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新型コロナウイルスワクチン集団接種が
始まりました
　65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイ
ルスワクチンの集団接種を５月から中央公民館を会
場に実施しています。２回の接種が必要となるうち
の１回目の接種日にあたる５月９日、16日にはそ
れぞれ666人、551人が来場し、予診票を提出し
て医師からの問診を受けた後、ワクチン接種を受け
ました。
　９日に接種を受けた60代女性は、「過去に例が
ない新しいことなので不安もあったが、感染した時
の危険性を考えると接種したほうがよいと考え、今
回の接種を希望した。感染に対する不安も和らげる
ことができたので接種してよかったと思う。会場も
混雑することなく次にどこへ行けばいいのかも分か
りやすかった」と話しました。65歳以上の方は６月13日、20日に実施する集団接種において順次接種を終え、今後
は対象年齢を65歳未満の方へ段階的に引き下げながら実施します。

集団接種（60歳～64歳）を実施します
　対象者にはワクチン接種を行う際に必要な予防接種券
と予診票をお送りしています。
○予　約
　村コールセンターで平日午前９時～正午、午後１時～
午後４時30分の間で受け付けています。（役場窓口では
予約をすることができませんのでご注意ください。）
○と　き／

６月20日（日）
※接種２回目７月11日（日） 午前９時～正午、

午後１時～午後４時８月１日（日）
※接種２回目８月22日（日）

　期間を空けて２回の接種が必要です。
○ところ／中央公民館大ホール
○持ちもの／予防接種券、予診票、本人確認書類（マイ
ナンバーカード、運転免許証、健康保険証のいずれ
か）
※１点でも忘れてしまうと接種を受けることができませ
んので当日は必ずお持ちください。

予防接種券をお持ちの方へ
個別接種が始まります

　予防接種券をお持ちの方は６月13日（日）以降、個別
接種を受けることができます。事前予約制となっていま
すので、接種を希望される方は下記専用ダイヤルでご予
約ください。
○予　約
　津軽三育医院予約専用ダイヤル☎080－5829－4582
で、日曜日～木曜日の午前10時～午後４時の間で受け
付けています。
※予約専用ダイヤルへの予約以外のお問い合わせはご遠
慮ください。ワクチンに関する相談は村新型コロナウ
イルス感染症対策室へお問い合わせください。
○と　き／毎週　月、火、木、日曜日
○ところ／津軽三育医院（川部字上西田130－12）
○定　員／１日20人

新型コロナウイルスワクチン接種に関する各種問い合わせ先
・ワクチン集団接種の予約� 村コールセンター　☎55－7353
・ワクチン個別接種の予約� 津軽三育医院予約専用ダイヤル　☎080－5829－4582
・ワクチン接種など新型コロナウイルス全般� 新型コロナウイルス感染症対策室　☎58－2111（内線152、153）
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話 題 い ろ い ろ

4/21 生涯を通しての学びの場

5/10 ポイ捨てをしないで

　村教育委員会主催による白寿大学開講式が文化会館
文化ホールで行われ、新入生１人を含む69人が入学
しました。白寿大学は村内の60歳以上の方を対象
に、軽スポーツや施設見学、講演会など、高齢者の健
康増進や学習機会の充実を図ることを目的として開催
しています。学長を務める教育長は「生涯学習として
最適の場。大学での様々な体験を通して心身ともに健
康で人生を楽しんでほしい」と述べました。新入生の
是枝美名惠さんは「白寿大学には知人の紹介で入学し
た。施設見学が楽しみでほかの学生とも交流を深めて
いきたい」と今後の活動に期待を寄せていました。

5/3，4 優勝を目指して

　光田寺サッカースポーツ少年団育成会主催による第
25回光田寺チャレンジカップが田舎館中学校グラウ
ンドで行われ、県内12チームが参加しました。各
チームは予選リーグ、決勝トーナメントを通して日頃
の練習の成果を発揮しながら優勝を目指し熱戦を繰り
広げました。大会は本戦でAC弘前が優勝し、村内か
らは光田寺 SSSが第５位の成績を収めました。その
ほか行われたフレンドリーリーグではテルツォ弘前が
優勝しました。

　国道102号バイパス道路下の垂柳遺跡周辺の村道
で、「田園」未来を築く会の会員と教育課職員による
清掃活動が行われ、13人が参加しました。作業に参
加した同会の小野正幸会長は「ごみの量は例年並みに
感じた。拾ったごみの中には家庭ごみのような車から
捨てられたものではないごみもあり、各家庭でごみを
適切に処理するという意識を強く持って、自分のごみ
を捨てないように気を付けてほしい」と話しました。
約１時間の作業で、家庭ごみのほか、車中から捨てら
れたと思われる食品や飲料の空、たばこの吸い殻など
が、ごみ袋約24袋分集められました。
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今月の粗大ごみ収集日
　６月23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／７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／７月３日（土）、10日（土）、17日（土）、
　23日（金・祝）、25日（日）、31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）

