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災害時の飲料水確保のための協定を締結

村をPRした観光動画が放映されます

東北大会と全国大会出場を報告しました

7/4

7/1

7/22

　村にある多くの魅力あるスポットを紹介し、PRす
るために製作した観光CM「の～んびり田舎館」が
RAB（青森放送）で放送されています。
　２人の女性が村内の施設や飲食店、文化財を巡り
ながらグルメや歴史、名所を紹介していく内容となっ
ています。また、この観光CMが（一社）東北映像制作
社協会主催による、東北映像フェスティバル映像コ
ンテスト2022において、CM PRキャンペーン部門で
優秀賞を受賞しました。村公式Youtubeチャンネル
では観光CMのロングバージョンも見ることができま
すので、ぜひご覧ください。

　17、18日に行われた第73回青森県中学校体育大
会夏季大会で、田舎館アスリートクラブの山本悠悟
さん（諏訪堂）が同大会共通3000mで第１位、野呂あ
かりさん（川部）が共通800ｍで第３位となり、８月
に行われる東北大会出場を決めたことを村長に報告
しました。さらに山本さんは２、３日に行われた第
68回全日本中学校通信陸上競技大会で、同種目の全
国中学校体育大会標準記録を突破し、すでに全国大
会出場を決めています。山本さんは「自分がレースを
作っていきたい」と、野呂さんは「怖がらずに全力で
ぶつかりたい」と話し、大会での健闘を誓いました。

　村とみちのくコカ・コーラボトリング(株)が「災害
時における飲料の確保に関する協定」の締結式を行い
ました。村内での地震や台風等の発生により被災し
た方へ速やかに飲料水を提供するため、飲料の供給
要請や受け渡しに関する事項を定めたもので、同社
の中村誠悦青森営業統括部長は「台風や豪雨などが毎
年のように発生し、大規模な自然災害がいつどこで
起きてもおかしくない状況にある。有事の際の貴重
なライフラインとなる飲料の迅速な提供が非常に重
要な使命だと感じている」と話しました。現在、同社
は同様の協定を県内の他34市町村と締結しています。
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今月の粗大ごみ収集日
　８月24日（水）△

問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

納税相談

と　き ところ

休　日 ８月28日（日）
午前８時30分～正午

役場１階
税務課　

夜　間 ８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）

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／９月３日（土）、10日（土）、18日（日）、
　　　　　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）

人権・行政相談
○と　き／９月21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）

今月の納税
　村県民税（２期）、国民健康保険税（２期）、介護保険料

（２期）、後期高齢者医療保険料（２期）

▽問い合わせ／
村県民税…税務課税務収納係（内線124）
国民健康保険税…税務課税務収納係（内線123）
介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）
後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係（内線161）

敬老会
　村では敬老の日にちなみ、敬老会を開催します。当日
は白寿・米寿・金婚の方々に記念品をお贈りします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ
つつ、皆様の健康・安全面を最優先に考え、一般の参加
者は募集せずに、規模を縮小して開催します。
○と　き／９月16日（金）　午前10時30分～
○ところ／村民体育館
○顕彰予定者／プライバシー保護の観点から名簿は掲載

いたしません。顕彰予定者には出席確認の通知を送付
していますが、該当すると思われる方で通知が届いて
いない場合は、 ８月19日（金）までにご連絡くださる
ようお願いします。

・白寿【３人】（99歳：大正12年４月２日～大正13年
４月１日に生まれ、当日までご健在の方）

・米寿【58人】（88歳：昭和９年４月２日～昭和10年
４月１日に生まれ、当日までご健在の方）

・金婚【35組】（結婚50年目：昭和48年１月１日～12
月31日に婚姻の届け出をし、当日までともに村内で
ご健在の夫婦）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

農地のあっせん情報
　農業委員会では担い手へ向けた農地の利用集積と、遊
休農地の発生を防ぐため、農地を貸したい、売りたいな
どの情報を提供しています。
　情報は、役場１階農業委員会で閲覧できます。詳しい
内容はお問い合わせください。

▽問い合わせ／農業委員会（内線131）

ＪＲ東日本「川部駅」に関するお知らせ
　奥羽本線・五能線川部駅は築128年が経過しており老
朽化が著しいため、11月から現在の駅舎をコンパクト
化し建て替える予定です。上記建替工事に伴い９月30
日（金）以降、駅舎トイレが使用できなくなります。利用
客の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・
ご協力をよろしくお願いいたします。

▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）
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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 工事名 予定価格 落札価格 工事場所 業者名 工期

６/27 第７号：克雪トレーニング
センター照明改修工事 1,772,000 円 1,538,900 円 克雪トレーニ

ングセンター （株）北奥水道 10/31

６/30 第８号：側溝グレーチング
設置工事 1,441,000 円 1,375,000 円 畑中 青南建設（株） 10/28

６/30 第９号 : 防火水槽撤去工事 11,198,000 円 10,648,000 円 田舎舘 （株）丸勝小野商事 12/28

６/30 第10号 : 川部廃堰維持工事 2,277,000 円 2,156,000 円 川部ほか （株）阿保建設 11/30

６/30 第11号 : 高田黒石線舗装補
修工事 10,164,000 円 9,680,000 円 東光寺 （株）福原組 12/28

６/30 第12号 : 大袋豊蒔線舗装補
修工事 15,510,000 円 14,850,000 円 大袋 （有）桜庭建設 12/28

入札日 業務名 予定価格 落札価格 業務場所 業者名 終了日

６/27 橋梁定期点検業務 5,225,000 円 4,730,000 円 田舎舘ほか （株）キタコン R5/2/28

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納入日

６/27 学校給食施設用備品（食器類） 1,631,000 円 1,111,000 円 学校給食
センター

（株）中西製作所
青森営業所 11/18

６/27 中学校校務用パソコン 2,716,000 円 2,640,088 円 田舎館
中学校

（株）ビジネスサ
ービス弘前支店 ８/31

▽問い合わせ／総務課管財係（内線223）

子どものスマートフォンやインターネットの使用に気をつけましょう
　近年はスマートフォンをはじめとした情報機器が著しく進歩し、インターネットへの高速接続環境が整うようにな
りました。また、今までになかった新しいサービスが次々と生まれ、多くの人が利用しています。
　進歩があまりに早いため、柔軟な子どもたちの方が先にそれらに順応・活用し、国や自治体、学校な
どの安全対策はどうしても後手に回りがちです。それどころか、近年では大人が不用意に公開した情報
によって子どもが被害にあったり、いじめのきっかけを招くことすらあります。新しい情報機器やサー
ビスなどを完全に理解して使いこなすことは非常に難しいですが、保護者の皆様は子どもたちが使用し
得る端末やサービスをできるだけ把握するように努めましょう。
　よくわからないからと放置することは一番よくありません。
○子どもに使わせるときは
①家庭で使い方のルール（時間、場所、目的など）を決め、守らなかった場合の対処も決めてください。
②スマートフォンやインターネットを子どもに使わせるかどうか、慎重な判断が必要です。
③子どもに個人の端末を持たせるかどうか、またはフィルタリングの使用についても考慮しましょう。
④子どもが利用しているウェブサイトやサービスなどに、違法なものや、犯罪に巻き込まれたり高額な利用料が請求

されたりする可能性のある危険なサービスがないか、常に見守ることが大切です。
○インターネット上で子どもがトラブルに巻き込まれたときは
　本人によく話を聞き、状況によっては役場や警察などに相談してください。
　最近の研究で、子どもは高リスク行動を取る傾向があると言われており、「トラブルは必ず起こるもの」と認識しま
しょう。インターネット上のトラブルは周囲に相談しにくく、一人で抱え込むと身動きが取れなくなってしまうこと
があります。子どもの一番側にいる保護者の皆様が話を聞くことで子どもを安心させ、解決に導いてあげることが大
切です。

▽問い合わせ／教育課生涯学習係（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
〇支給内容／額面250,000円（５年償還の記名国債）
〇対　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⑴～⑷による
先順位のお一人に支給します。
⑴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
⑵戦没者等の子
⑶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。
⑷上記⑴～⑶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
〇請求期限／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）

