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　市民の皆さま、こんにちは。
　冬の厳しさもようやく終わりを告げ、陽光柔らか
な季節を迎えました。
　昨年度に引き続き、コロナ禍での新年度のスター
トとなりますが、人生の新たな門出を迎える皆さま
には、希望と目標に向かって、しっかりと歩みを進
めていただきますようご期待申し上げます。
　さて、このほど、市では人事異動内示をしました
が、今回の人事は、これまでとは異なったコンセプ
トで行いました。私自身、「組織づくりは人づくり」
であるとの理念のもと、最も重要なことは、戦略的
な「採用」と強い意志による「人事」であり、それ
いかんによって組織は大きく異なってくるものと考
えています。
　その思いから、市議会３月定例会での施政方針で
も申し述べたように、前例や既成概念にとらわれず、

「今、何が必要か」「何を変えるべきか」を念頭に、
現状に沿った実効性の高い組織づくり、人員配置と
しました。
　コロナ禍でこれまでの常識が覆され、さまざまな
困難に直面し、一方では、多くのことに気づき、学
ぶ機会でもありました。より良い市役所、市民に信
頼される市職員を目指し、それを実現するため、段
階的な人事および組織改革を行うことが必要です。
　組織機構については、業務の繁閑の状況を見極め、
組織そのものを型にとらわれず、課の統廃合など改
編を行ったほか、近年、さまざまな分野でデジタル
化が急速に進み、国においては「デジタル庁」の創
設を掲げていますが、市でも行政事務の効率化と皆
さまの利便性向上を推進するため「デジタル行政推
進課」を新設し、また、金木および市浦地区の地域

振興と住民サービスの向上のため、両総合支所の人
員や予算を拡充し、機能の充実・強化を図りました。
　また、最近、ＳＢＰ（ソーシャル・ビジネス・プ
ロジェクト）など、当市の高校生のさまざまな取り
組みに触れる機会が多く、こうした若い世代のアイ
デア、表現力や行動力に感銘を受け、頼もしく感じ
ています。今後は、地域の未来を担う若者の地元定
着のため、そうした学生たちのアイデアや専門性を
生かす採用枠を設けるなど採用改革を進めるほか、
行政が地域のけん引役となるため、採用間もない人
材を対象に新たな育成プランに基づき、行政の基本
である「住民サービス」のプロとして、次代を担う
若手職員をしっかりと育成していきます。
　今後も、市民の皆さまに、市役所が良くなったと
思っていただけるよう、柔軟かつ大胆にさまざまな
行政課題に取り組んでいきたいと思っていますので、
忌憚（きたん）のないご意見をお聞かせください。
　なお、令和３年度の採用試験についてのお知らせ
ですが、第１次試験（大卒程度区分）が従来の試験
種目（教養・専門）から、ＳＰＩ３（総合適性検
査）方式に変更し、例年より早い４月１日から申込
受付を開始します。『情熱があり、課題にチャレン
ジできる』職員を求めていますので、たくさんのお
申し込みをお待ちしています。

　市では、昨今の状況を受け、生活が苦しくなった
世帯、特に子育て家庭を少しでも経済的に支援する
ため、この４月より、非課税世帯等を対象に「生活
応援給付金」の支給を行います。詳しくは市ホーム
ページに掲載しますので、ご確認くださるようお願
いします。

市 長 コ ラム
～未来への架け橋～

Vol.４

五所川原商業高校と五所川原第一高校による
『土間るしぇ2020』の様子

市役所採用１〜３年目までの
『若手職員研修会』の様子
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＊高卒・短大卒程度の採用試験は、従来どおりの方式
により行う予定です。（広報ごしょがわら７月号に
掲載予定。９月中旬第１次試験実施予定）

＊詳しくは市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせくだ
さい。

問い合わせ先
　人事課　内線2152

　記念すべき広報ごしょがわら300号の表紙は、こ
れまでの歩みを振り返る意味を込め、過去に表紙を
飾ったことのある方たちの中から、13年前の平成20
年４月15日号に登場いただいた阿部さんご家族に撮
影をお願いしたところ、快く引き受けてくださいま
した。

　当時、１歳だった長女の華暖さんは、現在、中学
２年生で、お母さんと同じくらいの身長になってい
ました。将来の夢は建築士になることだそうです。
また、当時、生まれていなかった長男の大河さんは、
現在、小学４年生で、野球の練習を頑張っていると
話してくれました。

募集職種（採用予定人員）

▽上級一般事務　５名程度

▽情報管理事務　２名程度

▽上級機械　　　１名程度

▽保健師　　　　２名程度

場所…全国主要都市および県内テストセンター
試験種目…ＳＰＩ３（総合適性検査：言語／非言語）
＊今年度の筆記試験は、従来の試験（教養試験、専門

試験）からＳＰＩ３へ変更するため

公務員試験対策は不要です。

＊第２次試験（６月下旬予定）・第３次試験（７月中
旬予定）の詳細は、第１次試験合格者へ個別に通知
します。

第１次試験
試験日…４月30日㈮～５月28日㈮

例年より試験日が
早まりました！ 試験案内…人事課および各総合支所、

　市ホームページからのダウンロー
　ドが可能です。

『情熱があり、課題にチャレンジできる』職員を求めます！
五所川原市職員募集（令和４年４月１日採用予定）

申込期間…４月１日㈭～４月26日㈪
申込方法…リクナビサイトの五所川
　原市求人ページ（右ＱＲコード）か
　ら応募してください。

【応募】

【試験案内】

大卒程度区分の採用試験内容・方式が、変わります！

大
河
さ
ん（
右
）

頑
張
っ
て
い
る
こ
と
：
野
球
の
練
習

華
暖
さ
ん（
左
）

将
来
の
夢
：
建
築
士

当時の阿部さんご家族

〔阿部さんご家族〕今 月 号 の 表 紙
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令和３年度の当初予算はどうなっているの？

令和３年度一般会計予算額は、303億5,500万円で
令和２年度から５億6,800万円削減となったよ。
これは、大型建設事業の縮減と新型コロナウイルス感染症の流
行拡大に伴い、すべての事業を精査し、不要不急の支出を抑制
したためなんだ。
その結果、財政調整基金残高（貯金額）は前年度同期より約４億
900万円増の約９億1,000万円になったよ。
今後も、残高の目安とされる金額（約17億円）を目標に
事業を精査していくよ。

〈主な歳入の種類〉

◆市税（前年度比△1億6,557万円）
個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動
車税、たばこ税、都市計画税、入湯税
★新型コロナウイルス感染症の影響による景気
の落ち込みにより、前年度比3.2%の減の予想
となっています。

◆地方交付税（前年度比△7,920万円）
国が市町村に交付する普通交付税、特別交付税
★令和３年度の普通交付税は前年度比9,710万
円、1.0％の増を見込んでいますが、特別交付
税については近年の他地域での災害を鑑み、1
億7,630万円、14.8%の減を見込んでいます。
地方交付税総額では、前年度比7,920万円、
0.7%の減となっています。

◆市債（前年度比△2億2,589万円）
建設事業等を行う際に、その資金とするための
市の借入金
★令和３年度の借入額は、大型施設の整備事業
が完了したことにより、前年度比5億4,350万
円の減となり、市債全体で前年度比2億2,589
万円、6.8%の減となっています。

〈主な歳出の種類（目的別）〉

◆民生費（前年度比＋2億618万円）
児童手当費、生活保護費、障害福祉サービス費、
老人福祉関係費など福祉全般に係る経費
★「子宝祝金支給事業」の対象を拡充したほか、
子どもの入院・通院を対象とした「子ども医療
費給付事業」も無償化を継続し、前年度比1.8
%の増となっています。

◆衛生費（前年度比△8億7,627万円）
医療や健康増進、環境対策などに係る経費
★西部クリーンセンターの改修工事や一般廃棄
物最終処分場建設事業が完了したことなどによ
り、前年度比26.1%の大幅減となっています。

◆消防費（前年度比＋5億5,649万円）
消防事務組合への負担金、消防施設の整備費な
ど消防、防災に係る経費
★金木中里統合消防署の建設工事が
本格化するなど32.1%の大幅増と
なっています。

