イ）警鐘台が倒壊する事態によ
り、住民の生命、財産へ危害を及ぼ
す可能性がないか。
答 （村長）現在は「火の見やぐら」
としての役目は極めて少なく、必要



令和３年４月号・いなかだて12

村議会３月定例会

性は薄いかもしれないが、警鐘台を
どのように設置していくかは各地区
や消防部の判断を尊重しており、危
害を及ぼす可能性も十分検討されて
いるものと考えている。
問 （ウ）解体に対する補助金も必要
ではないか。
答 （村長）新設や既存のものを改修
する補助金を設定しており、既存の
ものを取り壊して新設するものも対
象となる。その中で各地区や消防部
には警鐘台の在り方を判断していた
だいていることから、解体に対する
補助金は考えていない。
老朽化した防火水槽や消火栓
問 （ア）火災による被害軽減のため、
これらの設備は適正な維持管理が求
められる。耐震性の防火水槽や消火
栓の新設計画を問う。
答 （村長）新たな住宅地が形成され
たときや既存の設備を撤去して新た
に配置する場合を除き、既存の防火
水槽を耐震性のものに改修する計画
は今のところ検討していない。
問 （イ）点検等により消火水利の不
良を把握し、費用面を考慮した計画
的な改修で地域の消火体制に万全を
期しているか。
答 （村長）弘前地区消防事務組合の
協力により、全ての消防水利を毎年
点検しており、不具合が発見された
場合は優先的に改修をしている。ま
た、防火水槽本体に危険があって使
用不能とされたものはなく、普段か
ら補修をしながら使用していく。
問 （ウ）老朽化による消火栓の修繕
や安全確保に向けた防火水槽の改修
に対し、予算を計上しているか。

答 （村長）消火栓は交通事故による
破損が発生するため、１基分の修繕
費65万円を計上している。防火水
槽の撤去や改修などは補正予算や予
備費でその都度対応する。

品川 新一 議員
今後の行事予定
問 （ア）新型コロナウイルスの影響
で、これまでほとんどの行事が中止
となった。田んぼアート関連事業や
今後の事業の実施はどうなるか。
答 （村長）その都度、感染状況を見
極めて実施の判断をする。規模縮小
などの感染防止対策を検討しながら
実施に向けて準備していく。
問 （イ）実施された場合はどのよう
な方法で対応するのか。
答 （村長）不特定多数の方が集まる
イベントの感染防止対策を考えた場
合、「従来どおりに実施が難しいと
ころは無理をせず、可能なところは
感染防止対策を施す」ことを基本と
し、慎重かつ柔軟な対応が必要だと
認識している。
問 （ウ）村内では試行錯誤しながら
行事を実施しているところもある
が、各地区への指導や相談対応はさ
れているか。
答 （村長）一般的なことはすでに多
くの方がご承知おきのことと思うた
め、感染防止対策に関する指導はし
ていない。また、行事の内容は実施
場所の大きさなど地区によって異な
り、一概に指導できないことから、
各々で判断していただきたい。

自主防災組織
問 （ア）村内では12地区で組織さ
れているが、残りの９地区に対して
設立に向けた活動はされているか。
答 （村長）毎年、地区総代の皆様に
村内の自主防災組織の設立情報や補
助金の資料を配布している。また、
コロナ禍で昨年は開催できなかった
が、今後また機会があれば全地区の
総代等を対象とした自主防災組織に
関する研修会を開催し、設立に理解
を求めていく。
問 （イ）設立に向けて活動していな
い地区に対し、相談や説明などの対
応を検討しているか。
答 （村長）各地区において検討して
いただいていると思っている。引き
続き設立の必要性を伝える機会を設
けながら、協力を仰ぎたい。

品川 正人 議員
児童福祉施設等の従事者へ対する慰
労金
問 平川市では児童福祉施設等に勤
務する方に対し、新型コロナウイル
スの感染リスクが高い環境で集団感
染防止に努めている労をねぎらい、
モチベーションを維持できるように
と、一定期間勤務した在職者１人に
つき５万円を支給する取り組みを進
めている。
　村内でも同様にリスクがある中
で、たくさんの子どもたちが各施設
で保育されている。従事者の労に少
しでも報いるため、平川市と同様の
対応を実施できないか。
答 （村長）児童福祉現場では細心の
注意が必要であることはもちろん、
子どもの感染は家族や保育士からの
感染が最も多いとされていることか
ら、子どもを保育する施設に勤務す
る職員の方々の気苦労は大変なもの
と理解している。
　これまで村では、村内の児童福祉
施設へ感染防止対策に関する費用負
担の支援をその都度実施し、感染状
況に合わせて対策や取り組みを支援
していることから、職員への慰労金
は今のところ考えていない。
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2/26 ひとり親世帯にエール

3/13 間食せず、食事はバランスよく

　中学校卒業を迎える子がいる村内のひとり親（母
子・父子）世帯へ、村母子寡婦福祉会と村がそれぞれ
記念品を贈りました。同会の相馬ちえ子会長が対象世
帯の激励訪問に先立ち役場を訪れ、村長から村の記念
品を受け取りました。相馬会長は「今年は11世帯が
対象。保護者の皆さんは仕事に子どもの部活にと、忙
しい日々だと思う。会は現在17人で活動しており、
少しでも皆さんの励みになるようこれからも応援して
いきたい」と話し、訪問先では記念品を手渡して対象
者を激励しました。