納税相談

と　き ところ

休　日
６月27日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
６月30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）

今月の納税
　村県民税（１期）、固定資産税（２期）
▷問い合わせ／
　村県民税…税務課税務収納係（内線124）
　固定資産税…税務課固定資産係（内線121）

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

第２田んぼアートの観覧を中止します

　村では、道の駅いなかだて「弥生の里」内にある、弥生の里展望所での第２田んぼアート及び石アートの観覧を予定
しておりましたが、県内における新型コロナウイルス感染拡大状況を勘案した結果、観覧を中止することといたしま
した。ただし、第２田んぼアートの制作は予定通り実施し、その後の様子は村ホームページ内の田んぼアートライブ
カメラの映像や村公式 Facebookなどで随時配信します。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242、243）

I n f o rm a t i o n
お知らせ

©2011越谷オサム／新潮社　
©2021『いとみち』製作委員会
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身体障害者の巡回診査と更生相談
　村と青森県障害者相談センターでは、身体障害者の巡回診査と更生相談を次のとおり行います。事前に申し込みが
必要となりますので、希望される方は役場１階厚生課へお申し込みください。
○対　象／肢体不自由で以下のいずれかに該当する方
（ア）身体障害者手帳の交付を受けるため、診査を必要とする方
（イ）村または青森県障害者相談センターから身体障害者手帳の再認定が必要とされた方
（ウ）障害程度や等級に変化があり、変更を必要とする方
（エ）義肢、装具などの補装具の交付、再交付または修理を必要とする方
※補装具は、骨格構造義肢等の複雑な処方を要するもの、特例補装具、電動車椅子、座位保持装置、オーダーメイド
またはモジュラー形式による車椅子を除く
○と　き／７月８日（木）　午前９時～午前10時　受付
　　　　　　　　　　　　午前９時30分～正午　診査・相談
○ところ／平川市健康センター（平川市柏木町字藤山16－１）
○新型コロナウイルス感染症対策／
　①診査会場ではマスクを着用してください。
　②診査当日の朝に体温を測定し、発熱や風邪症状がある場合は受診をお控えください。
　③診査会場で体温を測定し、37度を超える場合は受診できない場合があります。
○持ちもの／写真１枚（新規の方のみ）、身体障害者手帳（所持者のみ）、印鑑
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

田舎館ブランド認証制度
　村産の食品や工芸品、農畜産物など、優れた産品の情報発信、販売促進を目的として、「田舎館ブランド認証制度」
を開始します。
○認証によるメリット
・認証書が交付され、村で定めた田舎館ブランド認証マーク（P.16参照）を認証品に表示することができます。
・認証品の販売店に認証マークを配したのぼり、ステッカーが交付され、店頭に掲示することができます。
・認証品が村ホームページで紹介されるほか、各種イベントにおいて認証品を紹介するパンフレットやのぼりなどを
利用した PRが行われます。
○対　象／村に住所（事業所の場合は主たる事業所の所在地）のある事業者
○申請方法
　所定の申請書に必要事項を記入し、関係書類（申請調書、産品の写真やパンフレット）、必要に応じて申請品の現物
を添えて役場２階企画観光課に提出してください。申請書類のダウンロードや審査の際の認証基準など詳しくは村
ホームページをご覧ください。
○審　査
　村むらおこし推進協議会が審査し、認証基準に基づき申請品の評価、採点を行います。その後、村が総合的に判断
して認証の適否を決定します。
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線242）

農業用水路を適切に管理しましょう
　農業用水路に堆積した土砂は、水路の流れの障害とな
り、下流部に田畑を所有する農家の方は適正な水量が確
保されずに水不足で苦慮することになります。地域内で
公平に用水を確保するために、農家個人が定期的に隣接
する水路の土砂上げを行うなど適正な管理に努めましょ
う。
▷問い合わせ／農業委員会（内線131）
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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。