目的別分類は、経費をその行政
目的によって分類したもので、
行政分野に対する経費の
配分がわかるよ

〈一般会計歳入 （303億5,500万円）〉

〈一般会計歳出 （303億5,500万円）〉

目的別分類

★過去10年で最小の予算規模
★コロナ即応型の予算
★感染症対策、市民生活・地域
　経済支援に重点
★子育て支援等のサービス向上

★過去10年で最小の予算規模
★コロナ即応型の予算
★感染症対策、市民生活・地域
　経済支援に重点
★子育て支援等のサービス向上

当初予算の
ポイント
当初予算の
ポイント

分担金および
負担金

2億2,083万円
0.7%

使用料
および手数料 
3億4,225万円
1.1%

財産収入ほか
13億877万円
4.3%

地方譲与税ほか
14億9,601万円

4.8%

県支出金
23億6,701万円

7.8%

その他
18億2,533万円

6.0％

教育費
22億2,774万円

7.3%

土木費
27億2,787万円

9.0%

総務費
24億4,549万円

8.1%

公債費
47億8,411万円
15.8%

（その他内訳）
議会費

2億1,027万円
0.7％
労働費
4,212万円
0.1％

農林水産業費
10億499万円
3.3%
商工費

4億9,457万円
1.6%

災害復旧費
5,338万円
0.2%
予備費
2,000万円
0.1%

国庫支出金
54億2,387万円
17.9%

依存財源
77.4%

自主財源
22.6%

市債
31億260万円
10.3%

地方交付税
110億9,664万円

36.6%

市税
49億9,702万円
16.5%

民生費
115億7,162万円

38.1%

衛生費
24億8,123万円

8.2%

消防費
22億9,161万円

7.5%

もので、
の

目的別

おしえて　ごしょりん！
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◎子育て支援アプリ導入事業
子育て世代の「妊娠・出産・育児を切れ目なく支
援」するための手段としてスマートフォンを活用
し、育児情報の提供や予防接種管理、成長の記録
の保存を可能にするほか、オンライン相談の体制
を整備する。

◎輝く☆学生応援プロジェクト事業
大学生や高校生の市内への定住意識の醸成および
関係人口の増加を図るため、学生団体が学校活動
外において自主的に行う、市の活性化を目的とし
た活動に対して、その費用を支援する。 

◎若手人材地元就職促進事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、地元志
向の若者が増加している一方で、地元企業では人
手不足や後継者不足といった問題を抱えており、
このような若者と地元企業のニーズに対応するた
め、オンライン形式による企業説明会を開催し、
若者の地元企業への就職および定住の促進を図る。

◎稲わら活用Win-Winモデル事業
稲わらの有効利用と焼却防止を目的とした協議会
を設立し、稲作農家への啓発活動と、稲わらを利
用した新たな産業と雇用の創出を図る。

予算概要や新規・拡充事業の詳細は
ホームページを確認してね！

続いて、令和３年度の新規・拡充
事業の一部を紹介するよ！

〈主な歳出の種類（性質別）〉

◆義務的経費（前年度比＋8,268万円）
人件費（職員の給料など）、扶助費（児童・高齢者・
生活困窮者などに対して行う支援に要する経費）、
公債費（市債の返済費）など支出が義務付けられて
いるものや任意に削減することが難しい経費
★人件費は減少しているものの、扶助費が継続して
増加していることなどにより、前年度比0.5%の増
となっています。

◆投資的経費（前年度比△8億5,423万円）
普通建設事業と災害復旧事業に係る経費
★「金木観光物産館リニューアル事業」が1億
3,919万円の増となる一方、金木総合支所の庁舎建
設工事やオルテンシアの改修工事等が完了したこと
により、全体で前年度比28.8%の大幅減となって
います。

◆その他の経費（前年度比＋2億364万円）
物件費、維持補修費、補助費など
★物件費に関しては放課後児童クラブや学校給食の
調理業務を民間へ委託したことに伴い委託料が増、
維持補修費に関しては除雪体制の見直し等に伴う委
託料の増などにより、前年度比1.7%の増となって
います。

性質別分類は、経費の
性質を基準として分類
したもので、構造の特
色がわかるよ。

性質別分類

人件費
33億2,811万円
11.0%

扶助費
82億3,915万円
27.1%

義務的
経費
53.9%

その他
39.2%

普通建設事業費
20億8,093万円

6.8%

投資的経費
6.9%

投資的経費
6.9%

予備費
2,000万円  0.1%

積立金
1億5,780万円
0.5%

維持補修費
6億548万円
2.0%

物件費
31億9,508万円
10.5%

繰出金
26億6,751万円
8.8%

投資・出資金・貸付金
4億6,382万円
1.5％

補助費等
47億8,608万円
15.8%

災害復旧事業費
2,694万円
0.1%

公債費
47億8,411万円
15.8%

性質別

主な新規事業 主な拡充事業

〇すくすく学校給食応援事業
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るために、市
立小中学校に在学し学校給食を受けている児童生
徒の保護者で市内に住所を有する者を対象に、学
校給食費の全額を支援する。

〇子宝祝金支給事業
少子化対策の一環として、次世代を担う子どもの
出産を祝い10万円を支給する。新型コロナウイル
ス感染症による影響等を考慮し、令和３年度から
令和５年度においては、これまでの第３子以降の
出産に加え、第１子、第２子の出産も対象とし、
すべての新生児の出産に祝い金を支給する。

財政課HP：http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/sosiki/zaisei.html

〇地域おこし協力隊活動事業
地域力の維持・強化を図るため、地域活性化に意
欲のある都市部の人材を地域おこし協力隊として
受け入れ、地域協力活動に従事してもらいながら、
当市への定住・定着を図る。令和３年度は、「金
木・市浦地域の活性化」や「赤～いりんごの普
及・振興」をミッションとする４名の地域おこし
協力隊の採用を予定している。 

充

予
ホ
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問い合わせ先…防災管理課　内線2141

「自身と家族のいのち」
を守ろう！

今回配布されるハザードマップ

必ずハザードマップを
確認し、
次のポイントを
チェックしましょう！

３月25日から順次配布（予定）

①自宅・職場の危険度を
　チェック
②避難場所をチェック
③避難経路をチェック

▽緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自
粛等の影響を受けていること

▽2019年比または2020年比で、2021年の１月、２月
または３月の売上が50％以上減少していること
＊要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問

わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位では
なく、事業者単位の給付となります。

給付対象 問い合わせ先

▽一時支援事務局相談窓口
　℡0120−211−240

▽ＩＰ電話等からのお問い合わせ先
　℡03−6629−0479（通話料がかかります）
＊一時支援金は国が実施する支援制度です。本支援

制度の概要や申請手続きについては、上記連絡先
までご連絡ください。

　令和３年１月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自

粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者に支援金を支給します。

中小法人・個人事業者のための一時支援金

給付額
中小法人等　　上限60万円
個人事業者等　上限30万円

申請期間
５月31日㈪
まで

詳細はこちら
https://www.meti.go.jp
/covid-19/ichiji_shien
/index.html

コロナ
対策

ハザードマップが
新しくなりました！
ハザードマップが
新しくなりました！
ハザードマップが
新しくなりました！
ハザードマップが
新しくなりました！
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　利用を希望する方は事前登録が必要なため、地域包
括支援センターに申請してください。
対象者…市内で在宅生活をされ、認知症などにより、

行方不明になるおそれがある高齢者など
申請者…対象者のご家族、親族、後見人
申請に必要なもの…申請書、対象者の顔写真（できる

だけ新しいもの）、通知先メールアドレス（３件まで）
＊申請書は市ホームページからダウンロード、または

地域包括支援センターの窓口で配布します。
登録料…無料
シール配布枚数…１人あたり50枚△

アイロンで衣類などに貼る耐洗シール　　40枚△

杖やバッグなど持ち物に貼る蓄光シール　10枚

　行方不明の方を早期に発見し、関係機関やご家族に
すばやく連絡できるよう「おでかけ見守りシール」を
対象者の衣類（帽子や上着など）や持ち物（普段持ち
歩くバックや杖など）に貼って使用します。

　「おでかけ見守りシール」を貼った人を見かけたら、
正面から優しく声をかけてあげてください。

（たて2.5㎝×よこ5㎝）

△

ＱＲコードを読み取るとき
　どこから来たのかわからない様子なら、発見者がス
マートフォンなどでＱＲコードを読み取り、伝言板に
アクセスしてください。
　ご家族にメールが自動的に送信され、伝言板サイト
を通じて直接連絡を取り合うことができます。伝言板
サイト内は、個人情報は表示されません。