　厚生課による糖尿病健康講座を文化会館３階リハー
サル室で開催し、村の特定健診受診者のうち糖尿病関
連の検査数値が高かった方や、一般参加者など29人
が参加しました。
　糖尿病や生活習慣病の専門医院・しろと内科クリ
ニック（弘前市）の白戸輔院長が講師を務め、糖尿病
は本人の遺伝的要因に過食や肥満、運動不足などが影
響すると発症リスクが高くなると解説。健診結果を持
ち寄る参加者も見られる中、「血管を守り、合併症を
起こさないために、健診で数値の変化を確認しなが
ら、ぜひ生活習慣の改善を」と呼びかけました。

2/26 通学をより安全に

　新入学生の交通安全のためにと、田舎館ライオンズクラブから田舎館小学校と田舎館中学校へ、それぞれ入学予定
者数分の交通安全用具が寄贈されました。同クラブの浅利守会計と相馬繁事務局幹事が各校を訪問し、用具を贈呈。
田舎館小学校へランドセルカバーと防犯ブザー、田舎館中学校には自転車用反射材が贈られました。
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　役場企画観光課に寄せられた情報のうち、３月以降に村内で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月下旬　ボノ神送り（田舎舘地区）　　　　　　・４月中旬　ボーノ神（十二川原地区）

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　　　 （3月25日現在）

11日、田舎館中学校の卒業式では生徒57人が3年間11日、田舎館中学校の卒業式では生徒57人が3年間
の思い出とともに、新たな一歩を踏み出しました。の思い出とともに、新たな一歩を踏み出しました。

　３月、村内の保育所（園）や認定こども園、小・
中学校ではそれぞれ卒園式や卒業式が行われまし
た。このうち、６日に光田寺保育園で行われた保育
証書授与式では年長児11人が保育証書を受け取
り、晴れやかな表情で門出を迎えました。

コロナ禍の中、春の旅立ち

19日、田舎館小学校は児童50人が6年間の思い出を19日、田舎館小学校は児童50人が6年間の思い出を
胸に卒業式へ臨み、笑顔で学舎をあとにしました。胸に卒業式へ臨み、笑顔で学舎をあとにしました。

3/15 予防対策をより手軽に

　弘前地区電気工事業（協組）より村へアルコール
ディスペンサー20台とアルカリ乾電池80本、消毒
液500ml入り40本が寄贈され、役場２階庁議室で
寄贈式が行われました。同組合は村を含む弘前市周辺
の８市町村１地区の74社が加盟。新型コロナウイル
ス感染症の影響により組合内の行事が中止となったこ
とを受け、それに代わる地域貢献として感染予防につ
ながる寄贈を行っています。寄贈式にあたり、齊藤昭
弘理事長は「自分の体は自分で守ることが大切。機材
を使って、こまめな消毒の習慣を身につけてもらえれ
ば」と話し、贈られた機材は村内の各学校や施設に配
備します。
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第28回 田んぼアートテーマ決定！

新型コロナウイルス感染症の影響により２年ぶりの制作となる今年の田んぼアートは、オール青森ロケで制作さ
れ、津軽三味線が紡ぐ三世代家族の珠玉の人間ドラマを描いた映画作品「いとみち」をテーマにします。

第2田んぼアート いとみち

■ 令和３年田んぼアート画像の商用利用に関する説明会
　今年の田んぼアート画像等を使用し、お土産やグッズ商品などの製作・販売を検討されている方を対象に、著作
権者に対する申請手続きや版権使用料などの説明会を開催します。参加する方は、役場２階企画観光課へ事前にお
申し込みください。
○とき・ところ／５月12日（水）　午後３時・文化会館３階リハーサル室
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）

　大ベストセラー「陽だまりの彼女」の作者・越谷オサムによる同名小説
を原作とし、鬼才・横浜聡子（青森市出身）が監督を務めた映画「いとみ
ち」には、駒井蓮（平川市出身）と豊川悦司が父娘役で出演。
　主人公の相馬いと（駒井蓮）は、津軽三味線が得意な弘前市の高校生。
津軽三味線を弾く時、爪にできる「糸道」に名前の由来を持つ。強い津軽
弁の訛りにコンプレックスを持ち、話すことが苦手で友人も少ないが、芯
は“じょっぱり”（意地っ張り）。一大決心をして津軽メイド珈琲店でアル
バイトを始めたことをきっかけに、祖母、父、バイト仲間たちに励まさ
れ、16歳のいとは成長していく。
脚本・監督：横浜聡子　　原作：越谷オサム「いとみち」（新潮文庫刊）
出演：駒井蓮 豊川悦司 黒川芽以 横田真悠 中島歩 古坂大魔王 ジョナ

ゴールド（りんご娘） 宇野祥平 西川洋子
製作：『いとみち』製作委員会（アークエンタテインメント 晶和ホールディ

ング 日誠不動産 RAB青森放送 東奥日報社 ドラゴンロケット）
配給：アークエンタテインメント　　協力：弘前市　板柳町　平川市
劇場情報：弘前市／イオンシネマ弘前、青森市／青森松竹アムゼ、シネマ
ディクト、青森コロナシネマワールド、つがる市／シネマヴィレッジ８・
イオン柏　ほか

映画　いとみち
6月18日（金）県内先行上映、6月25日（金）全国公開

©2021『いとみち』製作委員会

※イメージ図（完成した下絵ではありません。）　　©2021『いとみち』製作委員会
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納税相談