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

4/26 第２号：川部廃堰維持工事 1,507,000円 1,430,000円 川部ほか ㈱阿保建設 9/15

4/26 第３号：新田線舗装補修工事 14,960,000円 14,355,000円 八反田ほか 青南建設㈱ 10/5

4/26 第４号：大袋豊蒔線舗装補修
工事 17,875,000円 17,215,000円 大袋ほか ㈲桜庭建設 10/6

4/26 第５号：大根子１号線舗装補
修工事 9,867,000円 9,482,000円 大根子 東青建設㈱ 9/27

4/26 第６号：防火水槽撤去工事 1,870,000円 1,760,000円 川部 ㈱丸勝小野商事 7/29

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

4/26 水道メーター 1,954,370円 991,859円 建設課 ㈱日幸商會　青森
営業所 7/5

中村 心
あ い ら

咲ちゃん
H29/10/20生

東光寺

川添 来
ら い く

琥くん
H29/10/1生

前田屋敷 一戸ののはちゃん
H29/8/20生

豊　蒔岩間 葉
は づ き

月ちゃん
H29/10/1生

八反田福原 宏
ひ ろ と

斗くん
H29/9/6生

堂野前

「ちゃんと歯みがきして
いるよ」

「ちゃんとキレイにみが
いてますよ」

「毎日、歯みがきしてま
す !!」

「いつまでもキレイな歯
でいようー！」

舘山あさひちゃん
H29/8/28生

諏訪堂菊地 一
いっせい

惺くん
H29/10/22生

八反田

〔４月23日実施　３歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

「毎日歯みがき頑張って
まーす！」

「毎日仕上げみがき頑
張っています！」

「むし歯0を目指してい
ます」

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）
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ひろさき広域出愛サポートセンター
　ひろさき広域出愛サポートセンターは弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村の
弘前圏域定住自立圏を構成する市町村が連携して運営する会員制のお見合い事業で、これまでに23組が成婚されてい
ます。
　結婚を希望する独身の方が会員登録によって自身のプロフィールを登録し、相手のプロフィールを閲覧してお会い
したい方を探すことができます。センターに所属する出愛サポーターがお見合いに立ち会ってお二人の間を取り持つ
ほか、会員へお引き合わせの仲介をすることもございます。
　なお、センターではお見合いのお手伝いをしていただく出愛サポーター、自社従業員の結婚を応援する団体サポー
ター、婚活イベント等にご協力いただける協賛団体も募集しています。詳しくは弘前市（ひろさき広域出愛サポートセ
ンター）のホームページ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/hirosaki-deai.htmlをご覧ください。
また、センターの概要は村のホームページにも掲載しています。
○入会資格／結婚を希望する20歳以上60歳未満の独身者で、弘前圏域８市町村に在住の方。または結婚後これらの
市町村に住む意志のある方
○入会料・利用料／無料。ただし、お見合いの場合、会員は出愛サポーターへお見合い１回につき500円をお支払い
いただきます。
○持ちもの／登録に必要な書類は、弘前市（ひろさき広域出愛サポートセンター）のホームページからダウンロードで
きるほか、役場２階企画観光課でも配布しています。書類に必要事項を記入し、写真２枚（縦４～4.5cm、横３～
3.5cm、スナップ写真可、プリクラ不可）と身分を証明できるもの（マイナンバーカード、免許証、パスポートなど）
の写しをご用意のうえ、登録の際に持参してください。
○登録方法／ヒロロ３階ヒロロスクエア内に開設している、ひろさき広域出愛サポートセンターで受け付けしていま
す。希望日の３日前（３日前が日・月・祝日か年末年始の場合は、その前の平日）までに電話や電子メールで予約し
てご来所ください。なお、登録手続きは本人に限り、代理登録はできません。センターの利用説明や申請書類の記
入、カウンセリングなどで１時間30分程度の時間を要しますので、時間に余裕を持ってお越しください。
○営業時間／毎週火～土曜日（祝日・年末年始を除く）　午前10時～午後７時
　相談やプロフィール閲覧でも登録時と同様、事前に予約が必要です。
▷問い合わせ／ひろさき広域出愛サポートセンター　☎35－1123　 h-deai@city.hirosaki.lg.jp
　　　　　　　企画観光課企画係（内線244）

ごみステーションを正しく利用しましょう
　村内各地区に設置されているごみステーションへの不適正排出が増えていて、管理者がごみの片付けに大変苦慮し
ています。ルールを守って正しく利用しましょう。
※不適正排出とは
・スーパーのレジ袋や肥料袋、段ボールなど指定袋以外の袋に入れて出すこと
・発泡スチロール、バケツ、一斗缶、長靴など指定袋に入れないで出すこと
・指定袋に地区名と名前を記入しないで出すこと
・分別をしない、収集日以外の日に出すこと
・一度に６袋（束）以上出すこと
　収集しなかったごみには黄色の紙が張られ、収集できない理由が書かれています。ごみを出した人が責任をもって
回収し、ごみを出し直してください。また、不燃ごみのステーションに取り付けてある黒いネットは、カセット式ボ
ンベ、スプレー缶、使い捨てライターなどの危険物専用です。使い切った後は穴を空けないで出すとともに、危険物
以外のものは入れないでください。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

入札日 業務名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

4/26 川部駅操車場跡地開発計画
策定業務 4,087,600円 3,685,000円 田舎館村 東日本総合計画㈱

青森営業所 8/31

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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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）

国民年金だより　産前、産後期間の
国民年金保険料が免除になります

○免除期間／
・出産予定日か出産日が属する月の前月から４ヶ月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日が属する月の
３ヶ月前から６ヶ月間
○対　象／国民年金第１号被保険者で、出産日が平成
31年２月１日以降の方
　※出産は、妊娠85日（４ヶ月）以上の出産を指し、死

産、流産、早産を含みます。
○申請時期／出産予定日の６ヶ月前から受け付け
○申請に必要なもの／
１．申出書（窓口に備え付けています。日本年金機構

ホームページ https://www.nenkin.go.jpからダウ
ンロードも可能です。）

２．マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類
３．母子健康手帳など（出産前に申請する場合にのみ必