△

ＱＲコードを読み取れないとき
　地域包括支援センターにご連絡いただき、ＱＲコー
ドの下に記載された登録番号をお知らせください。

〝県内初〟『おでかけ見守りシール』を
４月から配布します

認知症などによる行方不明者を早期
に発見するため、ご活用ください！

早期発見につながるようご協力ください。

問い合わせ・申請先…地域包括支援センター　内線2464

利　用　方　法

おでかけ見守りシールの使い方

シールを貼った方を見かけたとき（お願い）
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配信開始予定…４月　　利用料…無料
利用方法…母子手帳アプリ「母子モ」で検索いただくか、ＱＲコードを読み

取ってください。
問い合わせ先…子育て世代包括支援センター　内線2391

妊娠から出産、子育てまでを継続してサポートする子育て支援アプリです。主な機能は下記のとおりです。

　五所川原地区消防事務組
合では、３月15日から「Net
119緊急通報システム」の運
用を開始しました。Net119
緊急通報システムは、携帯
電話やスマートフォンのイ
ンターネット接続機能を利
用して、簡単な画面操作で
119番通報ができるシステ
ムです。

Net119緊急通報システム
の通報手順（右）

　ご利用には事前登録が必要です。聴覚、言語機能に障がいがあるなど、音声による119番通報が困難な
方で、当市、鶴田町および中泊町に居住、勤務または通学している方が対象となります。
　申請用紙などの書類は、五所川原地区消防事務組合消防本部指令課、各消防署、市役所防災管理課およ
び福祉政策課に用意しています（登録、システム利用料は無料）。また、五所川原地区消防事務組合ホー
ムページよりダウンロード可能です。詳しくは、五所川原地区消防事務組合ホームページをご覧ください。

問い合わせ先…五所川原地区消防事務組合　消防本部　指令課
　　　　　　　℡35−2027／ ＦAX34−0120／電子メール　net119@fd.goshogawara-aomori.jp

システムのご利用にあたって

ご し ょ が わ ら 子 育 て ア プ リ

最適な接種日を自動で表示。
接種予定日が近づくと
プッシュ通知で
お知らせします。

イベントや、育児・生活情報
が届きます。
また、子育て施設等を簡
単に検索できます。

スマホ・タブレット、
パソコンで自宅から
ビデオ通話による相談が
可能になります。

妊娠中の記録をすることで医師監修のメッセ
ージが表示され自分の現状を把握できます。
また、出産後の子どもの身長・体重のグラフ
管理や、日々の出来事を写真やコメント付き
で記録できます。記録した内容は家族間での
共有も可能です。

予防接種の管理 育児情報の入手

オンライン相談子どもの成長を記録

はじめます

Net（ネット）１１９緊急通報システムをご利用ください
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　スポーツ、文化の振興に貢献した方や県大会以上の
大会で優秀な成績を収めた方を表彰する、五所川原市
教育委員会スポーツ顕彰文化顕彰が、２月27日、中央
公民館で行われ、スポーツ顕彰で個人33名、９団体、
文化顕彰で個人13名、２団体が表彰されました。受賞
者を代表して、サッカーの普及、発展ならびに競技力
向上に精励しスポーツ功労賞を受賞した髙橋弘行さん
が「五所川原市のスポーツ、文化の一層の振興を期し、
取り組んで参りたいと存じます」とお礼の言葉を述べ
ました。受賞された方は次のとおりです（敬称略）。

スポーツ功労賞

▽髙橋弘行（五所川原サッカー協会）
スポーツ優秀賞（個人）

▽ ｅスポーツ（サッカー）＝貴田英
貢也（青森明の星高おみセロナ） ▽

スキー＝桑田匠（五農高） ▽スキー
＝藤元彩子（金木中） ▽ボクシング
＝佐藤蓮（五工高）
スポーツ奨励賞（個人）

▽弓道＝小田桐美月（弘前高） ▽柔
道＝勝浦里子（弘実高）、磯木雄太

（五一中） ▽少林寺拳法＝今優奈
（五工高）、堀内玲奈（五一高） ▽水
泳＝長内響、長内鳳（八戸工第一
高） ▽スキー＝沢田勇渡（金木中）

▽バスケットボール＝濱田柊（Ｂ．Ｊ
ＯＫＥＲ） ▽バドミントン＝神琵賀

（五三中） ▽野球＝秋田訓、木村道
浩、今孝志、白戸寿彦、中谷衆一

（つがる市野球協会）、櫻田朔（青森
山田リトルシニア） ▽陸上＝工藤勇

、敦賀又四郎（シルバー４人組）、
多勢光（青森山田高）、野呂啓都、竹
内豪（木造高）、長内菜乃（五三中）、
石澤龍弥、戸田菜月、鳴海裕大（五
四中）、奈良莉愛（五所川原いずみ
クラブ）、秋田谷佳穂、小田桐令依

（栄陸上クラブ）
スポーツ奨励賞（団体）

▽柔道＝五所川原第一中学校柔道
部 ▽テニス＝五所川原高校女子テ
ニス部 ▽バレーボール＝五所川原
工業高校バレーボール部 ▽フット
サル＝ＦＣトゥリオーニ ▽野球＝
五所川原第一高校軟式野球部、五
所川原第三中学校野球部、金木ク
ラブ ▽ラージボール卓球＝五所川
原ＬＢ卓球倶楽部（水酔会） ▽陸上
＝五所川原第一中学校陸上部男子
１年400ｍＲチーム

文化功労賞（個人）

▽伝統工芸＝菊地睦子
文化功労賞（団体）

▽俳句＝五所川原俳句会
文化奨励賞（個人）

▽演劇＝三上結愛、藤田陽、前田
二葉、鹿内香遥（木造高） ▽かるた
＝松橋亜実（五所高） ▽書道＝中嶋
久美（読売書法会）、澤田奈奈美、
新井才海、山谷ひびき（五所高）、
一戸楓羽（きらきら書道院） ▽標語
＝古川蓮（五三中） ▽美術＝三和美
咲（市浦中）
文化奨励賞（団体）

▽かるた＝五所川原高校
競技かるた部

＊ただし、被災した農業用ハウス等の復旧に必要な金
額が1,000万円を超える方であって、市が必要と認
める場合は、上限額が最大600万円となります。

対象者…市から被災証明を受けた方で、かつ、実質化
された人・農地プランに位置づけられた中心経営体

要件…①事業費が50万円以上であること
　　　②事業完了時に園芸施設共済等へ加入すること
　　　③融資を受けて事業を実施すること
受付期間…令和３年４月末（予定）まで
＊詳細はお問い合わせください。

問い合わせ先…農林水産課　内線2513

　国では、令和２年12月14日以降の大雪により農業用ハウスが倒壊等の被害に遭われた農家の方へハウスの再
建・修繕等に要する経費を補助しますので、ご活用ください。

　市独自の支援も検討していますので、被害に遭っ
た場合は、農林水産課までお知らせください。

スポーツ顕彰文化顕彰　個人46名、11団体を表彰

スポーツ顕彰 文 化 顕 彰

表彰式の様子

大雪の被害に遭ったハウス

対象者１人あたりの
助成金の上限額は３００万円です。
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　じゃわめき隊プロジェクトは、市の市民活動応援事
業を活用し、地域の活性化と高校生の人材育成を目的
として、「地域を学びの場にしていくこと」、「土間ホ
ールの活性化」などについて高校生と共に取り組んで
いる市民団体です。

　２月７日に開催された「ゆった堂」では、子どもた
ちが家庭以外に安心して過ごせる場所を作り、保護者
が息抜きできる居心地良い場所を提供するため、市役
所土間ホールに輪投げなどのおもちゃを用意し、高校
生が子どもたちと楽しく遊びました。

△

高校生と地域との関わりに関する意識調査、津鉄の
旅オリジナルパンフレット作成（協力店：珈琲詩人、

　隠れ家カフェ カシェット、赤い屋根の喫茶店 駅舎）△

アップルカスタードおやき（協力店：浅草焼五所川
原エルム店）△

地域を繋ぐ企業インタビュー動画作成（協力店：あ
かぎ食堂、そば処義平）

△

赤～いりんごを使用したキャラメルと紅茶のケーキ
「赤～ずきん」（協力店：自然菓子あるる）△

子どもが安心して過ごせる場所づくり「ゆった堂」

　発表の最後に、赤城咲良さん（五所川原第一高校３
年）は「コロナ禍で思うような活動ができなかったが、
今後も高校生と地域との関わりを増やし、交流人口・
関係人口の増加に
繋げていきたい」
と取り組みのまと
めを話しました。

　参加した保護者の方は「お菓子もいただいたし、と
ても良かった。今後もこのような機会を設けてほし
い」と楽しく過ごす子どもを見ながら話しました。
　また、松井彩音さん（五所川原商業高校２年）は