国民年金だより　
（１）年金生活者支援給付金制度

　公的年金等の収入やその他の所得額の合計が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に「年金
生活者支援給付金」を上乗せして支給しています。受け取りには請求手続きが必要となり、そのご案内は日本年金機
構が実施します。
〇対　象／次のいずれかに該当する方
①老齢基礎年金を受給している65歳以上で、次の要件をすべて満たしている方
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
②障害基礎年金、遺族基礎年金を受給しており、前年の所得額が約472万円以下の方
○給付額／月額約5,000円（前年所得額や保険料納付期間などに応じて変動します。）
○請求方法
　新たに対象となる方には、8月末から順次、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封のはがき（年
金生活者支援給付金請求書）に必要事項を記入し、返送してください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
　この給付金のご請求でお困りのときには、給付金専用ダイヤル0570-05-4092へお電話ください。

（２）国民年金の加入手続き、保険料免除申請等の電子申請がはじまります
　国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請について、マイナ
ポータルを利用した電子申請ができるようになりました。
　申請にはマイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで
申請書を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。また、申請結果もスマートフォ
ンなどで確認することができますので、お手続きの際にぜひご利用ください。
　詳しくは日本年金機構のホームページ　https://www.nenkin.go.jp/　をご覧ください。

▽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
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後期高齢者医療制度　被保険者の皆様へ
振込口座に変更がある場合は
　高額療養費等の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）があった場合は、改めて口座
の登録が必要です。届け出がない場合、振込みができなくなりますので、通帳等振込先がわかるものをお持ちのうえ、
お早めに役場１階住民課へ届け出てください。
パンフレット「いきいき健康づくりのために」をご活用ください
　青森県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様の日頃の健康管理にご活用いただくため、パンフレット「い
きいき健康づくりのために」を作成し、被保険者証の送付時に同封していますのでお役立てください。
交通事故等にあったときは
　交通事故や暴力等、第三者（自分以外の人）の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたときは、必
ず役場１階住民課へ届け出てください。また、自損事故や業務中の事故で労災が適用されない場合も届け出が必要で
す。詳細については役場１階住民課か広域連合へお問い合わせください。
歯科健診を受けましょう
　村では、後期高齢者医療被保険者の皆様を対象に、年に１回受けられる歯科健診を行っています。受診する場合は、
役場１階住民課へ申込みをして、受診券と問診票を受け取り、下記の対象歯科医療機関へご予約ください。

対象歯科医療機関一覧 電話番号

藤
崎
町

あしだ歯科医院 75 ー 6480

黒
石
市

アクロスプラザ歯科 55 ー 8188 ときわさとう歯科医院 65 ー 4060

アップル歯科医院 52 ー 7070 のじりデンタルクリニック 75 ー 5757

あぼ歯科クリニック 53 ー 5550 ふじデンタルクリニック 55 ー 8245

石川歯科クリニック 59 ー 0172

平
川
市

あずまデンタルクリニック 44 ー 0648

くどう歯科医院 59 ー 2130 工藤歯科医院 44 ー 6123

こだま歯科医院 53 ー 6874 さとう歯科クリニック 57 ー 5888

ことぶき歯科医院 53 ー 1050 すぎた歯科 57 ー 5757

清藤歯科医院 52 ー 2303 清藤歯科医院 44 ー 3177

中村歯科医院 52 ー 3573 清藤歯科平賀医院 44 ー 3132

花園歯科医院 52 ー 8078 のりた歯科医院 26 ー 5677

はなデンタルクリニック 88 ー 6803 ひらかわ歯科クリニック 43 ー 0231

▽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

今月のお知らせ
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津軽広域水道企業団津軽事業部　職員採用資格試験
　受験資格や申込み方法など詳しくは津軽広域水道企業団のホームページ　http://www.tusui.jp/　をご覧いただく
か、お問い合わせください。
○募集内容／初級電気、初級機械
○採用予定／若干名
○１次試験／９月25日（日）　弘前市民会館
○申込方法／受験申込書に必要書類を添えて、郵送か津軽事業部総務課へ提出してください。受付は平日午前８時

30分～午後５時までとなります。
　　　　　　〒036－0342　黒石市石名坂字姥懐２　津軽広域水道企業団津軽事業部総務課
○申込締切／９月８日（木）　※必着

▽問い合わせ／津軽広域水道企業団津軽事業部総務課　☎52－6033

弘前大学教育学部附属幼稚園
令和５年度の園児を募集します

　必要書類や選考の方法など、詳しくは幼稚園で交付す
る募集要項をご覧ください。
○募集園児・定員／３歳児・30人
○応募資格／平成31年４月２日～令和２年４月１日に