要です。）
○申請先／役場１階住民課か、お近くの年金事務所
▷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

民生委員・児童委員の変更（畑中地区）
　このたび畑中地区の委員
が変更となり、佐々木佳子
さんが２月24日付で委嘱
されました。同地区の委員
は、稲葉正樹さんと佐々木
佳子さんの２人で担当しま
す。生活不安や介護、障害
者福祉、子育てのことなど皆様からの相談に応じ、社会
福祉の制度やサービスについての情報を提供するほか、
必要な場合には関係機関への連絡も行います。委員には
守秘義務が課せられており、相談内容の秘密は守られま
す。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

日本刀制作工房「刀の庵
いおり

」見学会
　青森県内唯一の刀匠・中畑貢（号・國廣）さんから日
本刀の歴史や制作工程、鑑賞する際の作法を学ぶことが
できます。また、日本刀を実際に手に取って鑑賞するこ
とができます。各回15人の事前予約制ですので、ご希
望の方は開催日の２日前までに役場２階企画観光課へお
申し込みください。
○と　き

７月11日（日） 午前11時～午前11時30分
午後２時～午後２時30分８月８日（日）

９月12日（日）
（特別版）

午前11時～正午
午後２時～午後３時

　特別版では鍛錬所を見学することができます。
○ところ／日本刀制作工房「刀の庵

いおり
」

　　　　　（村役場より徒歩約３分）
○料　金／500円（特別版は1,000円）
▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線243）

後期高齢者医療制度　
被保険者の皆様へ

○お薬代を安くすることができます
　ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安くなる
可能性がある方へ、「お薬代負担軽減のご案内」を６月
下旬に送付し、どのくらい安くなるかお知らせします。
　ジェネリック医薬品の利用を希望する方は、医師や薬
剤師にご相談ください。詳しくは、青森県後期高齢者医
療広域連合へお問い合わせください。
○振込口座に変更がある場合は
　高額療養費等の給付申請の際に指定した振込口座に変
更（解約・金融機関の店舗統廃合等）がある場合は、改
めて口座の登録が必要です。届け出がない場合はお振込
みができなくなりますので、銀行口座などの振込先がわ
かるものをお持ちのうえ、お早めに役場１階住民課へ届
け出ください。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線161）
　青森県後期高齢者医療広域連合　☎017－721－3821

第57回村民体育レクリエーション大会
（中止のお知らせ）
　村では第57回村民体育レクリエーション大会を７月
４日（日）に予定しておりましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止や参加者の安全確保の観点から、昨年に
続き中止することとしました。
▷問い合わせ／教育課社会教育係（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）
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戦没者等の遺族に対する第11回特別弔慰金
○支給内容／額面250,000円（５年償還の記名国債）
○対　象／令和２年４月１日（基準日）時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」などを受けている戦没者の妻や父母などがいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で次の（１）～（４）
による先順位のお一人に支給します。
（１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
（２）戦没者等の子
（３）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹。ただし、支給要件による順位があります。
（４）上記（１）～（３）以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）で、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の

生計関係を有していた方
○請求期限／令和５年３月末
○留意事項
　特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を
持って行うことになります。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

児童手当の現況届は忘れずに提出を
　児童手当を受給している方は、毎年６月１日における
児童の養育状況等を記入した現況届の提出が必要です。
現況届は６月分以降の児童手当を、引き続き受ける要件
を満たしているか確認するためのもので、該当する方に
は５月下旬に届出書類を送付しました。提出されない場
合は、児童手当を受給できなくなりますので、忘れずに
提出をお願いします。
○必要なもの／
　受給者（会社員等の被用者の場合）の健康保険証
○提出先／役場１階厚生課
○提出期限／６月30日（水）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

第45回田舎館村ねぷた合同運行
（中止のお知らせ）
　田舎館村ねぷた合同運行実行委員会（商工会・子ども
会育成連絡協議会・中央公民館）では、８月４日（水）に
ねぷた合同運行を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や参加者の安全確保の観点から、昨
年に続き中止することとしました。
▷問い合わせ／教育課生涯学習係（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

農地パトロール（利用状況調査）を
実施します

　農業委員会では、毎年全ての農地を対象に利用状況を
調査し、遊休農地の把握と違反転用の防止などに努めて
います。
　地区の農業委員が調査にあたり、遊休農地や違反転用
を発見した場合は、所有者等に対して農業委員会が指導
や勧告などを行います。また、農業委員が農地内に立ち
入ることもありますが、皆様のご理解とご協力をお願い
します。
　農地のことでお困りの方は、農業委員か役場１階農業
委員会へご相談ください。
○調査月間／７月～８月
▷問い合わせ／農業委員会（内線131）

