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収穫感謝祭収穫感謝祭＆＆シクラメン市シクラメン市

　11月 19 日と 20日、役場周辺会場で収穫感謝
祭＆シクラメン市を開催しました。新型コロナウ
イルス感染症の影響により、3年ぶりの開催となっ
た今回は、約 3,000 鉢のシクラメンや花壇苗など
が展示販売されました。また、自分の一芸を披露
する村民パフォーマンス選手権や芸能発表会のほ
か、作品展示、映画上映、村内各団体による囃子
演奏など様々な催し物が行われました。
　多くの出店も立ち並び、２日間にわたり多くの
来場者で賑わいを見せました。

ゲスト審査員のライスボールによるステージではゲスト審査員のライスボールによるステージでは
３曲を歌い、会場を盛り上げました。３曲を歌い、会場を盛り上げました。

作品展示では生け花や写真、パッチワーク作品のほか、書道、田ん作品展示では生け花や写真、パッチワーク作品のほか、書道、田ん
ぼアート短文芸コンテストの受賞作品が展示されました。ぼアート短文芸コンテストの受賞作品が展示されました。

田舎館ブランド認証品をはじめ、ボッコ靴や田舎館ブランド認証品をはじめ、ボッコ靴や
横手やきそばなど多くの店が並びました。横手やきそばなど多くの店が並びました。

ダンスや一輪車演技などを披露した村民パフォーマンス選手権では、大袋地区の長尾竜之介ダンスや一輪車演技などを披露した村民パフォーマンス選手権では、大袋地区の長尾竜之介
さんがグランプリを受賞。村長のモノマネを披露し、完成度の高さに会場は笑いに包まれました。さんがグランプリを受賞。村長のモノマネを披露し、完成度の高さに会場は笑いに包まれました。

芸能発表会では、舞踊やコーラス、カラオケなど日頃の活動の成果を芸能発表会では、舞踊やコーラス、カラオケなど日頃の活動の成果を
存分に発揮しました。存分に発揮しました。

ねぷた囃子で多くの観客を沸かせました。ねぷた囃子で多くの観客を沸かせました。
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　警察官や自衛官、消防吏員など危険性の高い業務
に従事した功績を称える第39回危険業務従事者叙勲
において、元黒石地区消防事務組合消防司令長で、
畑中地区の菊地鉄美さんが瑞宝単光章を受章し、村
長に受章を報告しました。今回の受章にあたり、菊
地さんは「先輩や後輩のおかげで約40年間にわたっ
て消防の仕事を続けることができた。これからも１
人の消防人として力になっていきたい」と話し、村
長は「長年の苦労に導かれて今回の受章に繋がった
ことと思う。長年にわたり地域の安全を見守り続け
た功績は大変大きい」と受章を称えました。

　勤労感謝の日に先立ち、田舎館こども園の年長児
18人が役場２階村長室を訪問し、村長と副村長を激
励しました。園児たちは元気な声で「いつもお仕事
ご苦労さまです。これからも体に気を付けてみんな
のために頑張ってください」と感謝の言葉を述べ、
一戸太

たい
智
ち
くん（5）と須藤心

ここ
奏
な
ちゃん（6）が米こめくん

をあしらったリースを、田澤楓
ふう
磨
ま
くん（6）と髙木はる

ちゃん（6）が花束をそれぞれ贈りました。村長は「今
年も素敵なお土産を貰うことができてうれしい。健
康に気を付けて先生の言うことをきちんと聞いて頑
張ってください」と話しました。

　第49回青森県交通安全母の会連合会中弘南黒ブロ
ック研修会が文化会館文化ホールで行われ、会員や
関係者約50人が参加しました。県交通安全母の会連
合会の豊川幸子会長が「日没が早まる10月から年末
にかけて交通事故が多発する傾向にある。交通事故
を防ぐために高齢者世帯訪問や街頭活動を通じて反
射材着用の徹底に協力してほしい」と会員に呼びか
けました。村長は「母として、また、社会を明るく
する活動の一環として会を結成し、長年にわたり交
通安全に対して声を上げ続けてきた功績は大変大き
い」と日頃の活動に対し感謝の言葉を述べました。

交通安全は家庭から

心を込めた贈り物

功績が評価されました

10/14

11/9

11/11

田舎館ブランド認証品をはじめ、ボッコ靴や田舎館ブランド認証品をはじめ、ボッコ靴や
横手やきそばなど多くの店が並びました。横手やきそばなど多くの店が並びました。

ねぷた囃子で多くの観客を沸かせました。ねぷた囃子で多くの観客を沸かせました。
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ごみの収集
今月の粗大ごみ収集日
　12月28日（水）
年末年始の収集日程