「初めての開催で不安だったが、子どもたちが走り回
ったりして楽しんでくれたので、うれしかった」と笑
顔で話しました。

　２月14日、土間ホールで開催された「土間るしぇ
2020」では、５つの高校生グループが行った地域活性
化の取り組みについて、成果を発表しました。

　３月６日、中央公民館で高等看護学院の卒業証書授与式が行
われました。新型コロナウイルスの影響による実習の制限など
を乗り越えた20名の卒業生が、地域医療への貢献を誓いました。
　卒業生代表として卒業証書を受け取った秋田瞳さんは「コロ
ナ禍の中、実習を受け入れてくれた医療機関や患者さんに、本
当に感謝しています。患者さんの気持ちに寄り添い、その人が
過ごしやすい看護を提供していきたいです」と目標を話しまし
た。
　同学院は、令和２年度より各種学校から専修学校に移行しま
した。専修学校化したことで卒業後、大学へ編入し、医師の補
助として高度な医療行為を行う「特定看護師」など、ほかの資
格の取得を目指すことが可能となりました。

子どもたちの遊び場「ゆった堂」

五所川原第一高等学校

五所川原商業高等学校

高校生の取り組みを発表「土間るしぇ2020」

地
と
域
り
の
く み

じゃわめき隊プロジェクトが
「ゆった堂」と「土間るしぇ2020」を開催

卒業証書を受け取る秋田さん

高等看護学院卒業証書授与式が行われました
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日　時…４月11日㈰　9：00～16：00
場　所…金木町朝日山319番地1地内
　　　　（現金木庁舎敷地内）
申込み…不要です。当日直接お越しください。

内覧会にあたってのお願い…新型コロナウイルス感染
防止対策にご協力をお願いします／受付前に検温を
行い、体温が37．5℃以上の方は入場をお断りさせて
いただきます／会場内では、手指消毒、マスクの着
用をお願いします／駐車台数に限りがありますので、
公共交通機関でのご来場にご協力をお願いします。

問い合わせ先…管財課新庁舎建設準備室　内線2172
案内図

　令和３年度の桜まつり敷地割り当てを次のとおり実
施しますので、出店を希望される方は、必要書類を持
参し申請してください。
日時…４月７日㈬　9：00～11：00
＊新規申請者受付は、従来からの

申請者の受付終了後に行います。
場所…金木総合支所　３階
　　　大会議室
持参するもの
①芦野公園敷地使用許可申請書（記名押印）
②申請者本人の住民票（１通）
③誓約書
④従事者名簿
⑤敷地使用料
⑥水道料（敷地１区画につき一律177円）

⑦代理人による申請手続きの場合は、委任状と代理人
本人の住民票（１通）

⑧従事者の身分証明書（免許証等の写し）
注意事項
①桜まつりは新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、開催直前や開催中でも中止となる事があります。
②桜まつり期間中は演芸、スポーツおよび文化イベン

トや花火大会、ボート貸付営業は行いません。
③出店にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策

の基本的対処方針に基づく「業種別ガイドライン」
等を遵守すること。
＊本掲載内容は３月１日現在のものです。
＊まつりの会期は４月29日㈭～５月５日㈬の７日間の

予定です。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先…観光物産課　内線2572

新金木庁舎がこのたび完成しました。内覧会を開催しますので、ぜひお越しください。
新庁舎には金木総合支所のほか市立図書館金木分館および金木商工会も併設されます。

金木桜まつり「敷地割り当て」を行います！

新金木庁舎の内覧会を開催します

青森
銀行様

角田
糀屋様

金木
局様

鳴海
新聞店様

金木観光
タクシー様

中
泊
町
方
面
へ

金木
商工会様
旧保健センター

金木

角浩
小林商店様妙乗寺様

斜陽館

現金木庁舎

車
庫

内
覧
会

駐
車
場

新
金
木
庁
舎

内
覧
会
会
場

車
庫五

所
川
原
方
面
へ

新金木庁舎移転開庁は、
５月６日㈭です。

新金木庁舎のロビーと窓口
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　協力隊として着任してから３年間、地域情報をＳＮＳで
発信するところから始まり、学生の立佞武多やフィールド
ワーク受け入れ、イベント開催、移住者への案内、地域団
体のお手伝いなど、様々なことに取り組んできました。
　常に自分の中にあったテーマは「人と人をつなぐ」とい
うこと。それも、できる限りゆるく。住んでいるところと
か、職業とか、趣味とか、そういうのは関係なく、例えば
あるイベントの告知を見て「あ、楽しそう」と思えたのな
ら、それはもう共通点だよね、つながっちゃおう！という
スタンスで活動してきました笑。そんなことを考えていた
ら、いつの間にかイベントができあがったり、地域の仲間

とローカルラジオを始めることになったり。本当に楽しく活動させていただけたなぁと思います。
　任期後についてはまだ確定していないこともありますので、決まり次第ＳＮＳなどでご報告させていただ
きたいと思います。
　たくさんの方にご協力いただき、充実した３年間を過ごすことができました。本当に、ありがとうござい
ました！！（山下）

　３年間、地域おこし協力隊として、五所川原市周辺の情
報をＳＮＳで発信したり、お祭りやイベントの取材に行き
動画にして公開するなど五所川原市の活気を全国にＰＲし
てきました。
　また、市役所の「職員採用動画」を作成するなど市役所
内での動画の需要も増えたほか、活動期間後半にはイベン
ト主催者から動画にして公開してほしいとのお声もいただ
き、活動してきて良かったと感じました。
　地域おこし協力隊終了後は五所川原市に定住し、大変な
ご時世ですが協力隊での活動を通じて培った経験を生かし
て活動していきます。昔から続けている全身赤い服装はこ

の先も続けていきます。ありがとうございました。（髙瀬）

　平成30年４月から当市初の地域おこし協力隊として活躍してくれた、山下貴隊員、髙瀬祥彰隊員が、３年間
の任期を終えて、３月31日㈬をもって退任となります。
　２人は「ごしょがわら移住・交流サポーター」として、自らのスキルを生かしながら、当市に住んで感じた
魅力などをＳＮＳで情報発信したほか、移住希望者への各種支援、地域の皆さんと共にまちの魅力の掘り起こ
しや様々なイベントの企画など多岐にわたり活躍してくれました。

▽ごしょぐらしFacebook・五所川原市地域おこし協
力隊ＳＮＳ

　地域おこし協力隊のこれまでの活動は
「ごしょぐらしFacebook」や「Twitter」
「Instagram」「YouTube」で見ること
ができます。 ごしょぐらし

Facebook
QRコード

Twitter
QRコード

Instagram
QRコード

YouTube
QRコード

これまでの活動にご理解とご協力をいただきありがとうございました。

地域おこし協力隊レポート ～ごしょぐらしはじめました～ Vol.35	 問  企画課  内線2233

地域おこし協力隊の２名が退任～３年間お疲れさまでした～

退任のあいさつ

【３年間ありがとうございました】

【お世話になりました】
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○市役所へ用務で来られた方は、その所要時間を無料でご利用いただけます。
○有料でのご利用となる方の例
　・市の要請以外の営業活動のため来庁された方
　・周辺の商業施設等をご利用される方
　・庁舎内のＡＴＭ、フリースペースのみご利用される方

市役所へ用務でお越しの方はお帰りの際、駐車券の無料処理を忘れずに行ってください。

市役所来庁者駐車場の料金が変わります

　掲載した各種イベント等は新型コロナウイルス感染症の感染予防と
拡大防止の観点から中止・延期等となる場合がありますので、ご了承
ください。また、各種イベント等に参加する際はマスク着用などの感
染症対策にご協力をお願いします。

　　　　　　　市役所来庁者駐車場は、長期間の無断駐車や迷惑駐車の抑制・防止、夜間・休日の有効活用の
　　　　　　ため、タイムズ24株式会社が運営する有料時間貸駐車場となっています。
　４月１日㈭より、料金改定を行うこととなりましたのでお知らせします。
　市役所に用務でお越しの方は無料となりますが、用務終了後に窓口で無料認証処理が必要となります。市役
所内へ駐車券をお持ちの上、忘れずにご提示をお願いします。