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／７月６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）
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自動車の不正改造は犯罪です！
　自動車には、市販の様々な部品等を手軽に取り付ける
ことができますが、次のような不正改造は、周囲の交通
に誤認を与え、歩行者に危険を及ぼすとともに、予期せ
ぬ故障や事故の原因になることが懸念されます。
　国土交通省では、６月を「不正改造車を排除する運
動」強化月間に位置付け、車両の安全確保や環境保全に
取り組んでいます。
○禁止されている主な不正改造／
・ライト類の灯色が不適切
・運転者席・助手席の窓ガラスへのフィルム貼り付け
・タイヤ・ホイールの車体外へのはみ出し
・基準外ウィングの取り付け
▷問い合わせ／東北運輸局青森運輸支局
　　　　　　　☎017－715－3320

B型肝炎訴訟　無料電話相談会
　幼少時の集団予防接種でＢ型肝炎に感染したと認めら
れる患者に対し、病態に応じて給付金が支払われていま
す。給付金は訴訟によって救済要件に該当することを確
認したうえで、国との和解等が必要です。相談会では、
Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団の弁護士が電話相談に応じ
ます。
　☎022－224－1490または022－224－1491
○と　き／７月３日（土）　午前10時～午後６時
▷問い合わせ／Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団
　　　　　　　☎0120－76－0152

45歳以上の転職・再就職　無料相談
　仕事の探し方や応募書類、面接など、就職活動に不安
を抱えている方に対し、完全予約制でカウンセラーが相
談に応じています。ご希望の方は、事前に予約の申し込
みをお願いします。
　この相談は雇用保険受給資格者の求職活動として認め
られます。お気軽にご利用ください。
○とき・ところ／

平日
午前９時～午後４時

キャリアスクール I・M・S
（弘前市土手町134－８）

平日と第２・第４土曜日
午前９時～午後４時

ネクストキャリアセンター
あおもり（青森県観光物
産館アスパム７階）

▷問い合わせ／ネクストキャリアセンターあおもり
　　　　　　　☎017－723－6350

今月のお知らせ

自動車税（種別割）の納付はお早めに
　青森県では、６月上旬に自動車税（種別割）の納税通知書をお送りしています。期限までに、お近くのコンビニエン
スストアや金融機関、中南地域県民局の窓口などでお納めください。
○納期限／６月30日（水）
○納める方／県内に主たる定置場がある自動車の４月１日現在における登録上の所有者（割賦販売などで自動車販売店
が所有権を留保している場合は、自動車の使用者）
○主な納付場所／全国の主なコンビニエンスストア、MMK設置店、県内の銀行・信用金庫・信用組合・農協等の本支
店、東北地方の郵便局
　※インターネット専用サイト「Yahoo！公金支払い」から、納税通知書の記載情報と、クレジットカードの番号など

を入力してお手続きいただくことで、クレジットカードから納付することもできます。クレジットカードによる
納付は、手数料が330円かかります。

東日本大震災で被災された方
　震災により滅失、損壊した自動車の代替取得自動車は、自動車税（環境性能割・種別割）が非課税となる場合があり
ます。
▷問い合わせ／中南地域県民局納税管理課　☎32－4341

暮らしの情報
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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・ところ／いずれも午後１時30分～午後３時

７月12日（月）
ふれあいセンター大広間

　　26日（月）

○テーマ／イスに座って健康体操
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

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）

地域振興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
展のために新規事業への参入や開発・研究を行う県内の
個人やNPO法人、企業に対し、必要な費用を助成して
います。
○助成金額／必要経費の２分の１以内で、上限300万円
○申込期間／７月１日（木）～９月30日（木）
○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

国家公務員（税務職員）採用試験
○受験資格／令和３年４月１日時点で高校卒業後３年を
経過していない方か、令和４年３月までに高校を卒業
する見込みの方。または同等の資格があると人事院が
認めた方
○申込受付／６月21日（月）～６月30日（水）
○申込方法／インターネットの国家公務員試験採用情報
ナビ https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htmlから
お申し込みください。
○１次試験／９月５日（日）
▷問い合わせ／仙台国税局人事第二課
　　　　　　　☎022－263－1111（内線3236）

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／

７月６日（火） 午後１時30分～午後３時30分

７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

ミュージアムコンサート出演者募集
　県立美術館では８月から開催するナイトミュージアム
内において、１日１組（５人以内）で楽器などを演奏す
る個人、団体を募集します。詳細については、青森県立
美術館ホームページ http://www.aomori-museum.jp
をご覧いただくか、お問い合わせください。
○と　き／午後６時50分～午後７時20分
８月20日（金）、21日（土）
９月17日（金）、18日（土）、19日（日）
11月26日（金）、27日（土）
12月18日（土）

○申込締切／７月９日（金）
▷問い合わせ／青森県立美術館　☎017－783－5243

司法書士に聞いてみよう！
相続・登記・成年後見電話相談会

　相続や登記、成年後見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／７月17日（土）　午前10時～午後３時
▷問い合わせ／青森県司法書士会
　　　　　　　☎017－752－0440（当日専用）