生まれた方で、保護者と同居し、保護者等
の送迎による通園時間が片道１時間以内
であること。

○募集要項の交付期間／９月２日（金）～ ９月16日（金）
○出願期間／９月26日（月）～ 10月７日（金）
○入園選考日／ 10月17日（月）

▽問い合わせ／弘前大学教育学部附属幼稚園
　　　　　　　☎32－6815

夏場の食中毒に注意！
　夏場は食中毒が多発します。次の食中毒予防の三原則

「病原体を付けない・増やさない・やっつける」を守って、
家庭での食中毒を予防しましょう。
①付けない
　調理前と食事前は、しっかりと手を洗いましょう。
②増やさない
　肉や魚などの生鮮食品を購入したら保冷に努め、すぐ
に持ち帰りましょう。調理品をすぐに食べない場合は、
冷蔵庫で保管しましょう。
　テイクアウトの料理は、早めに食べましょう。
③やっつける
　加熱調理食品は、中心部までしっかり加熱しましょう。

▽問い合わせ／弘前保健所　☎33－8521

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／

９月６日（火） 午後１時 30分～午後３時 30分

９月25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

個人事業税を忘れずに
○納税義務者
　物品販売業、製造業、請負業など、一定の事業を営む
個人事業主の方で、前年の事業収入から必要経費や事業
主控除額（年290万円）などを差し引いた後の所得がある
方に対して、個人事業税が課税されます。
○納めるときは
　各地域県民局県税部から郵送される納税通知書によ
り、８月と11月の２回に分けて納税していただきます。
税額が１万円以下の場合には、８月に全額を納税してい
ただきます。
○納付方法
　コンビニエンスストア、各金融機関窓口のほか、口座
振替も受け付けています。詳しくは青森県のホームペー
ジ　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/
zeimu/003_07kojinjigyou.html　をご覧ください。

▽問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131
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アレコホール特別演奏会　５台ピアノコンサート「10hands Vol. ２」
　５人のピアニストと５台のピアノが奏でる、圧巻のパフォーマンス。県内中高生と10人で演奏する「ボレロ」をは
じめ、さらにスケールと深みの増した５台のピアノの世界をお届けします。詳細は県立美術館公演ページ　https://
www.aomori-museum.jp/schedule/10376/　をご覧になるか電話でお問い合わせください。
○と　き／９月18日（日）、19日（月・祝）　開場：午後６時　開演：午後６時30分
　　　　　19日の公演はライブ配信も実施します。
○ところ／青森県立美術館アレコホール（青森市大字安田字近野185）
○料　金／＜来場チケット＞一般3,000円、高校生以下2,000円（どちらも事前購入のみとなります）
　　　　　＜ライブ配信チケット＞視聴券1,500円　

▽問い合わせ／青森県立美術館　☎017－783－5243

夏休みは電車に乗ろう！「弘南鉄道文化祭ー夏休みー」開催！
　電車の中に、クイズやトリックアートのほか、高校生のイラスト・書道・写真作品などが展示されます。中には青
森県出身のタレント、王林さんの作品も隠れています。さらに、平賀駅前広場でイベントも開催します。夏休みはぜ
ひ弘南鉄道に乗りましょう！
　イベントの詳細については、弘南鉄道文化祭のページ　https://kounan-bunkasai.jp　をご覧ください。
○イベント／①弘南鉄道の車内に、クイズや間違い探しがあり、答えて応募すると抽選で賞品が当たります。トリッ

クアートも必見です。
②高校生によるダンスやチアリーディングのパフォーマンスのほか、スペシャルゲストとして王林さん

が登場し、車内に隠れた王林さんの作品の正解発表を行います。（午後１時頃）
○開催期間／①～８月28日（日）　弘南鉄道車内
　　　　　　②８月20日（土）　平賀駅前広場

▽問い合わせ／中南地域県民局地域連携部　☎32－2407

８月は電気使用安全月間
　夏は肌の露出が多くなり汗もかくことから、人体に電
気が流れやすくなります。また、暑さにより注意力が散
漫になりがちなため、感電事故が多くなる傾向にありま
す。コンセントプラグを抜くときなどは濡れた手で触れ
ないように注意しましょう。また、エアコン室外機には
専用のアースを付けるなど夏場の電気事故防止を心がけ
ましょう。