可
燃
ご
み

収集曜日 年末最後 年始最初

月・木曜日地区 12月29日（木）１月５日（木）

火・金曜日地区 12月30日（金）１月６日（金）

不
燃
ご
み

収集曜日 年末最後 年始最初

月曜日地区 12月26日（月）１月９日（月）

火曜日地区 12月27日（火）１月10日（火）

水曜日地区 12月28日（水）１月４日（水）

木曜日地区 12月29日（木）１月５日（木）

△

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

夜　間 12月21日（水）
午後５時～午後７時 役場１階

税務課　
休　日 12月25日（日）

午前８時30分～正午
△

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（４期）、国民健康保険税（６期）、介護保険料

（６期）、後期高齢者医療保険料（６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）

人権・行政相談
○と　き／令和５年１月18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／令和５年１月１日（日）、３日（火）、８日（日）、
　　　　　14日（土）、21日（土）、28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）

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／ 11月４日（金）　
　総務文教常任委員会
　内容／所管課の事業等
　産業経済常任委員会
　内容／所管課の事業等

▽問い合わせ／議会事務局（内線311）

健康料理教室参加者募集
　食生活改善推進員会では、健康料理教室「生涯骨太
クッキング」を開催します。メタボ予防とフレイル予防
を毎日の生活に取り入れるコツをおいしく学びましょう。
○と　き／ 12月15日（木）　
　午前９時30分～午後１時30分　
○ところ／中央公民館　調理室
○参加費／ 500円
○持ち物／参加費、エプロン、三角巾、マスク
○申込締切／ 12月１日（木）　先着20人

▽問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）
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水道凍結にご注意ください！！
　今年も水道の凍結が心配される時期となりました。
　水の抜き忘れによる水道管の凍結で、破裂事故が発生しています。つい忘れがちですが、水道凍結防止帯や水抜き
栓の確認を必ず行ってください。下図のように、水抜き栓は半開きになっていると地下部分で漏水するおそれがあり
ます。水道料金が高額となる原因になりますので、水抜き栓の開閉は最後までしっかり回ったことを確認し、十分注
意してください。
　水道管の凍結や破裂した場合の修理は、村指定の水道業者（給水装置工事事業者）へ依頼してください。水道業者の
一覧は村のホームページで公開しています。

※水抜き栓の種類により操作方法が異なりますので、取扱説明書をご確認ください。
冬期間は認定料金になります
　冬期間（12月～３月）は積雪で検針が困難になるため、前３ヶ月の平均使用水量やその他の事情を考慮した認定水
量で請求します。過不足分は検針再開後の結果に基づき、４月以降に精算します。
　また、基本料金等減免事業は当初の予定のとおり、11月検針分で終了しました。

▽問い合わせ／建設課業務係（内線234）

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

10/17 第31号：二津屋１号線道路
改良工事 7,018,000 円 6,710,000 円 東光寺 青南建設（株） R5

3/29

10/17 第32号：大袋10号線側溝新
設工事 1,892,000 円 1,826,000 円 大　袋 （有）桜庭建設 R5

1/10

10/17 第33号：畑中20号線側溝整
備工事 1,870,000 円 1,771,000 円 畑　中 （株）阿保建設 R5

2/28

10/17 第34号：十二川原堂野前線
外防雪柵設置及び撤去工事 4,928,000 円 4,686,000 円 高樋ほか （株）丸勝小野商事 R5

3/29

10/17 第35号：二津屋高田線外防
雪柵設置及び撤去工事 9,460,000 円 9,020,000 円 東光寺ほか （株）福原組 R5

3/29

▽問い合わせ／総務課管財係（内線223）

通水時は、水抜き栓のハンドルを
左（反時計回り）に止まるまで回
します。

水抜きをする場合には、水抜き栓
のハンドルを右（時計回り）に止
まるまで回します。蛇口を開き、
水道管に空気が入ることで水が抜
けます。

水抜き栓が半開きの状態では、水
抜きができず凍結するおそれがあ
るほか、常に水が地下に流出し、
水道料金が高額になる場合があり
ます。
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今月のお知らせ