法人の設立・異動は届け出を
　法人の設立時や、解散・清算した場合のほか、所在
地・名称・代表者・資本金・事業年度などに異動が生じ
た場合は、地域県民局に届け出が必要です。
　必要書類や届け出の詳細は、青森県のホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/010_02houjin.
htmlをご覧になるか、お問い合わせください。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131（内線228）
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相続手続が簡単・便利に
　法定相続情報証明制度は戸籍謄本等の書類を基に、法
務局が「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付しま
す。一度作成すると相続登記はもちろん、預貯金の払い
戻しや相続税の申告、年金手続などの相続手続に戸籍謄
本等を持参する必要がなくなり、とても簡単で便利で
す。必要な書類など詳しくは法務局のホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.
htmlをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わ
せください。なお、手続きのご案内は予約制となってい
ますので、事前にご連絡をお願いします。
▷問い合わせ／青森地方法務局弘前支局
　　　　　　　☎26－1150（音声案内２番）

働くことに悩んでいる若者のための
相談窓口

　ひろさき若者サポートステーションでは、働くことに
悩みを抱えている若者やそのご家族に対して、無料で相
談に応じ、働く力を引き出し、職場に定着するまでの支
援をします。（就職氷河期世代の方の相談も可能です。）
自分に向いている仕事が
わからない、ブランクが
あり就職できるか不安、
働いても長続きしないと
お考えの方はぜひご相談
ください。
○対　象／15歳から49歳の方とそのご家族
▷問い合わせ／ひろさき若者サポートステーション
　　　　　　　☎35－4851

狩猟免許試験と事前講習会
　受験資格や申込書類、事前講習会の内容など、詳しく
は青森県のホームページ http://www.pref.aomori.lg.
jp/からご覧ください。それぞれ申し込み、問い合わせ
先が異なりますのでご注意ください。なお、狩猟免許試
験と事前講習会の概要は村のホームページにも掲載され
ています。
○狩猟免許試験

と　き ところ 申込期間

7/4 友の会福祉会館大ホールほか
（八戸市） 6/18まで

8/1 青森県総合社会教育センター
第１研修室ほか 6/16～7/16

9/19 青森県総合社会教育センター
第１研修室ほか 8/3～9/3

▷問い合わせ／中南地域県民局林業振興課
　　　　　　　☎32－1131（内線263）
○事前講習会

と　き ところ 申込締切

6/20 八戸市スポーツ研修センター 6/15

7/18 青森県総合社会教育センター
第１研修室 7/13

9/12 青森県総合社会教育センター
第１研修室 9/7

▷問い合わせ／青森県猟友会
　　　　　　　☎017－773－3920

創業・起業をお考えの方へ
　創業・起業の関係機関が集まり、創業・起業支援制度説明会と、専門家や実際に起業された方から、創業に対する
考え方や体験談を聞く起業家座談会を開催します。創業・起業に興味がある方や検討中の方、創業・起業して間もな
い方など、お気軽にご参加ください。なお、参加方法は会場参加か、オンライン（Zoom）参加からお選びください。
○とき・ところ／

と　き ところ 申込締切

６月29日（火）

午後４時30分～午後６時30分
（受付：午後４時～）

弘前市民会館 ６月25日（金）

７月１日（木） 黒石市産業会館 ６月29日（火）

７月６日（火） 青森県観光物産館アスパム ７月２日（金）

○参加料／無料
○定　員／30人（要申し込み、先着順）
▷問い合わせ／青森県庁地域産業課　☎017－734－9374

今月のお知らせ
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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します。

いろんなイベントに出掛けよう！

津軽広域連合だより

と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ

6
月

～7/4 YOSHITOSHI～鬼才の浮
世絵師・月岡芳年～

歌川国芳の弟子で、鬼才の浮世絵師といわれる月岡芳
年の代表作品を一堂に紹介します。 弘前市立博物館� ☎35-0700

～30 板柳町ふるさとセンター
農業収穫体験

カラフルなミニトマト収穫体験は１人200円。利用可
能日や時間はお問い合わせください。 板柳町ふるさとセンター� ☎72-1500

7
月

10 弘前城薪能 弘前城植物園に特設舞台を設置し、伝統芸能「能・狂
言」の公演を開催します。 弘前市役所文化振興課� ☎40-7015

17～8/7 2021大鰐温泉
サマーフェスティバル

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチング
バンドなど、イベント盛り沢山です。 大鰐町役場企画観光課� ☎55-6561