と　き ところ

休　日
４月25日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
４月28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）

春の農作業安全確認運動
　農作業が本格化する春季は、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。
見直そう！農業機械作業の安全対策
・長時間の連続作業を避け、必ず作業の合間に十分な休

憩を取るようにしましょう。
・作業に出かけるときは、家族等に場所と内容を伝える

ようにしましょう。
・ほ場への出入りや傾斜地では転落、転倒に注意しま

しょう。
・トラクターには安全フレーム等を装着しましょう。
・脚立等を使用する時は安定した場所に設置し、身を乗

り出すことは避け、こまめに移動しましょう。
・機械調整や点検、詰まり除去時は機械のエンジンを停

止しましょう。
・服装を整え、機械に巻き込まれないように注意しま

しょう。
○実施期間／５月31日（月）まで
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

今月の粗大ごみ収集日
　４月28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／５月13日（木）　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）

ペットや野良ネコの苦情が増えています
放し飼いはやめて！
　ペットの放し飼いは、農作物を荒らしたり、フンをし
たり、人にかみつくなど他人
に迷惑をかけ、事故の原因に
なります。「おとなしいから
大丈夫」は飼い主の身勝手で、
散歩時はもちろん、柵やオリ
の中でも必ず鎖につないでお
きましょう。
フンの後始末を忘れずに！
　回収袋や用具を持たないで散歩をしている方が見受け
られます。道路や公園、河川敷、他人の土地などは、
ペットのトイレではありません。散歩中に出たペットの
フンは飼い主が回収し、必ず持ち帰りましょう。
野良ネコに餌をあげないで！
　安易な餌やりは頭数が増える原因になり、庭にフンを
される・鳴き声がうるさい・悪臭などで周囲の環境に影
響を及ぼし、近隣住民とのトラブルに発展しかねませ
ん。
　野良ネコへの餌付けは「無責任な行為」と自覚して、
控えるようにしましょう。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

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

第１田んぼアートと田植え体験ツアーを中止
　村と村むらおこし推進協議会では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年に続き役場東側水田での第１
田んぼアートの制作・観覧、田植え体験ツアーを中止することといたしました。役場庁舎の一角に位置する展望台内
の経路で感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高いためで、役場４階以上は今後も封鎖します。また、第１田ん
ぼアートの中止に伴い、足湯の開設と無料シャトルワゴン「たさあべ号」の運行も行いません。
　なお、例年春に道の駅いなかだて「弥生の里」内、弥生の里展望所で期間限定公開していた石アートは実施日程を見
直し、６月からの第２田んぼアートと合わせて公開します。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）
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I n f o rm a t i o n

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、下水道が供用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って接
続してください。
　なお、工事は村の指定工事事業者が行うことになって
おり、書類作成や届け出などの手続きを皆様に代わって
行います。お気軽にご相談ください。
井戸水認定人数等の変更届を忘れずに！
　井戸水（地下水）を使い下水道に排出している方は、
使用者の設置したメーターによる使用水量か、人数や使
用場所によって認定した認定水量により下水道使用料を
決定します。
　井戸水の認定を受けている方で、家族の転入・転出・
出生・死亡などの人数変更が生じた場合や、使用場所の
変更、廃止があった場合は速やかに届け出てください。
▷問い合わせ／建設課下水道係（内線233）

保健協力員会　健診受診勧奨標語
　会では、ひとりでも多くの村民が健診に関心を持てる
よう標語を募集しました。
　６人から17点の応募があり、審査の結果３点の作品
を選出しました。標語は各地区のごみステーションに掲
示しています。
令和３年度健診受診勧奨標語
・検診受けて　健康寿命延ばしましょう
・健診受けて　安心と　明るい笑顔
・健（検）診受けて　元気に暮らせる　明日の為に

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

国民年金だより
保険料は期限までに納めましょう

　４月～令和４年３月分の国民年金保険料は、月額
16,610円です。保険料は日本年金機構から送付される
納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンススト
アで納めることができます。また、インターネットで納
付することもできるほか、割引制度があってお得な口座
振替やクレジットカード払いもできます。
　日本年金機構では保険料を期限までに納めていただけ
ない方に対して、電話や文書、訪問により、早期に納め
ていただくよう案内をしています。未納のまま放置され
ると督促が行われ、指定の期限までに納付がない場合
は、延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある方

（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者や
世帯主）の財産が差し押さえられることがあります。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除
や猶予する制度がありますのでご相談ください。
▷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

村税や保険料の納付は
便利な口座振替で

　口座振替制度は、あなたの指定した口座から自動的に
納付できる便利な制度です。納期ごとに現金を持って金
融機関等へお出かけいただく手間がなくなり、納め忘れ
を防ぐこともできますので、ぜひご活用ください。
○口座振替できる種類／
・村県民税　　　　　　　・固定資産税
・軽自動車税　　　　　　・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料　・保育料
・村営住宅使用料
○利用できる金融機関／
・青森銀行 本、支店　　　・みちのく銀行 本、支店
・東奥信用金庫 本、支店　・津軽みらい農協 本、支店
・ゆうちょ銀行（郵便局）
○申込方法／お近くの金融機関に、通帳と届け出印を持