令和５年度４月～ 保育所等への入所申し込み
　次の書類を役場１階厚生課か入所を希望する施設へ期間内に提出してください。書類はそれぞれの場所にあるほか、
村ホームページで公開しています。
①教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書　
　※手続きは保育の必要性の認定（給付認定申請）と入所申込みがあり、同時に行うことができます。
②就労を証明する書類（父母分）
　（ア）雇用されている方…就労（予定）証明書
　（イ）自営業・農業・内職をされている方…就労状況申告書
　※以上①、②のほか、前住所地で発行された令和４年度所得課税証明書の提出を求める場合があります。
○受付期間／令和５年１月４日（水）～ 31日（火）
○村内施設一覧／

名　称 住　所 定　員 対象年齢 電話番号

（株）アイナック
畑中保育所 畑中字藤本 17 90 人

生後８週間～

☎ 58 － 2100

（福）日の出会
田舎館こども園 川部字上船橋 52 － 8 120 人 ☎ 58 － 2254

（福）幸成会
光田寺保育園 堂野前字西田 37 － 2 70 人 ☎ 58 － 2222

※川部西ヶ丘保育園（川部地区）は認可外施設のため、一覧には含まれません。
○保育料
　保育料は、入所する児童と同一世帯に属して生計を一つにしている父母を家計の主宰者として、令和５年４月～８
月分は今年度の村民税所得割額の合計から、９月～翌年３月分は令和５年度の村民税所得割合額の合計により決定し
ます。また、ひとり親世帯の場合はその方の村民税所得割額で決定します。ただし、父母の収入によって世帯の生計
が成り立っていないと認められる場合は、同居の扶養義務者（祖父母等）を家計の主宰者として、その方の村民税所得
割額から算定します。それらで判断し難い場合は、総合的な状況から判断します。
○保育の必要性の認定（教育・保育給付認定）
　保育所や認定こども園、幼稚園などを利用する場合は、教育・保育の必要性に応じた給付認定を村から受ける必要
があり、申請に基づいて認定証を発行します。次の①～⑨のいずれかに該当すると２号・３号認定になります。
　①自宅外で働いている　　　　　　　　　　　　　　⑥災害等の復旧作業にあたっている
　②家事以外の仕事（自営業・内職）をしている　　　　⑦保護者が求職活動中、または起業準備中　
　③妊娠中、または出産後間もない　　　　　　　　　⑧保護者が就学、または職業訓練を受講している
　④病気等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨虐待やDVのおそれがある
　⑤長期にわたって同居家族の看護（介護）をしている
※保育所と認定こども園（２号・３号認定）は、保護者の仕事や病気などの事情により保護者に代わって児童の保育を

行う児童福祉施設であり、「集団生活に慣れさせるため」のような理由では入所できません。
認定 対　　象 施設（事業） ・幼稚園（３歳～５歳）…幼児期の教育を行

う学校
・保育所（０歳～５歳）…就労等のため家庭

で保育ができない保護者に代わって保育を
する施設

・認定こども園（０歳～５歳）…教育と保育
を一体的に行う施設

・地域型保育（０歳～２歳）…19 人以下の少
人数の単位で子どもを預かる事業

１号 満３歳以上の教育を希望する就学前
の子ども

幼稚園、
認定こども園

２号 満３歳以上で保護者の就労や疾病な
どにより、保育を必要とする子ども

保育所、
認定こども園

３号 満３歳未満で保護者の就労や疾病な
どにより、保育を必要とする子ども

保育所、認定こど
も園、地域型保育

○利用調整
　保育を必要とする事由の度合いに応じて、優先順位の高い児童から希望する施設へ入所できるように調整していま
す。そのため、第１希望の施設に入所できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

▽問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）
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マイナンバーカードを健康保険証
として利用できます

　マイナンバーカードを健康保険証として利用できま
す。（現在お持ちの国民健康保険被保険者証や後期高齢
者医療被保険者証もこれまでどおり利用できます）
　医療機関や薬局で順次必要な機器が導入され、受付窓
口などでマイナンバーカードをカードリーダーにかざす
ことで医療保険資格の最新情報をオンラインで確認でき
るようになります。ただし、カードリーダーが導入され
ていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が
必要となります。
利用には申込みが必要です
　スマートフォンまたはカードリーダー付きのパソコン
で、マイナポータルにアクセスし、「健康保険証利用申
込」から登録してください。カード読み取り後に、マイ
ナンバーカードの利用者証明用電子証明書に登録された
数字４桁の暗証番号の入力が必要です。
　また、ご自身での申込みが難しい方は、申込みの支援
を行っていますので、マイナンバーカードをお持ちに
なって役場１階住民課へお越しください。
※マイナポータルとはマイナンバーカードの利用者が、

子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオン
ライン申請がワンストップでできたり、行政からのお
知らせを受け取ったりできる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードを使うメリットは？