▽問い合わせ／東北電気保安協会弘前事業所
　　　　　　　☎27－0862

「解決の糸口を見つけに行こう！」
無料相談会

　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／９月10日（土）　午前10時～午後４時
○ところ／弘前市民文化交流館（ヒロロ３階）　
○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／消費者信用生活協同組合 弘前事務所　
　　　　　　　☎0120－102－354

事業者の皆様へ
退職金のこと、考えてみませんか

　中小企業退職金共済（中退共）は、中小企業で働く従業
員、パートタイマーの方、家族従業員のための退職金制
度です。
働くみんなに「中退共」
①掛金は全額非課税で、手数料はかかりません。
②掛金の一部を国が助成しています。
③外部積立型で管理が簡単！
④退職金は中退共から直接、退職した従業員へ支払われ

ます。

▽問い合わせ／中小企業退職金共済事業本部　
　　　　　　　☎03－6907－1234

調停制度が100周年を迎えます
　裁判所がお互いの言い分を聴き、話し合いで問題の解
決を図る調停は、100年前に制度ができてから国民や社
会のニーズに応じて進化してきました。非公開の場で
様々なトラブルの解決を柔軟に図ることができますの
で、ぜひお役立てください。

▽問い合わせ／青森地方裁判所総務課　
　　　　　　　☎017－722－5421
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弘前圏域市民後見人等養成研修
　成年後見人に必要な知識を習得し、地域の認知症者などのサポートにあたる人材である「市民後見人」を養成する研
修を開講します。参加料は無料で、事前の申込みが必要です。研修修了者は、弘前圏域市民後見人等候補者名簿に登
録し、必要に応じて家庭裁判所へ推薦します。研修を受講し、認知症等になっても安心して暮らせる地域づくりに貢
献してみませんか。
○と　き／９月17日（土）～ 11月26日（土）の毎週土曜日
○ところ／中央公民館岩木館、ヒロロ、弘前市民会館
　　　　　（開催日によって開催場所が変わります。詳しくはお問い合わせください）
○内　容／成年後見制度概論など
○対　象／ 25歳以上70歳未満で、全ての研修を受講できる見込みがあり、研修修了後に市民後見人として活動する

意思がある方
○定　員／ 15人
○申込締切／９月７日（水）

▽問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター　☎26－6557　FAX26－6567　📧h8-kenri@titan.ocn.ne.jp

「職業訓練指導員試験事前講習（指導方法）」　「CAD基本操作講習」受講生募集
　在職中の方を対象とした試験対策講習と職業訓練を実施します。受講を希望する方は、申込書に必要事項を記入し、
郵送かFAX、電話でお申し込みください。講習の詳細や申込書のダウンロードは弘前高等技術専門校ホームページ　
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_zaishokusha.html　をご覧ください。
職業訓練指導員試験事前講習（指導方法）
○と　き／９月27日（火）、29日（木）、10月４日（火）、６日（木）　午後６時～午後９時
○ところ／弘前高等技術専門校（弘前市大字緑ヶ丘一丁目９－１）
○定　員／ 20人
○受講料／ 1,000円
○募集期間／８月９日（火）～ ９月５日（月）
CAD基本操作講習
○と　き／ 10月３日（月）、５日（水）、７日（金）、11日（火）、13日（木）　午後６時～午後９時
○ところ／弘前高等技術専門校（弘前市大字緑ヶ丘一丁目９－１）
○定　員／ 15人
○受講料／ 1,300円
○募集期間／８月９日（火）～ ９月12日（月）

▽問い合わせ／弘前高等技術専門校　☎32－6805　FAX35－5104

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週間前までに村地域包括支援センターへお申し込み
ください。
○と　き／９月７日（水）、21日（水）　
　　　　　午後１時30分～午後３時
○ところ／中央公民館
○テーマ／転倒予防体操
○参加料／無料

▽問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

アイヌの方々のための電話相談窓口
　（公財）人権教育啓発推進センターでは、アイヌの方々
の悩みをお受けするフリーダイヤルを開設しています。
日常生活での困りごとや嫌がらせ、差別、プライバシー
侵害などの悩みに対して、相談員が無料・秘密厳守で相
談に応じます。ご希望によりアイヌの相談員が相談をお
受けしますのでお気軽にご相談ください。
○受付時間／月～金曜日　午前９時～午後５時