参してお申し込みください。
納税貯蓄組合に加入している世帯
　引き続き、現在加入している納税貯蓄組合に納付して
ください。ただし、保育料と村営住宅使用料は取り扱っ
ていませんのでご注意ください。
▷問い合わせ／
　村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

…税務課税務収納係（内線123）
　後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係（内線161）
　保育料…厚生課福祉係（内線155）
　村営住宅使用料…建設課建設第二係（内線232）
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軽自動車税（種別割）
令和３年度の税額

二輪車等 税　額 税　額

原動機付
自転車　

50cc以下 2,000円 二輪の小型自動車（250cc超） 6,000円

50cc超90cc以下 2,000円 小型特殊
自動車　

農耕作業用 2,000円

90cc超125cc以下 2,400円 その他 5,900円

ミニカー 3,700円 雪上走行車 3,600円

軽二輪（125cc超250cc以下）　※側車付き・ボートトレーラー含む 3,600円

三輪以上の軽自動車

初度検査登録を受けた時期

H20/3/31
以前

H27/3/31
以前

H27/4/1
以降

グリーン化特例（軽課）の適用

（ア） （イ） （ウ）

四輪以上

乗　用
自家用 12,900円 7,200円 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円

営業用 8,200円 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

貨物用
自家用 6,000円 4,000円 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

営業用 4,500円 3,000円 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

三輪 4,600円 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

○グリーン化特例（軽課）／平成31年４月～令和５年３月に初度検査登録を受けた軽四輪車等で一定の環境性能がある
場合に、翌年度分に限り適用する特例措置です。表（ア）…電気軽自動車等、表（イ）…★★★★＋｛2020年度燃費基
準＋30％達成車（乗用）｝｛2015年度燃費基準＋35％達成車（貨物）｝、表（ウ）…★★★★＋｛2020年度燃費基準＋
10％達成車（乗用）｝｛2015年度燃費基準＋15％達成車（貨物）｝

軽自動車税（種別割）の減免制度
　身体障害者手帳等をお持ちの方、その方と生計を一つにする方などが一定の条件に該当する場合や、障害者が利用
するために特殊構造の車両を所有している場合は、申請により減免を受けることができます。
○受付期間／５月６日（木）～５ 月21日（金）　※口座振替を利用している方は５月14日（金）まで
　すでに納付された分は減免を受けられません。納税貯蓄組合に加入されている方もご注意ください。
○対象・必要なもの／
・一般の軽自動車（障害者本人か、障害者の方と生計を同じくする方が所有するもの）…納税義務者のマイナンバー

カード（または個人番号通知カードと顔写真付き本人確認書類）、印鑑、車検証、軽自動車税（種別割）納税通知書、
障害者手帳等、運転する方の運転免許証、障害者本人と運転する方が世帯分離している場合は生計同一証明書（役場
１階厚生課で発行）

・特殊用途の軽自動車（車検証に「車いす移動車」等の記載があり、車体の構造や装置が障害者利用のための仕様と
なっているもの）…印鑑、車検証、軽自動車税（種別割）納税通知書

○障害の程度／次の①～③のほか、戦傷病者手帳の障害の程度についてはお問い合わせください。
　障害が２つ以上ある方は、併合の等級によらず、個々の等級により該当の有無を判断します。
①身体障害者手帳

運転者
区　分

身体障害者
本人

同一生計または
常時介護する方

運転者
区　分

身体障害者
本人

同一生計または
常時介護する方

視覚障害 １級～４級 上肢不自由 １級、２級の１、２級の２

聴覚障害 ２級～４級 ２級、３級 下肢不自由 １級～６級 １級、２級、３級の１

平衡機能障害 ３級、５級 ３級 体幹不自由 １級～３級、５級 １級～３級

こう頭摘出によ
る音声機能障害 ３級 肝臓機能障害 １級～４級

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。



いなかだて・令和３年４月号 19

①身体障害者手帳（前ページの続き）
運転者区　分 身体障害者本人 同一生計または常時介護する方

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害
（一上肢のみの機能障害は除く） １級、２級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害 １級～６級 １級～２級、
３級※一下肢のみの障害は除く

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能
障害 １級、３級、４級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級～４級

②療育手帳（愛護手帳）…障害程度が「A」の方
③精神障害者保健福祉手帳…障害程度が１級で、自立支援医療の費用の支給に係る番号の記載を受けている方か、精

神通院医療を受けていることの証明を病院等から受けた方
○注意事項
　減免の申請は毎年必要です。手続きの際は役場１階税務課にて減免申請書への記入が必要です。令和２年度に減免
を受けており、引き続き同程度の障害で減免を受ける場合は、以上の要件によらず減免を受けられます。また、身体
障害者等１人につき１台減免を受けられますが、普通自動車の減免を申請している場合はこの制度を利用できません。
▷問い合わせ／税務課固定資産係（内線122）