１．健康保険証としてずっと使える
　就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替え
を待たずに受診できます。（引き続き保険者への加
入・喪失の手続きは必要です）

２．手続きなしで、限度額を超える一時的な支払い
　　が不要に
　オンラインによる医療保険資格の確認により、高
額療養費の限度額認定証などの書類の提出が不要と
なります。（自治体独自の医療費助成に関しては書
類の提出が必要です）

３．健康管理や医療の質の向上につながります
　マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診
情報を確認できます。本人が同意すれば、初めての
医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤
情報が医師等と共有できます。

４．医療費控除も便利に
　マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知
情報を確認できるようになります。e-Taxによる確
定申告で、マイナポータルと連携させることで、医
療費情報を取得し、書面の証明書がなくても手続き
ができるようになります。

▽問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）

後期高齢者医療制度
被保険者の皆様へ

高額療養費（外来年間合算）
　令和３年８月１日から令和４年７月31日までの１年
間の外来診療で自己負担した額の合計から高額療養費で
支給された金額を差し引いた額が、144,000円を超える
場合、超えた分の金額を支給します。
　申請が必要な方には、12月中旬（予定）に青森県後期
高齢者医療広域連合からお知らせが送付されますので、
届いた方は役場１階住民課に申請してください。
※基準日（令和４年７月31日）時点で窓口負担割合が１

割の方が対象です。
※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書、代理人

が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中に転入された場合や、青森県後期高齢者医

療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある
場合は、１年間の自己負担額の合計が144,000円を超
えていてもお知らせが送付されない場合がありますの
で、以前加入していた医療保険の自己負担額証明書を
お持ちのうえ、役場１階住民課へ申請してください。
医療費通知書を送付しています
　青森県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様
に医療費に対する認識と理解を深めていただくために、
年１回、１年分の医療費を記載した「医療費通知書」を送
付しています。
　対象となる期間は令和４年１月～ 12月受診分ですが、
受診した医療機関からの診療情報は、審査支払機関での
審査後に広域連合へ情報提供されることから「医療費通
知書」がお手元に届くのは令和５年２月末～３月上旬と
なります。なお、「医療費通知書」は確定申告の際の医療
費控除にも使用できますが、上記理由により確定申告の
開始時期までにお届けできないため、お急ぎの方は領収
書でご対応ください。
健康診査を受けましょう
　年１回、無料で健康診査を受けることができます。
　受診期限は令和５年１月末までとなりますので、希望
する方は、受診券をお持ちのうえ、指定医療機関（詳し
くは役場１階厚生課へお問い合わせください）に予約し
てから受診してください。
歯科健康診査も受けましょう
　健康診査と同様に、年１回、無料で歯科健康診査を受
けることができます。受診期限は令和５年３月末までと
なりますので、希望する方は役場１階住民課へ受診券と
問診票を申請し、指定医療機関（広報令和４年８月号既
報）へ予約してから受診してください。

▽問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）
　　　　　　　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
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今月のお知らせ

除雪作業にご協力を

雪の処理は指定場所へ
　敷地内等の雪を運搬処理する方は、次の雪置き場をご利用ください。旧田舎館小学校跡地には老人福祉施設があ
り、一般の方が出入りしていますので、運搬時の事故には十分に注意してください。
○浅瀬石川中央橋の河川敷（前田屋敷）／　　　　　　　　○旧田舎館小学校跡地（畑中）／

○雪処理業者の皆様へお願い
　指定場所への運搬処理は、村内の住宅、事業所から出た雪に限ります。また、砂利やごみの混入が見受けられます
ので、特にご注意ください。申請書は村のホームページで公開していますので、詳しくはお問い合わせください。

▽問い合わせ／建設課建設第一係（内線231）

田舎館村表彰式・新年互礼会
　村では、政治、経済、文化などの分野で功労のあった方を、村の表彰条例に基づき表彰しています。また、受賞者
と今年度の叙勲等受章（賞）者の皆様をお祝いするとともに、村政に関わる各団体や住民の方々が一堂に会する、新年
の初顔合わせの場として新年互礼会を開催します。なお、新型コロナウイルス感染症感染防止対策として、会場での
会食は中止とし、お弁当の配布とさせていただきます。
○と　き／令和５年１月４日（水）　受付開始：午後２時30分、表彰式・新年互礼会：午後３時
○ところ／文化会館文化ホール
○会　費／無料
○申込締切／ 12月19日（月）