▽問い合わせ／相談専用フリーダイヤル　　
　　　　　　　☎0120－771－208
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あおもり安心飲食店応援キャンペーン
「つなぐる」

　青森県では、県内の「あおもり飲食店感染防止対策認
証制度」の認証を受けた飲食店を対象に、飲食代1,000
円ごとに応募できる食事券の当たるキャンペーンを実施
しています。詳しくはホームページ　https://tsunaguru.
comをご覧ください。
○応募締切／９月30日（金）
○応募方法／キャンペーン参加店で1,000円につき１枚

配布される応募用紙で、郵送かWebで応募
○食事券利用期間／ 10月下旬～令和５年３月５日（日）
○その他
　参加店も令和５年１月20日（金）まで募集します。
　参加には「あおもり飲食店感染防止対策認証制度」の認
証を受ける必要があります。詳しくはホームページをご
覧ください。

▽問い合わせ／「つなぐる」事務局　☎017－752－8310

働き方改革に取り組む方を支援します
　弘前労働基準監督署では、働き方改革に取り組む事業
主や労務管理担当者からの労働基準法等の改正内容など
のご相談を受け付けています。
　また、ご希望に応じて会社に訪問し、具体的な対応方
法の説明も行っています。
　残業の上限規制、年次有給休暇の年５日取得義務化、
その他関係法令の内容について知りたいという事業主、
労務管理担当者からのご連絡をお待ちしています。

▽問い合わせ／弘前労働基準監督署　☎33－6411

ドキドキ・ワクワクが止まらない！
一体感と達成感のラフティングツアー

　ひろさき広域婚活支援事業実行委員会では、以下の
とおり婚活イベントを開催します。詳細についてはお
問い合わせください。
○と　き／８月27日（土）　
　　　　　午後０時30分～午後５時45分
○ところ／西目屋スポーツ交流センター
○対　象／弘前圏域市町村に在住または結婚後在住の意

思がある20歳～ 39歳までの独身男女
○募集人数／男女各９人
○参加費／男性：3,000円　女性：2,000円
○申込方法／ A’GROVEの ホ ー ム ペ ー ジ　https://

a-grove.com/konkatsu/　から８月19日(金)
正午までにお申し込みください。

▽問い合わせ／ A’GROVE　☎080－2836－1735
　　　　　　　📧staff@a-grove.com

自衛官を募集しています
募集種目 資　格 受付期間 試験日（試験会場）

防衛大学校（推薦）
高卒（見込み含）
21歳未満

９月５日（月）
～９日（金）　

９月24日（土）・25日（日）（防衛大学校）

防衛大学校（総合選抜） ９月24日（土）（仙台駐屯地）

一般曹候補生

18歳以上33歳未満

～９月５日（月） ９月17日（土）（弘前医療福祉大学）

自衛官候補生（男子）
～９月６日（火）

Web試験：９月中旬～下旬
口述試験・身体検査：９月26日（月）～ 29日（木）
のうち1日（弘前駐屯地）

自衛官候補生（女子）
Web試験：９月中旬～下旬
口述試験・身体検査：９月30日（金）（青森駐
屯地）

　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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青森産技 令和４年度農林総合研究所・りんご研究所参観デー
○と　き／９月６日（火）、７日（水）　午前９時～午後３時
農林総合研究所
○ところ／（地独）青森産技 農林総合研究所（黒石市大字田中82-9）
○内　容／研究成果の展示・紹介、水稲品種「はれわたり」試食品配布、農業相談コーナー、花の販売、最先端省力化

農業機械展示・実演会など
りんご研究所
○ところ／（地独）青森産技 りんご研究所（黒石市大字牡丹平字福民24）
○内　容／研究成果の展示・紹介、ほ場見学ツアー、果樹相談コーナー、農業資材やりんごの販売など
※今年度は新型コロナウイルス感染症感染対策として以下のご協力をお願いします。
・入場時はマスクを着用し、氏名・連絡先（代表）の記載と検温をお願いします。
・体温が37.5度以上の場合、入場を控えてください。（ご一緒の方も含みます）

▽問い合わせ／農林総合研究所　☎52－4312　りんご研究所　☎52－2331

借金に関する無料相談
　相談員が借金の状況をお伺いし、必要に応じて弁護士
等に引き継ぎを行います。秘密は守りますので、お気軽
にお話しください。
○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