来庁者駐車場の利用方法

問い合わせ先…管財課　内線2173

暮らしの
情報広場

ピック
アップ

【料金改定内容】 改定前 改 定 後

基　本　料　金
220円 200円

0：00～24：00 60分ごと

最　大　料　金
550円 500円

駐車後24時間まで

入
庫
時

駐車券発行ボタンを押し
駐車券を取ります。

駐車スペースに駐車し、庁舎内に
駐車券をお持ちください。

出
庫
時

出口ゲートにて駐車券を挿入します。
有料となる場合は精算してください。

精算終了後、ゲートバーが上昇
しますので出庫してください。

用
務
先
に
て

用
務
終
了
後

用務先にて駐車券を提示し、
無料処理を受けてください。

＊60分を超えた場合は、
用務先で確認カードを
受け取り、１階総合案
内で無料処理を受ける
必要があります。

駐
車
場
ご
利
用
方
法

＊夜間・土日祝日などの市役所閉庁時もご利用いただけます。
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高所作業車導入で、高い所、こう配のある屋
根等で大活躍します。14ｍものびます
足場も自分たちで組むため安く施工できます。

五所川原塗装工業会
有限
会社秋元塗装

ご連絡先

下塗り強化
がっちりガード

五所川原市大字野里字野岸29の5

ぜひ、お家のメンテナンスを！塗り替えの目安は、
屋根は５年～７年、外壁は10年前後です。

　　　　　　　例年、３月下旬から４月上旬にかけては、転入・転出の手続き等で市役所窓口がたいへん混み
　　　　　　合います。窓口の混雑緩和と待ち時間短縮のために、以下の土曜・日曜日に市役所本庁で窓口業
　　　　　　務を行いますので、ご利用ください。

　新型コロナウイルス感染症にり患したり、感染拡大の影響により、所得や事業に著しい損失を受けたなどの事
情で、市税や保険料などの納付が困難となった場合であっても、法令の要件を満たす場合には、申請をいただく
ことにより個々の状況に応じて、納付期限の延長が可能となる場合がありますので、下記の担当課までご相談く
ださい。

業　　務　　内　　容 担　当　課

市民課窓口業務全般
住民異動届、各種戸籍に関する届出（＊届出の内容により、当日処理できない場合もあ
ります）印鑑登録、各種証明書交付事務等
＊マイナンバーカードの交付、電子証明書更新業務も行います。

市 民 課
内線2312

国民健康保険関係、後期高齢者医療関係
転入、転出に係る資格取得・喪失

国 保 年 金 課
内線2348

家庭ごみ収集カレンダーの配布および分別の説明
斎場使用許可交付業務

環 境 対 策 課
内線2361

母子健康手帳の交付
健（検）診、予防接種に関すること

健 康 推 進 課
内線2393

児童手当、子ども医療、ひとり親医療、児童扶養手当、特別児童扶養手当、子宝祝金、
認定こども園・保育所・幼稚園に関すること
＊届出の内容により、当日処理できない場合もあります。

子育て支援課
内線2482

開庁日時　３月27日㈯・28日㈰／４月３日㈯・４日㈰　8：30～17：15

３月末・４月初めの土曜・日曜日に市役所本庁を開庁します
ピック
アップ

市税・国民健康保険税について
収納課　内線2275

介護保険料について
介護福祉課　内線2442

市営住宅使用料について
建築住宅課　内線2662

水道料金・下水道使用料について
経営管理課　内線2713

新型コロナウイルス感染症の影響により
市税や保険料などの納付が困難となられた方へ（相談窓口のご案内）
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勤務内容
①投票所の開閉に立ち会うこと
②選挙人が最初の投票をする際に、投票箱が空である

ことの確認に立ち会うこと
③選挙人が入場してから、投票用紙を間違いなく投票

箱に投入し、退場するまでの一連の行為に立ち会う
こと

④投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会い、投票箱
の鍵を封印すること

⑤投票録の記載が間違っていないことを確認し、署名
すること

勤務期間…投票日当日の6：45～20：15
勤務場所…市内各投票所（37カ所）
労働条件

▽報酬　日給10，700円

▽その他　社会保険・雇用保険は適用しません。
＊報酬額については勤務時間等によって変更となる場

合があります。
応募資格…選挙権があること。ただし、高校生につい

ては高校および保護者が事前に許可していること。
応募期間…通年募集していますが、予告なく締め切る

ことがあります。
募集人員…各投票所３名
受付窓口…五所川原市選挙管理委員会事務局（市役所
２階）

対象となる区域…公共下水道処理区域、特定環境保全
公共下水道処理区域（相内地区）、農業集落排水処
理区域（梅田地区・藻川地区・蒔田地域）、漁業集
落排水処理区域（十三地区）を除く市内全域

補助対象の要件

▽自らが居住することを目的とした住宅に浄化槽を設
置する方または浄化槽が新たに設置される住宅を建
築・購入する方

▽市税等を滞納していない方

▽市に住民登録をしている方または住民登録を行う方

注意事項

▽着工前に申請し、市の確認を受ける必要があります。

▽令和４年３月10日㈭までに設置を完了し、同期日ま
でに浄化槽設置完了報告書を提出する必要がありま
す。

▽すでに設置済みの合併処理浄化槽の更新・改築は補
助対象外です。

▽店舗を含む住宅や一軒家の貸家の場合、別に要件が
あります。

　今後執行される各選挙での投票立会人を募集します。
応募いただいた方を登録し、今後の選挙の際に、登録者の中から採用します。

応募方法…「投票立会人登録用紙」に必要事項を記入の
上、選挙管理委員会事務局まで直接持参していただ
くか、郵送でご提出ください。ただし、高校生につ
いては高校および保護者の許可を事前に受けてから
提出してください。
＊詳細は市ホームページより職員採用情報＞臨時・非

常勤職員募集＞投票立会人の募集についてをご覧く
ださい。

登録から採用まで
１．選挙管理委員会事務局から登録者へ連絡し、勤務

の可否、希望勤務場所等の調査を実施
２．採用の決定
＊投票立会人として承諾した場合、病気やその他やむ

を得ない正当な理由がある場合を除き、辞退するこ
とはできません。
＊調査の結果、勤務場所や勤務日程について、ご希望

に添えない場合がありますので、ご了承ください。
問い合わせ先…選挙管理委員会事務局　内線2842

▽浄化槽が新たに設置される住宅を購入する場合は、
建築者が保管する補助対象であることを証する通知
書が必要になります。

▽補助を受けた方は、浄化槽の使用開始後３年間に限
り、浄化槽法第７条検査結果書および浄化槽法第11
条検査結果書の写しを提出する必要があります。

補助の限度額…５人槽　　　35万2，000円
　　　　　　　６～７人槽　44万1，000円
　　　　　　　８～10人槽　58万8，000円

補助の基数…80基を予定。

受付期間…４月１日㈭～12月24日㈮
　　　　　（土曜・日曜日、祝日を除く）
＊予算の範囲内で随時受付。
＊申請に必要な書類は４月１日㈭から下水道課で配布

します。
＊詳細は、市ホームページでも確認できます。

問い合わせ・申請先…下水道課　内線2756 

投票立会人を募集しています

浄化槽設置費用を補助します
【新築工事・改築工事いずれも対象です】

たくさんの

応募お待ちして

います！
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対象となる遺族
　戦没者等の死亡当時に生まれていた遺族（配偶者・
子・兄弟姉妹・甥姪など）。なお、遺族には親等順お
よびいくつかの条件によって優先順位が定められてお
り、順位が上の方が優先的に請求する権利があります。
同順位の方が複数いる場合は、その中の一人を代表者
に決めて請求することとなります。
＊令和２年４月１日の時点でご存命であった遺族は、

その後に亡くなられても権利を有していますので、
子供等が相続人として代わりに請求することができ
ます。

請求の際に必要なもの

▽請求者の印鑑（ゴム印は不可）

▽請求者の身分証明書

▽請求者の戸籍
＊戸籍取得の際には身分証明書が必要です（顔写真付

きのもの（免許証など）であれば１つ、写真がついて
いないもの（保険証など）であれば２つ必要です）。

▽（代理人が申請する場合）代理人の身分証明書と請求
者の身分証明書の写し

▽請求者の状況によって他に提出が必要な書類があり
ますので、その際は個別に説明します。

支給内容…額面25万円（年５万円×５年償還）の記名
国債

問い合わせ・請求先…市民課　内線2324、金木総合支
所総合窓口係　内線3103、市浦総合支所総合窓口係
内線4010

　昨年４月１日から請求受付を行っている「第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について、あらため
てお知らせします（請求期間：令和２年４月１日～令和５年３月31日）