▽問い合わせ／総務課人事係（内線225）

①路上駐車はしないで！
　路上への駐停車は、除雪の妨げになり雪が残ってしま
います。決められた場所以外への駐停車はやめてくだ
さい。
②除雪車には近寄らないで
　除雪車には死角があります。接触や巻き込みなどの
重大事故につながり大変危険ですので、絶対に近づかな
いでください。
③除雪後の寄せ雪にご理解を
　通勤・通学で混雑する前に除雪を終われるように、作
業は深夜から早朝にかけて一斉に行います。時間と機械
の能力が限られているため、玄関や車庫前など除雪によ
る寄せ雪の処理は現状困難です。寄せ雪の処理に、皆様
のご協力をお願いします。

④雪は道路に出さない・屋根の雪を道路に落とさない
　寄せ雪や敷地内の雪を道路に出すことは、道路法や道
路交通法で禁じられている行為です。出した雪によって
除雪作業に遅れが生じるだけでなく、車両や歩行者の通
行を妨げ、交通障害を引き起こしてしまうおそれがあり
ます。万が一、道路に屋根雪が落ちてしまった時には、
家屋管理の一環として所有者（管理者）の方に片付けてい
ただくこととなります。
⑤通行規制にご協力を
　安全な作業のために、道路
を一時通行止めにすることが
あります。
事故防止の観点から行うこと
ですのでご理解ください。

今月のお知らせ
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〔10月28日実施　３歳児健診〕

最上　陽
ひ な た

咲ちゃん
H31/4/22 生

今　柚
ゆず
巴
は

ちゃん
H31/3/24 生

葛西　華
はる

ちゃん
H31/4/1 生

北川桜
おう

太
た

郎
ろう

くん
H31/4/25 生

「しっかり
　　仕上げみがき！」

「水が大好きです！」 「嫌がらず仕上げみがき
　してもらってるよ！」

「いやいやしながらも何とか
　仕上げみがき頑張ってる」

▽問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

国民年金だより
13 ヶ月分以上の保険料を前納したときの社会保険料控除
　令和４年中に、国民年金保険料を13 ヶ月以上前納された方は、次のどちらかの方法で申告してください。
①全額を納めた年に控除
　申告の際に日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」下部にある証明書を、切り離さずに
添付してください。申告額は控除証明書に記載の「令和４年中の納付済保険料額」欄の合計額です。
②１年ごとに分けて、各年分の相当額を各年に控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」下部にある証明書のうち、令和４年分の１枚を
切り離し、添付してください。残りの証明書は以降各年の申告に使用しますので大切に保管してください。申告額は
控除証明書の「各年に分けて申告する場合の証明額」欄に記載されている金額です。
　なお、３枚証明書がある方で、令和４年分を分割で申告した場合、令和５年分と令和６年分も分割で申告しなけれ
ばなりません。

▽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４年度はたちを祝う記念式典（旧・成人式）
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、飲食を伴う記念パーティーは行いません。また、今後の感染
状況によっては、会場の変更や式典を中止する場合があります。
○と　き／令和５年１月８日（日）　午後２時
○ところ／中央公民館
○対　象／平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれの方

▽問い合わせ／教育課生涯学習係（内線502）　☎58－2250（直通）

各施設の年末年始休業
役場 ☎ 58 ー 2111

12 月 29 日（木）～令和５年１月３日（火）文化会館

☎ 58 ー 2250中央公民館・村民体育館

克雪トレーニングセンター 12 月 28 日（水）～令和５年１月４日（水）

新　町 和　泉 大　袋 和　泉
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今月のお知らせ

犯罪被害者等支援フォーラム
　身近な人が犯罪の被害にあった時に何ができるのか、
犯罪被害者への支援の重要性を広く知ってもらうため、
犯罪被害で家族を亡くされたご遺族による講演を行いま
す。参加料は無料で、事前の申込みも不要です。この機
会に、被害者に寄り添って自分にできることを考えてみ
ませんか。
○と　き／12月23日（金）
　　　　　午後１時30分～午後3時
○ところ／市民文化交流館ホール（ヒロロ4階）

▽問い合わせ／弘前市役所市民協働課　☎35－1664

家族介護者のつどい
　地域で生活する介護者の方のための集いです。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
に村包括支援センターへお申し込みください。
○と　き／令和５年１月31日（火）　
　　　　　午前10時～正午
○ところ／中央公民館
○テーマ／認知症の基礎知識と正しい受診方法　
○参加料／無料
▽問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