▽問い合わせ／東北財務局青森財務事務所
　　　　　　　☎017－774－6488

特殊詐欺被害にご注意ください！
　黒石警察署管内において、特殊詐欺被害に遭われる方
が増加しております。手口として多いのは、実際に存在
する企業「NTTファイナンス」をかたった架空請求詐欺
です。「NTTファイナンス」では、SMS（ショートメー
ルメッセージ）による「料金の未払いがあるので記載され
ている連絡先に電話をしてください」等の案内は行って
いません。そのような内容のSMSが届いた際は決して
応じることのないよう、ご注意ください。

▽問い合わせ／黒石警察署　☎52－2311

空港で天体観測をしてみませんか
　大館能代空港では、９月～ 11月の間に空港滑走路で
天体観測を行う、星空イベント「Runway NightWalk2022」
を開催します。応募方法など詳しくは大館能代空港利
用 促 進 協 議 会ホ ーム ペー ジ　https://odate-noshiro-
airport.com/runwaynightwalk2022　をご覧ください。

▽問い合わせ／大館能代空港利用促進協議会
　　　　　　　☎0186－43－7149
　　　　　　　📧kouryu@city.odate.lg.jp

河川で清掃ボランティアをしませんか
水辺サポーター制度

　青森県では、河川・海岸で清掃や草刈りなどを行う
団体の活動を支援しています。詳しくは青森県のホー
ムページ　http://www.pref.aomori.lg.jp/　から「水辺サ
ポーター」のページをご覧ください。
○支援内容／
・ごみ袋、軍手などを提供します。
・集めたごみを処理します。
・活動団体名を記した看板を設置します。
・ボランティア保険への加入を支援します。

▽問い合わせ／青森県庁河川砂防課　☎017－734－9662
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いろんなイベントに出掛けよう！

津軽広域連合だより
　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。

板 柳 町
板柳町ふるさとセンター

と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ

８
月

～ 12/15 ふじめぐり総選挙 2022 対象店舗のレシートを集めてお気に入りの店舗に投票。
抽選で豪華賞品が当たります。 藤崎町役場経営戦略課 88-8258

15 ～ 16 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つに挙げられ、風情溢れる「中町
こみせ通り」を踊り歩く姿が大きな見所です。 同実行委員会事務局 52-4316

17 ふるさと元気まつり 2022 黒石ねぷた・よされなどの黒石の夏祭りが一堂に集結。
フィナーレの花火は圧巻です。 黒石青年会議所 52-3369

18 浅瀬石川灯籠流し
（黒石市）

先祖の霊を慰めながら五穀豊穣や無病息災を願い、火が
ともった灯籠を川へ流します。

じょんからのふる里づくり
推進協議会 52-3353

20 津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約 3,000 発の花火が夏の夜
空に打ち上げられ、美しく彩ります。 藤崎町商工会 75-2370

20 ～
9/25

企画展２ 
弘前ねぷた 300 年

今年は弘前ねぷたが文献に登場して 300 年。これまで
の 300 年を振り返り、これからの 300 年を考えます。 弘前市立博物館 35-0700

21 宝くじ文化公演
オーケストラで聴くジブリ音楽

ジブリ主題歌歌手の木村弓、井上あずみ、本名陽子らに
よるコンサート。前売７/ ９～ 平川市文化ホール 44-1221

26 レッツウォークお山参詣 
（弘前市）

伝統行事の体験に加えて、ご当地のおいしい食べ物、豊
富な温泉を楽しめる体験ツアーです。 同実行委員会事務局 83-3000

28 ファッション甲子園 2022
（弘前市）

多数の応募の中から一次審査を突破した全国の高校生
が弘前に集い、ファッションデザイン№１を競います。 同実行委員会事務局 33-4111

９
月

3 ～ 4 ひらかわフェスタ 2022 「津軽の桃」をメインとした地産特産品の PR やステー
ジイベントを開催します。 平川市役所農林課 44-1111

9 ～ 11 猿賀神社十五夜大祭 
（平川市）

県下獅子踊り大会や歌謡ショーなどのイベントが開催
されます。 猿賀神社 57-2016

10 ～ 11 黒石こみせまつり
重要伝統的建造物群保存地区に選定されている中町こみ
せ通り周辺を会場に開催。「グルメロード」や「手づくり
ロード」など、まちなかの通り全体で盛り上がります。