在して搬入されています。これらのごみは燃えずに、
燃えかすの中に残ってしまうため、機械設備トラブル
の大きな原因となります。施設を安全で安定的に運営
するため、ごみを正しく分別して出していただくよう
ご協力をお願いします。

▽自己搬入される皆さんへ
　直接センターへ搬入される方は、マスクを着用して
いただくなど、新型コロナウイルス感染拡大防止にご
協力ください。
　また、処分を急がないごみは、施設への持ち込みを
控えていただき、定期収集時に出していただきますよ
うご協力をよろしくお願いします。
問い合わせ先…西部クリーンセンター　℡46−2141

▽トイレットペーパー以外は流さないでください
　最近、センターに搬入される排水の中に紙おむつや
ストッキング、タオル等が混入され、配管の詰まりが
発生しています。
　トイレにトイレットペーパー以外の物が混入すると、
詰まりの原因となり、機械が故障し処理に支障をきた
します。トイレにはトイレットペーパー以外は絶対に
流さないようご協力をお願いします。
問い合わせ先…中央クリーンセンター　℡36−3601

▽ごみの分別にご協力ください
　陶器・ガラス・金属等の不燃物ごみが可燃ごみに混

　広報発行日には、市ホームページに最新号を掲載し、
Facebookでもお知らせしています。バックナンバー
も掲載していますので、ぜひご覧ください。

　重度の視覚障害（手帳所持者）の方を対象に、広報
紙を朗読し、録音したＣＤ等の貸し出
し（声の広報）を行っています。
　希望する方は福祉政策課（内線2499）
までお問い合わせください。

　これからの「広報ごしょがわら」は、イベントなど
の雰囲気が伝わるような写真やイラストも用い、硬く
なりがちな紙面を少しでも興味をもって、楽しんで読
んでもらえるような工夫をしていきます。
　また、地域活動の主役は市民の皆さんです。
　一人でも多くの方に登場していただけるよう、地域
で活躍する人や団体にスポットが当たるような紙面づ
くりを目指していきますので、取材や
写真撮影の際にはご協力をお願いしま
す。

取材や写真撮影にご協力ください

西北五環境整備事務組合からのお願いです。

市ホームページでも確認できます

録音したＣＤ等を貸し出しています
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日時…４月14日㈬　10：00～16：00
場所…市役所２階相談室２Ｃ
＊予約制。貸付制度あり。

　不眠、不安、憂うつ、仕事が手に
つかないなどの悩みをお持ちの方は、
お気軽にご相談ください。
相談日・日程
　毎月第２木曜日　
４月８日／５月13日／６月10日／
７月８日／８月12日／９月９日／
10月14日／11月11日／12月９日／
令和４年１月13日／２月10日／
３月10日

＊電話等により事前予約をお願いし
ます。

受付時間…13：00～14：00
担当…精神科嘱託医、精神保健福祉

相談員
場所・問い合わせ先…西北地域県民

局地域健康福祉部保健総室　健康
増進課（五所川原保健所）

　℡34−2108

　個々の労働者と事業主との間に生
じたトラブル（解雇・賃金引き下
げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相
談に応じます。
日時

▽４月６日㈫　13：30～15：30

▽４月18日㈰　10：30～12：30

▽５月11日㈫　13：30～15：30

▽５月16日㈰　10：30～12：30
場所…青森県労働委員会（東奥日報

新町ビル４階）
対象者…県内の労働者、事業主
相談員…青森県労働委員会委員
費用…無料
利用方法…随時受付（予約優先）
問い合わせ先
　青森県労働委員会事務局
　℡017−734−9832

　青森県看護協会ナースセンターで
は無料職業紹介事業として看護職の

　行政相談は行政相談委員、人権相
談は人権擁護委員が担当します。
五所川原地区（行政相談）

▽４月８日㈭　10：00～12：00

▽４月22日㈭　10：00～12：00
　市役所１階相談室１Ａ
問い合わせ先
　市民課　内線2326
金木地区（行政・人権合同相談）

▽４月14日㈬　10：00～12：00
　金木総合支所２階相談室
問い合わせ先
　金木総合支所　内線3104
市浦地区（行政・人権合同相談）

▽４月６日㈫　10：00～12：00
　青森あすなろホール市浦
問い合わせ先
　市浦総合支所　内線4010
法務局人権相談

▽月曜日～金曜日（祝日を除く）
　8：30～17：15
　五所川原支局１階人権相談室
問い合わせ先
　青森地方法務局五所川原支局
　℡34−2330

　契約、販売方法、商品・サービス
などに関する消費者トラブル、多重
債務でお困りの方に対し専門の消費
生活相談員が無料で相談に応じます。

▽悪質商法、契約・取引に関するト
ラブル相談

　五所川原市消費生活センター
　℡33−1626、℡26−5881
日時…月曜日～金曜日（祝日を除く）
　9：00～16：00
場所…市役所２階商工労政課

▽くらしとお金の安心相談会
　（多重債務相談）
　消費者信用生活協同組合
　青森事務所　℡0120−102−143

相談員がハローワーク五所川原に出
向いて、看護職の皆様のお仕事探し
をサポートしています。お気軽にお
越しください。
開催日…４月28日㈬、５月26日㈬、
６月23日㈬、７月28日㈬、８月25
日㈬、９月22日㈬

時間…9：00～11：30まで随時受付
場所…ハローワーク五所川原
＊青森県ナースセンター（青森市）で

は月曜日から金曜日の9：00～16：
00まで、来所・電話・メール等で
随時、相談を受け付けています。
どうぞご利用ください。

問い合わせ先
　公益社団法人青森県看護協会
　青森県ナースセンター
　℡017−723−4580

　保健師・栄養士による血糖・血圧・
コレステロールなどが気になる方の
相談です（前日までに要予約）。
日時・場所
　４月28日㈬　10：00～12：00
　市役所相談室
持ち物…健診（検査）結果
問い合わせ・申込先
　健康推進課　内線2380

　保健師・栄養士が、お子さんの成
長発達や離乳食、子育てに関するこ
となどの相談に応じます。
日時・場所

▽５月17日㈪　10：00～11：00
　中央公民館３階和室
＊11：00よりミニ勉強会（テーマ：こ

とばについて）あり（先着10名）
持ち物…バスタオル（体重計をご利

用の方）、母子健康手帳
＊３日前までの予約が必要です。
問い合わせ・申込先
　子育て世代包括支援センター
　内線2394　／電子メール　kenkou
　suisin@city.goshogawara.lg.jp

行政・人権相談

こころの相談
（五所川原保健所主催）

消費生活相談

４月～５月労働相談会

健康づくり相談室

エンゼル相談

看護のお仕事移動相談

　人権擁護啓発メッセージ　
（令和元年度人権教室より／三輪小６年生）

『一人一人がそれぞれの人権を
尊重し笑顔で優しく思いやりの
ある生活を送っていきたい』

エンゼル相談
申し込みフォーム
ＱＲコード

各 種 相 談
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営業時間：11：00～22：00　定休日：8/13、12/31、1/1
皆様のお役に立てれば幸いです

テイクアウト（お持ち帰り）絶賛継続中！！

■歓送迎会・結婚式の二次会・女子会などご予約承ります！
　五所川原市大町509－3　TEL・FAX 0173－33－5251

新築・増改築・水廻り・塗装

総 合 建 築
「増改築相談員」のいるお店

五所川原市大字姥萢字桜木370－3
0120－34－6806

（有）シラカワ住研

※春の期間限定！ 塗装キャンペーン見積中！
サイディングの色をそのまま残すクリア塗装もおすすめです！

屋根や外壁の塗装で新築のようによみがえります！

建替え・リフォーム・車庫、カーポート新設・・など
建替え　　　水洗トイレ　　屋根 外壁 塗装
増築 減築　 ユニットバス　サイディング張替
屋根の直し　キッチン　　　断熱入替　　　　　　　　　　　　　　　　　 等々リフォーム　 ボイラー　　　建物解体

　市では、重度の視覚障害（手帳所
持者）の方を対象に、広報ごしょが
わらを朗読し、録音したＣＤ等の貸
し出しを行っています。
　朗読は年２～３回、各々15ページ
程度で、録音機器を貸し出しますの
で、自宅で録音作業ができます。
　朗読ボランティアに興味がある方
はご連絡ください。
問い合わせ先
　福祉政策課　内線2499

募集住戸…各１戸
①新宮団地（３ＬＤＫ）
②広田団地（３Ｋ）
③新宮団地（３ＬＤＫ・特公賃）
家賃
①21，500円～42，200円程度
②10，800円～21，200円程度
＊所得金額に応じて決定
③58，000円（一律）
申込者・同居予定者の人数等の制限
①３名以上
②条件付きで単身から可。一般は２