ひとり親家庭・寡婦のための日常生活支援事業
　（公財）青森県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭等（母子・父子家庭、寡婦）の方が、就学や疾病などの事由に
より一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合や生活環境等の激変により日常生活を営むことに支障が生じてい
る場合に、家庭生活支援員を派遣しています。
○対　象／児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準または市町村民税の非課税世帯におけるひとり親家庭等
○利用料／無料
○申請方法／役場１階厚生課で配布している申請書により、お申し込みください。
家庭生活支援員を募集しています
　会では、この日常生活支援事業に従事する家庭生活支援員を募集しています。
○支援の種類／①生活援助（家事、介護その他の日常生活に対するサービス）
　　　　　　　②子育て支援（保育サービス及びこれに付帯するサービス）の２種類
○支援員の要件・派遣手当／

種　類 要　件 手当額

生活援助
旧訪問介護員（ホームヘルパー）３級以上の資格所持者、介護
福祉士、社会福祉士、介護職員初任者研修か介護福祉士実務者
研修いずれかの修了者等

◦派遣手当：1,860 円／１時間
◦交通費：上限 1,100 円

子育て支援
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、看護師、准看護師、
ファミリーサポートセンター事業の登録者、厚生労働省が定め
る「子育て支援員研修事業実施要綱」第５（３）アの基本研修及
び同要綱第５（３）イの専門研修「地域保育コース」修了者等

◦派遣手当：900 円／１時間
※子どもの人数に応じて加

算有り

▽問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）　青森県母子寡婦福祉連合会　☎017－735－4152
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切れてませんか？あなたのバイク
｢自賠責｣に加入しましょう

未加入での車両運行は法令違反です！
　交通事故は年間約31万件発生し、死傷者は約36万人
にのぼります。自賠責保険・共済は、万が一の交通事故
の際の基本的な対人賠償を目的に、原動機付自転車を含
む全ての自動車に加入が義務付けられているものです。
　また、フォークリフトなどの小型特殊自動車（農耕作
業用を除く）も公道を一度でも走行する場合は、加入が
必要です。
　自賠責の有効期限はバイクに貼り付けられているス
テッカーで確認することができます。期限が切れる前に
早めの継続手続きをしましょう。

▽問い合わせ／国土交通省青森運輸支局
　　　　　　　☎017－739－1502

県税納税証明書の交付申請
　官公庁の入札参加資格審査申請、建設業許可申請、所
得税確定申告、金融機関の融資申込みなどのため、県税

（法人県民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人
特別税、個人事業税など）の未納額がないことや、納税
額の証明書が必要な方は、次の書類をご準備ください。
○持ちもの／申請書（青森県のホームページ　http://

www.pref.aomori.lg.jp/　からダウンロードか、中南
地域県民局県税部の窓口で配付）、本人確認書類（マイ
ナンバーカードや運転免許証など顔写真付き身分証明
書）、手数料（１件につき青森県収入証紙400円）、代
理人申請の場合はさらに委任状と本人確認書類

▽問い合わせ／中南地域県民局納税管理課
　　　　　　　☎32－1131

ご当地キャラに応援の年賀状を書こう
　日本郵便（株）東北支社では、手紙振興と地域の活性化
を図るために、東北地方のご当地キャラクターに年賀状
を送る「ご当地キャラに応援の年賀状を書こう！」を実施
します。ご当地キャラクターに年賀状を送ると、返事が
届きますので、ぜひご参加ください。
　詳細は、東北６県の郵便局窓口で配布しているパンフ
レットをご覧ください。
○受付期間／12月15日（木）～令和５年１月10日（火）
　　　　　　※当日消印有効　
○キャラクターからの返信時期／令和５年１月１日（日）

以降準備ができ次第返信します。
○パンフレット配布期限／令和５年１月10日（火）

▽問い合わせ／日本郵便（株）東北支社　
　　　　　　　☎022－267－7666

～サウナと温泉でアツい雪国～
弘前圏域合同移住セミナー

　弘前圏域８市町村共通の資源である「サウナ・温泉」を
テーマに、弘前圏域の暮らしに関する合同移住セミナーを
開催します。首都圏に圏域への移住等を検討しているお知
り合いの方がいましたら、周知のご協力をお願いします。
○と　き／ 12月18日（日）　午後２時～午後４時
○ところ／移住・交流情報ガーデン
　　　　　（東京都中央区京橋１丁目１－６）
○内　容／弘前圏域市町村紹介、
　　　　　ゲストトークなど
○申込方法／ 12月12日（月）までに
　　　　　　QRコードからお申し
　　　　　　込みください。