死亡届を出されるときは
　死亡届は死亡を知った日から７日以内、国外にいる場合は３ヶ月以内に届け出なければなりません。村では死亡届
を受理する際、死亡届書の記載内容や火葬日程、葬儀日程（喪主の氏名、住所、続柄を含む）を確認し、埋火葬許可証
を発行します。事前に電話連絡があれば待ち時間を短縮できます。来庁の際は、あらかじめ以下についてもご確認を
お願いいたします。
○必要なもの／死亡届書、医師による死亡診断書か警察による死体検案書の原本、届出人の印鑑
　　　　　　　※死亡届書は死亡診断書または死体検案書と一体になっています。
○受付時間（平日）／午前８時15分～午後４時30分
　他市区町村や関係機関に確認を取る作業を要しますので、時間外に来庁された場合は埋火葬許可証を発行できない
ことがあります。あらかじめご了承ください。土・日・祝日の受け付けは、以下の「役場閉庁日の埋火葬許可証発行」
をご覧ください。
○届出先／役場１階住民課　※死亡者の本籍地、住所地、死亡地いずれかの市区町村窓口
火葬料補助金を交付しています
　村内には火葬場がなく、他市町村の火葬場を利用しているため、火葬場がある地元住民と村民とでは利用料金に格
差が生じることがあります。村民が死亡（死産）した場合、火葬にかかる費用負担を軽減するため補助を実施していま
す。
○補助金額／申請者が負担した火葬料の１/２
○交付要件／村民の死亡、死産（妊娠４ヶ月以上の胎児を含む）による火葬で、火葬場が設置されている市町村住民が

負担すべき火葬料より多額であった場合。ただし、生活保護法の規定に基づく葬祭扶助を受けた場合は対象外とな
ります。

○申　請／埋火葬許可申請者が他市町村にお住まいの方でも申請が可能です。また、他市町村で埋火葬許可証が発行
されていても、村民が死亡（死産）した場合は申請が可能です。補助金の申請は、火葬が許可された日から６ヶ月以
内にしてください。交付決定後、申請月の翌月末までに指定された口座へ振り込みます。

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／５月２日（日）、４日（火・祝）、８日（土）、15日（土）、
　22日（土）、29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）

I n f o rm a t i o n
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弘前圏域権利擁護支援センター
　ヒロロ３階に開設している弘前圏域権利擁護支援センターでは、認知症や知的障害、精神障害、発達障害などがあ
り日常生活を送るうえで不安がある方に対し、成年後見制度の利用などにより安心して自分らしく暮らせるよう相談
支援を行っています。村を含む弘前圏域にお住まいの方が利用でき、支援にあたっては村と連携して対応しますので、
お気軽にご相談ください。
○と　き／毎週火～土曜日（年末年始を除く）　午前９時～午後４時　※事前予約優先
○ところ／ヒロロ３階　弘前市市民生活センター内
○相談事例／
・お金や通帳、印鑑などの管理ができない、なくしてしまう。
・病院の入院手続きや施設の入所手続きができない、わからない。
・不用になった家や土地を処分できない。遺産を相続できない。
・経済的な虐待を受けているかもしれない。
・トラブルに巻き込まれるかもしれない。
・障害のある子どもで、親が亡くなった後の将来の生活を心配している。
○成年後見制度とは
　障害や認知症などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利
を守る援助者（成年後見人等）を選び、本人を法律的に支援する制度です。
▷問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター　☎26－6557　　厚生課福祉係（内線155）

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

2/16 第36号：車庫及び倉庫建設
等工事 218,240,000円 211,200,000円 畑中 ㈱堀江組 R3/

12/20

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 コミュニティバス 79,027,000円 69,455,460円 総務課 青森日野自動車㈱ R4/
1/31

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

ひろさき広域出愛サポートセンター　
休日登録会

　村を含む弘前圏域８市町村が運営している、会員制お
見合い事業の会員登録を受け付けします。
○とき・ところ／いずれも正午～午後４時

４月25日（日）

ヒロロ３階多世代交流室 A

５月23日（日）

６月27日（日）

７月25日（日）

８月22日（日）

９月26日（日）

▷問い合わせ／ひろさき広域出愛サポートセンター
　　　　　　　☎35－1123
　　　　　　　企画観光課企画係（内線244）

村議会委員会等の活動概況
　以下の日程で委員会等の活動がありました。
○とき／
・２月24日（水）
　議員全員協議会
　内容／令和３年度産業課関係の主な事業等
　ほか７件
　議会運営委員会
　内容／第１回議会定例会の会期日程等
・３月９日（火）
　総務文教常任委員会
　内容／請願第１号の審査
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

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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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／

５月11日（火） 午後１時30分～午後３時30分

５月16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

観光ガイドメンバーの募集！
　村の街歩き観光ガイド団体「田

じゃいご

舎あるぎ衆
んど

」では新メ
ンバーを募集しています。村を訪れる方々に、“街歩き”
を通じて「田んぼアートの村いなかだて」を楽しく紹介
してみませんか。
　研修を予定していますので、実際にガイドに同行して
学びながらデビューを目指しましょう。
　未経験の方も大歓迎ですので、興味のある方はお気軽
にお問い合わせください。なお、電話等で連絡される場
合は役場２階企画観光課で取り次いでもらうことがで
き、追って事務局からご返信いたします。
▷問い合わせ／田

じゃいご
舎あるぎ衆

んど
事務局（福士）

　　　　　　　 jaigo.walker@gmail.com

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森
支部　令和３年度の保険料率

○健康保険／9.96％（現行より0.08％増）
○介護保険／1.80％（現行より0.01％増）
○変更時期／３月分（４月納付分）から
▷問い合わせ／青森支部　☎017－721－2713