名以上
③２名以上で政令月額が158，000円

以上487，000円以下に限る。
申込受付期間
①・②４月１日㈭～９日㈮
③随時（ただし、入居者決定次第、

募集を締め切ります）
＊土・日曜日を除く／入居基準など

詳細はお問い合わせください。
問い合わせ・申込先
　株式会社サン・コーポレーション
　住宅管理係　℡38−3181

　眠れない、やる気が起きない等の
心身の不調や不安・悩みを抱えてい
る方、自死遺族の方の相談にも応じ
ています。
日時…４月15日㈭　13：30～15：30
場所…市役所相談室
相談員…保健師
申込み…相談日前日までに、電話で

お申し込みください。
問い合わせ・申込先
　健康推進課　内線2376

　ふれあい体験農園で野菜や草花な
どを栽培してみませんか。
募集区画（金木町オートキャンプ場）

▽Ａ区画（30㎡）…16区画

▽Ｂ区画（60㎡）…22区画

▽Ｃ区画（85㎡）…９区画
対象者…市内に住所を有する方
使用料（１区画につき）

▽Ａ区画…1，570円

▽Ｂ区画…3，140円

▽Ｃ区画…4，450円
申込期間…４月１日㈭～随時
農園使用期間…４月～11月
栽培作物…野菜・草花等（体験農園

使用期間内（11月）までに栽培・
収穫が完了できるもの）

＊申請書は金木総合支所産業建設係
または市ホームページからもダウ
ンロードできます。

問い合わせ・申込先
　金木総合支所産業建設係
　内線3208

活動期間…４月～令和４年３月の毎
月第１・第３土曜日午前中

場所…五所川原職業能力開発校
　（字一ツ谷503−5）
対象…市内の小学３年～中学２年
会費…年3，500円（傷害保険含む）
受付期間…３月27日㈯～４月10日㈯
＊先着30名に達し次第締め切り。中

央公民館で受付します。
問い合わせ先
　伊藤　℡090−5239−6854

活動内容…河川愛護モニター巡視月
誌の提出／岩木川に関する地域住
民からの情報提供や、河川につい
ての異常を発見した場合の通報／
河川関係行事等への参加など。

活動区間…保安橋（鶴田町）から五
所川原大橋区間（岩木川右岸）

期間…７月～令和４年６月（予定）
手当…月額4，500円程度
募集人員…１人
申込み…５月14日㈮必着で履歴書と
「川とのかかわり」について簡単
に記述したもの（任意様式）を郵
送してください。
＊応募多数の場合は選考します。
＊応募資格等詳細はお問い合わせく

ださい。
問い合わせ・申込先…国土交通省青

森河川国道事務所河川占用調整課
　〒030−0822
　青森市中央３丁目20-38
　℡017−734−4537

こころの相談
～１人で悩まず
　相談してください～

令和３年度　ふれあい体験
農園参加者募集

五所川原市少年少女発明ク
ラブ
令和３年度　クラブ員募集

声の広報発行事業
朗読ボランティア募集

県営住宅入居者募集 河川愛護モニター募集募 集
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　日本の伝統文化「将棋」を始めて
みませんか。マナーを守り、楽しみ
ながらの上達を目指します。
日時…毎週土曜日　13：00～16：00
＊閉館日を除きます。
場所…中央公民館
対象…年齢、性別、棋力を問いませ

ん。市民以外の方でも参加できま
す。ルールから覚えたい方も歓迎
です。

料金…年2，000円（道具、資料代等）
指導責任者・問い合わせ先
　青森県将棋連盟会長　北畠　悟
　℡090−5238−9496

　両手に２本のポール（ストック）を
持ち地面を突きながら歩くスポーツ
です。足・腰・膝などの負担を軽減
でき、全身運動で普通のウォーキン
グよりエネルギー消費量が約20％も
増加するため、おすすめです。
対象…65歳以上の市民の方
　（60～64歳で、基本チェ
　ックリストの結果、運動
　機能が低下している方を
　含む）
日時…４月12日㈪、４月26日㈪
　　　14：00～15：30
＊事前の健康チェックがあるため、

集合時間は13：30
申込み…初回参加の場合、開催日４

日前までに電話または窓口でお申
し込みください。

場所…つがる克雪ドーム
講師…全日本ノルディック・ウォー

ク連盟公認指導員
持ち物…動きやすい服装、運動靴、

水分補給のための飲み物、汗拭き
タオル、ポール（希望者にはポー
ル等を貸し出しします。手袋を着
用してください）

＊雨天時はドーム内でウォーキング
を行いますので、室内用シューズ
をご用意ください。

問い合わせ・申込先
　地域包括支援センター　内線2463

　聴覚や言語機能等の障がいにより、
意思疎通を図ることが困難な人を支
援する、登録手話通訳者・要約筆記
者を募集します。
登録要件（次のいずれかに該当）
①手話通訳士の資格を有する方
②手話通訳者全国統一試験・全国統

一要約筆記者認定試験に合格した
方

③各都道府県に手話通訳者・要約筆
記者登録している方

業務内容
　手話通訳・要約筆記支援の必要な

方の依頼に応じた派遣業務
＊詳細はお問い合わせください。
問い合わせ・申込先
　福祉政策課　内線2494

　点訳奉仕員養成講習会の受講生を
募集します。
　視覚障害者の生活や福祉について
理解と認識を深め、点訳図書の製作
技術を学びます。
日時…６月２日㈬～10月６日㈬
　　　毎週水曜日　
　　　13：00～16：00
場所…五所川原合同庁舎１階
　　　Ｂ会議室
対象…五所川原市および近隣の市町

に居住し、パソコンの基本操作が
でき、パソコンをお持ちの方

内容…点訳図書の製作技術を学ぶ
受講料…無料
定員…５名程度（書類審査あり）
申込締切…５月10日㈪
問い合わせ・申込先
　青森県視覚障害者情報センター
　℡017−782−7799

日程…４月15日㈭まで
場所…中央公民館２階
問い合わせ先
　光彩会 増田 ℡090−9531−0156

対象…要介護認定を受けていない65
歳以上の市民の方

日時・場所（受付は9：45～、13：15～）
①４月15日㈭　制作「みんなで作る

壁画」
　金木公民館　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　13：30～15：00
②４月16日㈮　制作「みんなで作る

壁画」
　コミュニティセンター栄　10：00～11：30
　生き活きセンター　13：30～15：00
③４月27日㈫　おうち時間の過ごし

方をみんなで考えよう
　コミュニティセンター栄　10：00～11：30
　生き活きセンター　13：30～15：00
参加費…無料
持ち物…飲み物、筆記用具
申込み…前日までに電話でお申し込

みください。
問い合わせ・申込先
　地域包括支援センター　内線2462

　椅子に座りながら行う運動教室で
す。感染予防のため、時間帯ごとに
15名の定員とし、講師の動画を見な
がらの運動となります。
対象…要介護認定を受けていない65

歳以上の市民の方（60～64歳で、
基本チェックリストの結果、運動
機能が低下している方を含む）

時間…各開催日の次の①～⑤の時間
帯で行います。予約の際にご希望
の時間帯をお伝えください。

　①10:00～10:45　②11:15～12:00
　③13:00～13:45　④14:15～15:00
　⑤15:30～16:15
場所…生き活きセンター多目的ホール
参加費…無料
持ち物…動きやすい服装、水分補給

のための飲み物、汗拭きタオル
申込み…予約開始日より電話・会場

で予約を受付。
問い合わせ・申込先
　地域包括支援センター　内線2463

開　催　日 予約開始日

４月７日㈬ 受付終了

４月21日㈬ ４月７日㈬

五所川原市登録手話通訳者・
要約筆記者募集

将棋教室 いきいき教室
（介護予防教室）

令和３年度点訳奉仕員
養成講習会受講生募集

光彩会絵画展

ノルディック・ウォーク
参加者募集

ゆーゆー元気教室

健 康 づ く り

イ ベ ン ト
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　松くい虫被害やナラ枯れ被害は、
昆虫が原因で発生する伝染病です。
　これらの被害が、県内各地で発生
するようになると、農林水産業をは
じめとする産業・経済のほか、本県
が誇る自然景観や観光資源などに大
きな影響を与えるため、次の３点を
守りましょう。
①被害の原因とされる昆虫は、マツ