▽問い合わせ／弘前市役所企画課　☎40－7121

「決算のしかた」説明動画を掲載しています
　黒石税務署では、新型コロナウイルス感染症の感染状況を勘案し、本年度も個人事業者の方を対象とした決算説明
会の開催を見合わせました。
　説明会の開催に替えて、決算の方法、注意点を説明する動画「決算のしかた（青色申告編・白色申告編・農業所得
編）」を　YouTube　国税庁動画チャンネルに掲載していますので、ぜひご覧ください。

▽問い合わせ／黒石税務署　☎52－9066

裁判員制度候補者名簿記載の通知を発送しました
　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿から無作為抽出した名簿をもとに各地方裁判所で作
成されるもので、令和５年の名簿に記載される人数は全国で約21万3,700人です。
　この名簿に記載された方には、11月中に通知が送られています。通知は来年２月以降の約１年間に裁判所へお越
しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前に伝え、心づもりをしていただくためのものです。なお、今
回から令和４年９月時点で18歳、19歳の方も候補者に含まれます。

▽問い合わせ／青森地方裁判所　☎017－722－5421
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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

　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。

　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症拡大防止にご協力をお願いします。

　雪を踏み固めて足跡で描
くスノーアート。スノーア
ーティスト集団　It’s　OK.
が、雪原に巨大な幾何学模
様を描きます。夜間ライト
アップの際に浮かび上がる
光と影のコントラストは必
見です。期間中はキャンドルナイトやソリ山遊びのほか、
弥生の里展望所の入館者先着限定で、田んぼアートから
収穫されたお米「あさゆき」をプレゼントします。
と　き　令和５年２月 10日（金）～２月 12日（日）
ところ　弥生の里展望所
　　　　（道の駅いなかだて「弥生の里」内）
問い合わせ　田舎館村役場企画観光課　☎ 58―2111

　様々な変化に富んだゲレ
ンデと、非常に滑りやすい
極上の雪質に定評がありま
す。初心者の方、もっと
技術を磨きたい方には、ス
キースクールも開講されて
います。また、スキーレン
タルも充実していますので、お気軽にお越しください。
と　き　12月 17日（土）～令和５年３月 12日（日）
ところ　大鰐温泉スキー場
営業時間　午前８時 30分～午後４時 45分
問い合わせ　大鰐温泉スキー場管理事務所　
　　　　　　☎ 49―1023