同実行委員会事務局 52-4316

10
月

1 ブラスバンドコンサート ブラスバンド BLACK BOTTOM BRASS BAND の演奏
をお楽しみください。 平川市文化ホール 44-1221

2 堀越城秋まつり 堀越城跡を舞台にシンポジウムなどを開催します。予約
不要、無料で入場できます。

弘前市教育委員会
文化財課 82-1642

9 りんごの里板柳まるかじり
ウオーク 2022

７、13、23km の３コース！　りんごもぎとり体験もあ
ります。

板柳町教育委員会
生涯学習課 72-1800

　「学んで、遊んで、泊ま
れる」がコンセプトの板柳
町ふるさとセンターは、板
柳駅から徒歩約 15 分、弘
前市からは車で約 30 分。
　りんご資料展示室やりん
ごを使った草木染・陶芸・樹皮工芸・お菓子作りを体験
できる工房のほか、温泉大浴場、足湯、農産物直売所な
どの施設があります。１人 6,000 円から利用できるコ
テージは通年営業中です。
　皆様のお越しをお待ちしております。
ところ　板柳町大字福野字本泉 34-6
営業時間　午前８時～午後７時
　　　　　※各体験等についてはお問い合わせください。
問い合わせ　板柳町ふるさとセンター　☎ 72－1500

　弘前ねぷたは、1722 年
（享保 7）年に「弘前藩庁
日記」に初めて記録として
登場してから、2022（令
和 4）年に 300 年という節
目を迎えます。それを記念
し、城下町弘前市より始まり、現在では県内外に広がる

「ねぷた・ねぶた」を弘前市に迎えて、特別運行を開催
します。
と　き　８月 27 日（土）、28 日（日）
ところ　弘前市駅前地区（予定）
出陣予定　弘前ねぷた、青森ねぶた、五所川原立佞武多、

斜里ねぷた、尾島ねぷた
詳しくはホームページ　https://www.hirosaki-kanko.
or.jp/edit.html?id=neputa300　をご覧ください。

弘 前 市
弘前ねぷた300 年祭
特別運行

　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。
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I n f o m a t i o n

交通事故概況
（７月末日現在）

人口と世帯
（７月末日現在）

県　内 村　内 男 3,562 （ 0）

件数 170 （1,232） 1 （9） 女 3,921 （－ 4）

死者 1 （16） 0 （0） 計 7,483 （－ 4）

傷者 202 （1,474） 4 （12） 世帯 2,837 （+ 2）
（　） は１月からの累計 （　） は前月との比較

お誕生おめでとうございます

工　藤　　　繕
ぜん

　くん
 （匠真・志織） 川　　部

清　藤　空
あ

　音
のん

　ちゃん
 （航平・きらら） 高　　田

お悔やみ申し上げます

篠　崎　幸　子（83歳） 豊　　蒔
稲　葉　キ　ワ（85歳） 畑　　中
工　藤　マ　ツ（88歳） 川　　部
稲　葉　睦　彌（93歳） 畑　　中
工　藤　ノ　リ（83歳） 二 津 屋

長　濱　せい子（50歳） 川　　部
佐　藤　勝　美（88歳） 新　　町
田　澤　昭　一（95歳） 大 根 子
山　本　レイ子（92歳） 大　　曲

・勉強が面白くなる瞬間 読んだらすぐ勉強したくなる究極
　の勉強法 パク・ソンヒョク・吉川南／著　ダイヤモンド社
・朝1分間、30の習慣。 ゆううつでムダな時間が減り、し
　あわせな時間が増えるコツ　マツダミヒロ／著 すばる舎
・その常識、あなたの老化を早めます
 佐藤忍／著　白夜書房
・寝苦しい夜の猫 山内健司／著　扶桑社
・＃真相をお話しします 結城真一郎／著　新潮社

・掬えば手には 瀬尾まいこ／著　講談社
・飛び立つ季節 旅のつばくろ 沢木耕太郎／著　新潮社
・ちゃぷちゃぷ ぷーん　　
 得田之久・及川賢治／著　福音館書店
・おばけのかわをむいたら たなかひかる／著　文響社
・おもしろい！ 進化のふしぎ やっぱりざんねんないき
　もの辞典 今泉忠明／著　高橋書店

ほか

６月21日～７月20日受付
村に現住所がある方を掲載しています。
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