17～
9/20 弘前ねぷた展

江戸時代からの記録を交えて「弘前ねぷたまつり」の歴
史を振り返ります。 弘前市立博物館� ☎35-0700

25 丑湯まつり　
黒石温湯地区

丑の御神体を乗せた神輿を子どもたちが引きます。450
年以上の歴史がある温湯温泉ならではの伝統行事です。 丑湯まつり事務局� ☎54-8365

8
月 1 大森勝山じょうもん祭り 世界遺産登録を目指す大森勝山遺跡を舞台に、遺跡探

検隊等のイベントを開催します。 弘前市教育委員会文化財課� ☎82-1642

　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。

平川市　蓮の花まつり 平 川 市
　猿賀神社境内にある鏡ヶ池では、７月中旬から８月
下旬にかけて、淡いピンク色の蓮の花を見ることがで
きます。
　まつり期間中は、多くのイベントや出店が予定され
ているほか、フォトコンテストと SNSコンテストも
開催予定です。ぜひ、この機会に、池一面に咲き誇る
蓮の花、真っ赤な社とご神木の緑が織りなす光景を堪
能してみてはいかがでしょうか。
と　き　７月24日（土）～８月29日（日）
ところ　猿賀公園
問い合わせ　平川市観光協会　☎40-2231
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　高温多湿な日本の夏で特に気を付けたいのが熱中症です。命に関わる暑さになることもありますが、熱中症のリス
クに影響を与える要素は気温の高さだけではなく、湿度や地面などからの照り返し（輻射熱）も関係しています。そこ
で、それらの要因を考慮した「暑さ指数（WBGT）」を指標に、危険な暑さが予想される場合に「熱中症警戒アラート」
を全国で発表する取り組みが４月28日（水）から始まりました。このアラートを活用して熱中症の予防に役立てま
しょう。

熱中症警戒アラートとは熱中症警戒アラートとは
　危険な暑さが予想される場合に、「暑さ」への気づきを促し、熱中症への警戒を呼び掛けるものです。熱中症を引き
起こす暑さは、気温だけが要因ではなく、湿度や地面や建物からの輻射熱など周辺の熱環境も深く関係しています。
同じ気温でも湿度が高い場所の方が熱中症にかかりやすくなります。そこで、気温だけではなく、湿度や輻射熱を取
り入れた指標を使い、熱中症への注意喚起を行う試みが熱中症警戒アラートです。

暑さ指数（WBGT）とは暑さ指数（WBGT）とは
　暑さ指数（WBGT）は、熱中症の原因となりやすい「湿度」、「輻射熱」、「気温」の３つの要素を基に、湿度７：輻射熱
２：気温１の割合で算出され、特に湿度を重視します。単位は気温と同じ摂氏度で示されますが、値は気温とは異なり
ます。1954年にアメリカで熱中症を予防するために提案され、現在では国際的に利用されています。

WBGT 日常生活での注意事項 熱中症予防のための運動指針

危険
（31以上）

高齢者は安静にしていても発生する危険性
が高い。外出はなるべく避け、涼しい屋内
に移動する。

特別な場合を除き運動を中止する。

厳重警戒
（28～31）

外出時は炎天下を避け、室内では室温の上
昇に注意する。

激しい運動や持久走などは控える。
10分～20分おきに休憩を取り、水分や塩
分の補給を行う。

警戒
（25～28）

運動や激しい作業をする際は定期的に十分
な休息を取り入れる。

積極的に休憩を取り、水分や塩分の補給を
行う。激しい運動では、30分おきに休憩
を取る。

注意
（21～25）

激しい運動や重労働時には発生する危険性
がある。

熱中症の兆候に注意し、運動の合間に水分
や塩分を補給する。

　暑さ指数が28以上になると熱中症患者の発生率が増えるため厳重な警戒が必要です。外出時は炎天下を避け激しい
運動を控えましょう。31以上になると危険な暑さとなります。環境省では、全国840地点の暑さ指数の予測値と実況
値を「環境省熱中症予防情報サイト」で提供し、パソコンやスマートフォンなどで確認することができます。

熱中症警戒アラートはいつ、どこで発表される熱中症警戒アラートはいつ、どこで発表される
　各都道府県内のどこかの地点で暑さ指数の予測値が33以上（本当に熱中症への警戒が必要）となった場合に、前日
の午後５時頃と当日の午前５時頃に対象都道府県に対して発表されます。気象庁と環境省のウェブサイトで発表され
るほか、天気予報などと同じように、気象庁から報道機関や民間気象事業者、地方自治体に伝えられ、テレビやラジ
オ、天気予報サイト、防災無線などでアラートの情報を受け取ることができます。

熱中症警戒アラートが発表されたときは熱中症警戒アラートが発表されたときは
○屋外での運動や外出を中止・延期する
　不要不急の外出はできるだけ避け、エアコンなどが設置されていない屋内や屋外での運動は原則中止や延期しま
しょう。
○熱中症の危険性が高い人に声をかける
　熱中症にかかりやすい高齢者、子どもは十分に注意し、周囲の方も積極的に声がけをしましょう。
○熱中症予防行動を普段以上に実践する
　暑さを避け、こまめに水分補給をするとともに、日頃から健康管理を行い暑さに備えた体づくりをしましょう。

出典・参考資料／政府広報オンライン出典・参考資料／政府広報オンライン

「熱中症警戒アラート」で熱中症予防を
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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）