冬の田んぼアート 田舎館村大 鰐 町
大鰐温泉スキー場オープ
ン

と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ 電話番号

11
月

1 ～ 1/5 ひらかわグルメぐるぐる 
スタンプラリー

お酒や食事を楽しみながらお店でスタンプを集め、抽
選でコースに応じて豪華賞品をゲット。

平川市はしご酒まつり実行委
員会事務局（平川市商工会） ☎ 44-3055

22 ～
2/14

ひらかわイルミネーション
プロムナード

中央公園などをイルミネーションでライトアップ。台
湾提灯もご覧になれます。 平川市役所商工観光課 ☎ 55-5732

（内 1459）

11 ～ 1/8 り ん ご の 里 イ ル ミ ネ ー
ション 2022

りんごの里板柳町でイルミネーションが冬の夜を幻想
的に演出。12/11 は点灯式も行われます。 板柳町ふるさとセンター ☎ 72-1500

12
月

1 ～ 2/14 スポット企画展
「新収蔵資料展」

高木恭造「まるめろ」に関する棟方志功版画の印刷原
版など、新収蔵資料を紹介します。 弘前市立郷土文学館 ☎ 37-5505

1 ～ 2/28 冬 に 咲 く さ く ら ラ イ ト
アップ

日本一と名高い弘前公園のさくらを、冬にもライト
アップで咲かせます。 弘前市役所観光課 ☎ 40-0236

1 ～ 2/28 ひろはこ冬の観光キャン
ペーン

弘前市と函館市が連携して雪ミクとコラボレーション
した各種取組みを実施します。 弘前市国際広域観光課 ☎ 40-7017

24 SOMPO ボールゲームフ
ェスタ

ボールを使った親子での運動・あそびや、４種目のボー
ルゲームの体験教室を行います。 平川市役所スポーツ課 ☎ 26-6467

１
月

１月上旬
（予定） こけし初挽き（黒石市） 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が、新年

最初のこけしを作ります。 津軽こけし館 ☎ 54-8181

3 新春マラソン 新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会
もあります。

板柳町教育委員会
生涯学習課 ☎ 72-1800

14 ～
3/26

特別企画展２
「サルバドール・ダリ」

版画作品を中心に、彫刻や写真などダリの新たな一面
を発見できる内容の展示です。 弘前市立博物館 ☎ 35-0700

28 冬のツーリズム
「農家蔵ライトアップ」

金屋地区の農家蔵をライトアップ。沿道には約 150
基の灯篭やろうそくが設置されます。

NPO 法人尾上蔵保存利
活用促進会 ☎ 57-5190

28 猿賀神社七日堂大祭
（平川市）

柳の大枝を盤上に打ちつけて豊凶を占う柳からみ神事
やゴマの餅まき神事が行われます。 猿賀神社 ☎ 57-2016

２
月

２月上旬
（予定）

津軽くろいしみんなの雪
だるま

地域・職場・家族が一丸となって雪だるまを作ります。
雪国ならではの雰囲気が楽しめます。 黒石商工会議所 ☎ 52-4316

2 月上旬
（予定）

全日本ずぐり回し選手権
大会

津軽地方独特のこま「ずぐり」回しの全国大会。子供
から大人まで、優勝を目指して競います。

黒石こみせまつり実行委
員会（黒石商工会議所） ☎ 52-4316

2 月上旬 おおわにアートイベント 大鰐と弘前を結ぶ弘南鉄道と光のアートを組み合わせ
たイベントを開催します。 大鰐町役場企画観光課 ☎ 55-6561

5（予定） 旧正マッコ市 黒石市内の参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お
年玉）がもらえます。恒例の福まきも大人気。 黒石商店街協同組合 ☎ 53-6030

9 ～ 12 第 47 回弘前城雪燈籠ま
つり

市民などが制作した雪燈籠が公園内に配置されるほ
か、雪を楽しむたくさんのイベントが開催されます。 弘前市立観光館 ☎ 37-5501

11 りんごの里いたやなぎ雪ま
つり

雪上ゲーム大会やもちつきなど、雪に親しみ冬を満喫
できるまつりを開催します。 板柳町役場産業振興課 ☎ 73-2111
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・「自分の感情」の整え方・切り替え方　モヤモヤがスッキリ！
　に変わる85のセルフケア　　高井祐子／著　大和出版

・脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい
柴田重信／著　講談社

・無理しない生き方　自由と快適さが手に入る37の
アドバイス� ひろゆき／著　きずな出版

・君といた日の続き� 辻堂ゆめ／著　新潮社
・変な絵 あなたにはこの絵の「謎」が解けますか？

雨穴／著　双葉社

・機械仕掛けの太陽� 知念実希人／著　文藝春秋
・無人島のふたり　120日以上生きなくちゃ日記

山本文緒／著　新潮社
・パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ

吉永麻衣子・柴田ケイコ／著　KADOKAWA
・おすしがふくをかいにきた� 田中達也／著　白泉社
・クリスマスのおとしもの

えがしらみちこ／著　講談社
ほか

10月21日～11月20日受付
村に現住所がある方を掲載しています。

　11 月末日現在の「県内の交通事故概況」と、「人口
と世帯」は発行日による集計の都合上、1 月号にてお
知らせします。

▽問い合わせ／
　県内の交通事故概況…総務課防災交通係（内線 221）
　人口と世帯…住民課住民係（内線 163）

お悔やみ申し上げます

浅　利　秀　子（74歳）　豊　　蒔

成　田　秀　司（72歳）　前田屋敷

鈴　木　宏　治（89歳）　高　　田

山　本　としゑ（87歳）　大　　曲

田　澤　義　則（85歳）　諏 訪 堂

武　田　シ　サ（97歳）　八 反 田

山　田　　昌　（95歳）　川　　部

玉　田　金一郎（94歳）　川　　部

工　藤　キミ子（86歳）　前田屋敷

お誕生おめでとうございます

中　山　　凜
りん

　　ちゃん
（晶・絵里花）東 光 寺

鈴　木　莉
り

　子
こ

　ちゃん
（崇仁・彩子）高　　田

澤　田　羚
れ

暖
のん

　くん
（良平・夕真）川　　部

小　山　茉
ま

梨
り

華
か

　ちゃん
（将史・陽子）新　　町

佐　藤　凪
なぎ

　紗
さ

　ちゃん
（直哉・嘉乃）新　　町

木　村　梛
な

　希
ぎ

　ちゃん
（遼・ひかる）大根子

佐　藤　金　弘（87歳）　畑　　中

田　澤　ツ　ヱ（99歳）　豊　　蒔

白　戸　直　藏（91歳）　境　　森

髙　松　テ　ツ（94歳）　諏 訪 堂

工　藤　ツ　セ（98歳）　枝　　川
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