津軽の名人・達人バンク
　津軽広域連合の「津軽の名人・達人バンク」は、学校・
施設・団体・サークル・企業などの活動で講師が必要な
とき、目的に合わせて利用できるように津軽地域の様々
な分野の講師情報（個人・団体）を紹介しています。
　講師をまとめた「津軽の名人・達人バンク登録者名簿」
はどなたでも自由に利用でき、津軽広域連合のホーム
ページ http://tsugarukoiki.jp/からダウンロードでき
るほか、希望者へ郵送もいたしますの
で、お気軽にご連絡ください。
　なお、自分の特技を講師として指導で
きる方も募集しています。
○利用方法
　希望する講師を見つけたら、名簿に掲載されている連
絡先へ直接日程や費用などをお問い合わせください。
○講師例／体操、ダンス、伝統工芸（こぎん刺し・津軽

塗・金魚ねぷたなど）、フラワーアート、クラフト製
作、健康づくりの指導、生活に関する豆知識を学ぶ講
座　ほか

▷問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201

暮らしの情報

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２月号 P.12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６
月30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）

I n f o rm a t i o n
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今月のお知らせ

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／５月17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／健康体操
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター　
　　　　　　　☎58－3704

村シルバー人材センター
　センターは４月上旬に旧村民体育館２階から中央公民
館内へ移転して業務を行います。センターでは新入会員
を募集中です！興味のある方は一度お電話ください。
○と　き／平日　午前９時～午後４時
　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）
▷問い合わせ／同センター　☎58－3990

県税のコンビニ納付と口座振替制度
　個人事業税や不動産取得税、自動車税（種別割）は、
納税通知書をコンビニエンスストアへ持参して納付する
ことができます。また、以下の県税は口座振替がご利用
いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
口座振替できるもの
○個人事業税／定期賦課分
○法人県民税・事業税／中間申告、確定申告分
○自動車税（種別割）／定期賦課分。４月30日（金）まで

に申し込みが必要です。なお、口座振替済通知書と納
税証明書は、令和２年度から送付しないこととなりま
したのでご留意ください。

○軽油引取税／特別徴収義務者申告分
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

目の見え方　無料相談
○と　き／５月20日（木）、６月24日（木）、９月16日
（木）、10月28日（木）、11月25日（木）

　　　　　午前10時～正午、午後１時～午後３時
○ところ／弘前市教育センター
　　　　　（弘前市末広４丁目10－１）
○対　象／乳幼児～大人。ご本人のほか、保護者、学校

等における担任の方からの相談にも応じます。
○内　容／板書が苦手、音読がうまくできない、物を斜

めから見るなど目の使い方の対処、見え方への配慮な
ど

▷問い合わせ／青森県立盲学校
　　　　　　　☎017－726－2239

青森県内の電気機械器具製造業　最低工賃
　青森県内で電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が次のとおり改正されます。以下の家
内労働を委託される方は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
○効力発生日／５月１日

品　目 工　程 規　格 金　額

シールド線
端末加工（シールド線をよじり、かつ、
芯線をむき出し、よじり、ハンダ付け
を行うもの）

― 100本／482円39銭

コネクター 差し（コンタクトをインシュレータに
差し込む）

１端子ごとに差す 100端子／26円45銭

連続端子 100回／56円84銭

アルミ電解コン
デンサー 目視による完成品外観検査

テーピング状。自動検査済み 100個／10円59銭

バラ状 100個／18円82銭

▷問い合わせ／青森労働局賃金室　☎017－734－4114



いなかだて・令和３年４月号 23

弘前れんが倉庫美術館
展覧会［春夏プログラム］

りんご宇宙 －Apple Cycle/Cosmic Seed
○と　き／４月10日（土）～８月29日（日）
　午前９時～午後５時（最終入館は午後４時30分）
○アーティスト／雨宮庸介、ケリス・ウィン・エヴァン

ス、河口龍夫、タカノ綾、和田礼治郎　ほか
▷問い合わせ／同美術館　☎32－8950

旧優生保護法による優生手術等を
受けた方へ

　昭和23年～平成８年に旧優生保護法によって不妊手
術や放射線の照射を受けた方に、一時金として320万
円を支給します。一時金を受けるには、青森県庁の窓口
へ書類を提出する必要があるため、お心当たりのある方
は、ご相談ください。
▷問い合わせ／青森県旧優生保護法一時金受付・
　相談窓口　☎017－734－9056

I n f o rm a t i o n

弘前地区消防事務組合　①春の火災予防運動「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」
　４月12日～18日は、県下一斉「春の火災予防運動」期間です。
　これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。火災はちょっとした油断から、皆様の大切な命や貴
重な財産を奪います。次の７つのポイントに注意して、自分の住まいを守るよう心掛けましょう。
○３つの習慣／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○４つの対策／
①寝たばこは絶対やめる。　　　　　　　　　　　　　　④住宅用火災警報器を設置して、逃げ遅れを防ぐ。
②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使う。　　⑤寝具、衣類、カーテンは防炎品を使う。
③ガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消す。　　　⑥初期消火に備えて住宅用消火器を設置する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制をつくる。
山火事にもご注意を！「あなたです　森を火事から　守るのは」
　山間部の雪解けが一層進み、空気が乾燥するこの時期は、１年のうちで最も山火事が発生しやすくなります。
　貴重な森林を山火事から守るため、山中で火を取り扱うときは、十分注意してください。