４月21日～５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

・白鳥とコウモリ� 東野圭吾／著　幻冬舎
・掟上今日子の鑑札票� 西尾維新／著　講談社
・日本一わかりやすい「強みの作り方」の教科書
� 板坂裕治郎／著　KADOKAWA
・まるっと365日！自分史上いちばん垢抜ける３色
コーデ帖� きりまる／著　宝島社
・親がやるべき受験サポート
� 佐藤亮子・安浪京子／著　朝日新聞出版

・ねこしき　哀しくてもおなかは空くし、明日はちゃ
んとやってくる。� 猫沢エミ／著　TAC出版
・男子ごはんの本　その13
� 国分太一・栗原心平／著　KADOKAWA
・名探偵コナン　緋色の弾丸� 水稀しま／著　小学館
・あきらがあけてあげるから
� ヨシタケシンスケ／著　PHP研究所
・たまごのはなし
� しおたにまみこ／著　ブロンズ新社
� ほか

　５月号において誤りがありましたので、以
下のとおり訂正して、お詫び申し上げます。
Ｐ.７　事故を防ごう
　誤・「春の交通安全運動」→
　　　　　正・「春の全国交通安全運動」　

Ｐ.20　５月生まれのおともだち
　誤・佐藤大地くん→　正・佐藤大知くん

お詫びと訂正

お誕生おめでとうございます

田　澤　紬
つむ
　生

ぎ
 ちゃん

（佳之・麻衣子）諏 訪 堂

須　藤　千
ち
　暁

あき
 くん

（瑞生・明菜）川　　部

工　藤　好
この
　華

は
 ちゃん

（慎也・真子）田 舎 舘

小　野　翠
あき
　良

ら
 くん

（盛司・淑子）高　　樋

ご結婚おめでとうございます

中　村　海　斗� 堂 野 前
田　川　咲　子� 青 森 市

おくやみ申し上げます

八木橋　トキ子（87歳）�前田屋敷
佐々木　ミ　チ（91歳）�畑　　中
佐々木　　浩　 （85歳）�畑　　中
對　馬　タ　ミ（90歳）�垂　　柳
八木澤　英　樹（47歳）�田 舎 舘
平　川　和　子（66歳）�川　　部
淸　藤　圭　子（90歳）�堂 野 前

人口と世帯
（５月末日現在）
男 3,618 （－3）

女 4,005 （－3）

計 7,623 （－6）

世帯 2,832 （0）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（５月末日現在）
県　内 村　内

件�数 161（945） 2 （12）

死�者 5 （9） 1 （1）

傷�者 191（1,130） 1 （12）
（　）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7月8日（木）の予定です。

三橋麗
れおん
音さん（高樋）

「習字が得意で４年生から書
道教室に通っています。これ
からも練習を続けてもっと字
が上手になりたいです」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

　5月6日、黒石市上十川にある福士幸雄光田寺
保育園副園長が所有するりんご園で児童9人がり
んごの人工授粉を体験しました。授粉体験は生命
を育てることの大切さを学ぶことを目的に毎年行
われており、児童は花粉の入った容器とぼんてん
を持ち、りんごの花に花粉をつけてまわりました。

R2/6/17生

H28/6/30生

「お外が大好き！
いっぱい遊んで大
きくなってね」

「自転車、マラソ
ン、縄跳びが大好
きな、活発で負け
ず嫌いな女の子☆
これからも元気に
成長してね♡」

丹藤 慶
よしとも

朋くん

中田 こずえちゃん

枝　川

前田屋敷

R2/6/14生
「いつでもニコニ
コのりりちゃん♥
お姉ちゃんと仲良
くね♥」

阿保 凛
り り こ

立子ちゃん畑　中

R1/6/1生
「２歳おめでとう
♡毎日元気をくれ
てありがとう☆」

藤田 梢
こずえ

ちゃん前田屋敷

R1/6/14生

R1/6/19生

「コロナが終息し
たら、いろんな所
に行こうね♪」

「おしゃべりが上
手になってきたね
♡いつも楽しませ
てくれてありがと
う♡」

小山 市
いちか

華ちゃん

小野 杏
あん
ちゃん

新　町

前田屋敷

H25/6/4生
「うちのイケメン
♡全然くっついて
くれなくなって母
さみしいぜ！！」

須藤 謙
けん
さん大　袋

Happy Birthday 6月生まれのおともだち

田舎館ブランド認証制度田舎館ブランド認証制度
認証マークが完成認証マークが完成

　P.５の認証制度に使用される認証マークが完成し
ました。認証マーク全体を「館」のような、存在感の
ある形とし、「田舎館」の文字に、村の特産品である
りんご、いちご、米（稲）、シクラメンなどの色を加
え、中の模様は田んぼのように区画化しました。「ダ
テじゃない。」のキャッチコピーには一級品という意
味を込め、一目で印象に残るデザインに仕上げまし
た。

大きく実ってね

※7月生まれのお子さん募集（6／21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。