　　　　　　　　　　　②危険物取扱者試験と事前講習会を実施します
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／６月５日（土）、12日（土）　　○ところ／弘前東高校（弘前市川先４丁目４－１）
○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
○受付期間／４月19日（月）～５月10日（月）、電子申請は４月16日（金）～５月７日（金）
乙種第４類の受験者向け 事前講習会
○と　き／５月20日（木）～21日（金）の２日間　午前９時30分～午後４時30分
○ところ／弘前市宮川交流センター（弘前市堅田２丁目２－６）
○受講料・テキスト代／どちらも講習日１日目の会場で徴収します。
　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）
○申込先／消防本部予防課、最寄りの消防署・分署
○申込締切／４月25日（日）
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

田舎館アスリートクラブ　会員募集！
　陸上競技（短・中・長距離、跳躍、投てきなど）に興味のある方や、基礎体力をつけたい方はぜひご連絡ください。
○と　き／月・火・水・金・土曜日　午後５時30分から１時間程度　　※木・日曜日は休養日
○ところ／田舎館中学校グラウンド等　　○年会費／3,000円（選手登録料、大会参加料、保険料は別途）
○対　象／小学生～大人
▷問い合わせ／同事務局（中村）　☎090－2989－7854
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職員人事異動 （　　）は旧所属

【村長部局】 ４月１日付 ▷総務課人事係長を兼ねる（総務課長・選挙管理員会事務局長併任）　阿保春仁　▷建設
課業務係長・上水道係長を解く（建設課長・業務係長・上水道係長）　相坂篤　▷住民課長補佐・国民年金係長（総
務課長補佐・人事係長）　相坂朱美　▷建設課長補佐・下水道係長（企画観光課長補佐・企画係長）　工藤康人　▷
厚生課健康推進係長・主任保健師（厚生課主任保健師）　今井英乃　▷厚生課主幹・介護保険係長（厚生課介護保険
係長）　田村友則　▷総務課主幹・庶務係長（総務課庶務係長）　阿保稔人　▷厚生課主任保健師（厚生課保健師）
小野恵美子　▷建設課業務係長・上水道係長（建設課下水道係長）　坂本貴章　▷企画観光課企画係長（住民課国保
年金係長）　平川敬　▷住民課住民係長（住民課主査）　佐藤聡子　▷産業課主査（産業課主事）　福地香織　▷税務
課主査（企画観光課主事）　舘山一晃　▷建設課主事（総務課主事）　山谷賢吾　▷厚生課主事（建設課主事）　櫻庭
広樹　▷総務課主事（厚生課主事）　大高浩慎　▷総務課付主事（企画観光課主事）　齊藤裕奈　▷企画観光課主事

（教育課主事）　山谷悠太　▷新型コロナウイルス感染症対策室主事兼務を解く（企画観光課主事・新型コロナウイ
ルス感染症対策室主事兼務）　鈴木文人　▷新型コロナウイルス感染症対策室主事を兼ねる（厚生課主事）　工藤祐
介　▷新型コロナウイルス感染症対策室主事を兼ねる（厚生課保健師）　品川友輔　▷企画観光課主事　髙木裕二

（新採用）　▷住民課主事（新採用）　小林健太郎　▷産業課専門員（再任用）　日村博文　　

【議会事務局】 ４月１日付 ▷議会事務局長（学校給食センター所長・学校給食係長）　小野淳也

【教育委員会部局】 ４月１日付 ▷学校給食センター所長を兼ねる（教育課長・文化財係長・中央公民館長・文化
会館長・克雪トレーニングセンター所長・村民体育館長）　中村甲一郎　▷教育課長補佐・中央公民館長補佐・生
涯学習係長・新型コロナウイルス感染症対策室対策係長兼務（教育課主幹・生涯学習係長・新型コロナウイルス感
染症対策室対策係長兼務）　須藤芳仁　▷教育課学校給食係長（税務課主査）　工藤昭憲　▷教育課主査（教育課主
事）　阿保和紀　▷教育課主査・新型コロナウイルス感染症対策室主査兼務（教育課主事・新型コロナウイルス感
染症対策室主事兼務）　一戸亮祐

【退職】 ３月31日付 ▷定年退職（議会事務局長）　日村博文　▷定年退職（建設課主査）　鳴海泰次　▷早期退職
（厚生課健康推進係長・主任保健師）　高屋睦子　▷早期退職（住民課住民係長）　竹内理智子

【会計年度任用職員等】 ４月１日付 ▷厚生課事務補助員　船水景子　木村昇子　▷産業課事務補助員　樋口泉 
▷住民課事務補助員　蒔苗翔　神央子　▷企画観光課事務補助員　成田ルミ子　▷企画観光課観光事務補助員　菊
地貴子　田澤由起　▷建設課事務補助員　山田雄大　▷新型コロナウイルス感染症対策室事務補助員　千葉理
恵　▷学校給食センター運転労務員　鈴木康憲　▷農業委員会事務補助員　平山愛沙美　▷田舎館小学校学習支援
員　平尾涼子　永田波子　大髙亜希子　松山加代　▷田舎館小学校特別支援教育支援員　天内美加子　岩谷みつ
子　▷田舎館中学校学習支援員　外﨑清美　▷田舎館中学校特別支援教育支援員　山本まゆみ　　

【転出】 ４月１日付　田舎館小学校▷平川市立小和森小学校教諭（教諭）　佐藤慎治　▷弘前市立自得小学校教諭
（教諭）　斎藤喜経　▷五所川原市立金木小学校教諭（教諭）　古川佳寿美　▷藤崎町立藤崎小学校主事（主事）　川
又きらり　

　田舎館中学校▷弘前市立第二中学校教諭（教諭）　泉谷早香　▷弘前市立東中学校教諭（教諭）　島田麻衣子

【転入】 ４月１日付　田舎館小学校▷教諭（弘前市立小友小学校教諭）　菅野真　▷教諭（黒石市立黒石東小学校教
諭）　岩﨑和佳子　▷教諭（藤崎町立藤崎小学校教諭）　澁谷里菜　▷主事（弘前市立千年小学校主事）　柳澤響　▷講
師　伊藤知恵

　田舎館中学校▷教諭（弘前市立北辰中学校教諭）　三戸大志　▷講師（弘前市立津軽中学校講師）　吉田紹人

 村職員

 教職員
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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）

２月21日～３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

・一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書
 山﨑圭一／著　SBクリエイティブ
・渋沢栄一と「論語と算盤」
 齋藤孝／著　フォレスト出版
・文房具屋さん大賞2021 扶桑社／編　扶桑社
・伝説の家政婦　沸騰ワード10レシピ
 タサン志麻／著　ワニブックス
・まるごとわかる！撮り方ブック　iPhone＆スマホ編 
 山崎理佳／著　日東書院本社
・心淋し川 西條奈加／著　集英社

・366日　風景画をめぐる旅
 海野弘／著　パイインターナショナル
・コんガらガっち なにになってすすむ？の本
 ユーフラテス／著　小学館
・どうなっているの？だんめん図鑑
 断面マン／著　小学館
・かわいいパリのハンドメイド ミサンガ２
 フロランス・ベロー／著　ほるぷ出版
 ほか

お誕生おめでとうございます

成　田　蓮
は

　旺
お

 くん
（拓雄・梨菜）二 津 屋

ご結婚おめでとうございます

　泉　　弦　毅 青 森 市
齋　藤　綾　華 大　　袋

鈴　木　　純 前田屋敷
猪　股　美沙子 黒 石 市

稲　葉　菖　太 畑　　中
芳　賀　翔　子 弘 前 市

相　馬　真　也 垂　　柳
加賀谷　美　有 青 森 市

斎　藤　星　紀 新　　町
西　塚　あゆみ 青 森 市

おくやみ申し上げます

岩　滝　ア　イ（88歳） 田 舎 舘
松　田　キミヨ（84歳） 諏 訪 堂
葛　西　幹　男（83歳） 大　　袋
福　士　文　男（80歳） 前田屋敷
川　崎　芳　美（86歳） 高　　樋

人口と世帯
（３月末日現在）

男 3,622 （－6）

女 4,017 （－18）

計 7,639 （－24）

世帯 2,833 （＋3）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（３月末日現在）

県　内 村　内

件 数 184（611） 2 （8）

死 者 1 （3） 0 （0）

傷 者 220（731） 2 （9）
（　）は1月からの累計

○とき／午前９時～午後９時（年末年始を除く）

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は 5 月 13 日（木）の予定です。

齋藤颯
そうすけ

介さん（東光寺）
「４年生から卓球をやってい
て、５月の試合に向けて練習
を頑張っています。目標は試
合で１位を目指したい」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

村産いちごを
ふんだんに

　2月20日、観光いちご園アグリいーな田んぼ
アートの里主催によるデコレーションケーキ作り講
座が東北女子短期大学で行われ、10人が参加し
ました。同大学の北山育子生活科長と宮地博子生
活科助教が講師を務め、参加者は冬いちご品種

「よつぼし」を使った米粉ケーキやパンケーキ作りを
楽しんでいました。

H27/4/6生
「いつも元気なみ
らっち♥最後の保
育園生活、楽しも
うねっ！」

須藤 珠
み ら

良ちゃん
畑　中

H30/4/17生
「３歳おめでとう
旗お姉ちゃんとい
つ ま で も 仲 良 く
ね！」

福士 結
ゆ ず は

珠春ちゃん
前田屋敷

H30/4/17生
「わが家のアイド
ル♪元気に大きく
なってね！！」

工藤 百
も も か

々花ちゃん
前田屋敷

H28/4/2生
「うるきゅんスマ
イルに癒されてい
ます♥元気に大き
くなって」

髙橋 すずちゃん
東光寺

H30/4/13生 R2/4/26生
「元気に大きく育っ
てね♡３歳おめで
とう♡」

「わが家のアイド
ル！お兄ちゃんと
仲良くしてあげて
ね」

工藤 詩
うた
ちゃん 品川 柚

ゆ ず は
芭ちゃん

田舎舘 畑　中

Happy Birthday 4月生まれのおともだち

将来はイラストレーターに将来はイラストレーターに

　３月14日、村の地方創生推進事業の一貫で、子ど
もの感性教育をテーマとするポスター作りワーク
ショップを文化会館３階リハーサル室で開催し、田舎
館小学校の１～６年生10人が参加しました。イラス
トレーターの山内マスミさん（弘前市出身・東京都在
住）がオンラインによるビデオ通話で講師を務め、自
身の仕事や会社員をしながらその職業を志した経験な
どを紹介。山内さんは「ポスターは絵画と違い、相手
にどう伝わるかを意識して、絵と文字で村の魅力を描
いてほしい」と話し、参加者は絵の具を薄めず使う“ベ
タ塗り” の手法を体験しながら、村の風景や食べ物、
見どころなどを紹介するポスターを制作しました。

※5月生まれのお子さん募集（4／20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。