とナラ類を伐採した際に発生する
においに集まる習性があります。
昆虫の活動期（６～９月）には、
マツとナラ類を伐採しないように
しましょう。

②マツ丸太やマツ苗木、ナラ丸太を
他県から持ち込むと、県内に松く
い虫被害やナラ枯れ被害を呼び込
む可能性があるため、県内産のも
のを利用しましょう。

③被害を防ぐため、葉が黄色に変色
したり、枯れたマツやナラ類を早
い段階で取り除くことが大切です。
身の回りで枯れている、または枯
れかかっているマツやナラ類を見
つけたら、西北地域県民局林業振
興課までお知らせください。

問い合わせ先
　西北地域県民局林業振興課
　℡0173−72−6613

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を浄化するため、適正な管理
が必要です。そのため、浄化槽法で
は次のことが義務付けられています。

　①定期的な保守点検
　②年１回の清掃
　③法定検査の受検（使用開始後
　　および年１回）

　法定検査は、浄化槽が適正に維持
管理され、本来の浄化機能が十分に
発揮されているかを判定するもので、
一般社団法人青森県浄化槽検査セン
ター（℡017−726−9500）が行います。
　また、浄化槽の使用開始時や廃止
時、管理者の変更時などには、中南
地域県民局環境管理部（℡0172−31
−1900）への届出等が必要です。

　令和２年11月と12月に行われた
「動いて食べてスッキリ教室」内の
運動指導の様子を動画で紹介してい
ます。手軽に実践できる運動ですの
で、ぜひご自身の健康づくりにお役
立てください。

問い合わせ先
　健康推進課　内線2381

　県では、自動車税種別割の口座振
替の申し込みを受け付けています。
　令和３年度分から口座振替を希望
される方は納税者本人の通帳と預金
届出印を持参の上、４月30日㈮まで
に、取扱金融機関または地域県民局
県税部にお申込みください（すでに
口座振替を申し込まれている方でも、
自動車の買換えやナンバー変更によ
り申込内容が変更となった場合は再
度申し込みが必要です）。
　また、これまで口座振替後に送付
していました口座振替済通知書およ
び自動車税種別割納税証明書につい
て、令和２年４月以降振替分から送
付を行わないこととしました。
　車検更新の際は、運輸支局等にお
いて自動車税種別割の納付確認を電
子的に行うことができるため、自動
車税種別割納税証明書の提示が省略
できるようになっています（ただし、
振替直後の車検更新には納税証明書
が必要となる場合があります）。
　詳細は県ホームページ（https://
www.pref.aomori.lg.jp
/life/tax/012_kouzain
dex.html）をご覧くだ
さい。
問い合わせ先

西北地域県民局　県税部　納税管
理課　℡34−2111　内線205

　市では、カラス・カモ類・サルな
どによる農産物（果樹・水稲・シジ
ミなど）への被害防止のため、鳥獣
被害防止特措法に基づき、五所川原
市鳥獣被害対策実施隊が捕獲事業を
行います。安全管理を徹底し、計画
的に実施します。皆さんのご理解を
お願いします。
問い合わせ先
　農林水産課　内線2522

　日本赤十字社では、被災者の１日
でも早い復興を願い、災害で被災さ
れた方々を支援する義援金を受け付
けています。皆さんの善意をお待ち
しています。
銀行振込の場合（各本店・支店に専

用振込用紙あり。手数料無料）

▽青森銀行　新町支店　普通預金
「16000」日本赤十字社青森県支部

　支部長　三村　申吾
▽みちのく銀行　青森支店　普通預

金「4200888」　日本赤十字社青森
県支部　支部長　三村　申吾
＊他の義援金と区別するため必ず義

援金名欄に「令和３年２月福島県
沖地震災害義援金」と明記してく
ださい。

郵便振替の場合（窓口での取り扱い
の場合、振替手数料は免除）

▽口座加入者名　日赤令和３年２月
福島県沖地震災害義援金

▽口座記号番号
　「00190−1−673783」
＊受領証発行希望の場合は、通信欄

に「受領証希望」と記載してくだ
さい。

　このほか、日本赤十字社福島県支
部への振込等があります。詳しくは、
日本赤十字社ホームページをご覧く
ださい。
　また、市役所本庁舎・金木総合支
所・市浦総合支所には、義援金募金
箱を設置しています。
　義援金受付期間は５月31日㈪まで
となっています。
問い合わせ先
　福祉政策課　内線2492

生活習慣病予防教室の様子
を動画で紹介しています

松くい虫被害およびナラ枯
れ被害の予防について

鳥獣被害対策実施隊活動

自動車税種別割の
口座振替について

令和３年２月福島県沖地震
災害義援金の受付

浄化槽を正しく使いましょう

動画掲載ページ
ＱＲコード（右）

そ の 他
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アートリフォーム株式会社アートリフォーム㈱

全面改装リフォーム
中 古 住 宅 改 装
減 築 、 増 築

現 地 確 認
見積り無料

屋根、外壁リフォーム専門店

屋根・外壁の塗り替え

五所川原市七ツ館虫流51－29 お電話は担当 前田まで『増改築相談員のいるお店』

電話は今すぐ、こちらから

一般建設業  青森県知事許可（般－29）第400424号一般建設業  青森県知事許可（般－29）第400424号
・リフォームローン固定2.95％団信付き15年まで可
・昭和58年度五所川原工業高校卒 前田昭仁（写真中央）
・リフォームローン固定2.95％団信付き15年まで可
・昭和58年度五所川原工業高校卒 前田昭仁（写真中央）

健康相談のくすり屋  地域と共に66年

いわや薬品  新町本店
五所川原市新町74　TEL0173－34－3939
月～土　9：30～18：00　働く婦人の家向い

保険
調剤

内蔵元気 血液元気 免疫元気
美容
相談

駅前薬局いわや
JR五所川原駅前通り

TEL34－5088

Be Peacemas 108
ELM １階

TEL33－6742

上げた泥の回収を行います。
泥上げ実施期間
　４月１日㈭～６月30日㈬
＊期間内の実施にご協力ください。
回収申込み…泥上げを実施した町内

会等は環境対策課までご連絡くだ
さい。

回収方法…泥上げ実施日から１週間
～10日後（泥が十分に乾燥した
頃）を目安に随時回収します。な
お、天候等により回収時期が遅く
なる場合があります。

注意事項
▽土のう袋以外は回収しませんので、

ご注意ください。また、土のう袋
は配布していませんので、各町内
会等でご準備願います。

▽土のう袋に泥を詰めすぎると袋が
破け、回収が困難になります。泥
を詰めすぎないようお願いします。

▽ごみ集積所付近の邪魔にならない
場所で乾燥させてください。

問い合わせ・申込先
　環境対策課　内線2364

　山に入る方は、次のことを守りま
しょう。

▽枯れ草等の燃えやすいもののある
場所で、たき火をしない。

▽強風時および乾燥時には、たき
火・火入れをしない。

▽たき火の場所を離れる時は、完全
に火を消す。

▽たばこの吸いがらは火を必ず消し、
投げ捨てしない。

▽火遊びはしない。

▽火入れをする時は、市長の許可が
必要です。

問い合わせ先
　農林水産課　内線2523

　油漏れ事故は、発生から発見（通
報）までの時間が早いほど被害の拡
大を抑えることができます。
　雪解けの時期を迎えた用水路は、
流れが速くなっていますので、誤っ
て自宅敷地外に流出してしまったと
きは、すぐに通報してください。
　また、ホームタンクからの流出を
防ぐために防油堤を設けるか、真下
に大きめのタライを置くことをお勧
めします。
　特に、次の方は油漏れ事故の危険
性がありますので、ホームタンク周
辺のこまめな点検をこころがけてく
ださい。

▽ホームタンクからポリタンクや灯
油タンクに小分けにしている。

▽ホームタンクや油送管が錆びている。

▽ホームタンクがしっかり固定され
ていない。

▽防油堤の水抜きバルブが開いている。

▽灯油の減り具合が、早い気がする。
通報先
　五所川原消防署　℡35−2019
　金木消防署　　　℡53−2322
　市浦消防署　　　℡62−2119
　環境対策課　　　内線2365

　「緑の羽根」は、ふるさとを愛する
シンボルです。豊かな自然がもっと
広がることを願い「緑の募金」活動
を展開し、いただいた募金は森林整
備・緑化推進事業に使われています。
緑あふれるふるさとをつくっていく
ために、ご協力をお願いします。
募集期間…４月１日㈭～５月31日㈪
問い合わせ先
　農林水産課　内線2523

令和３年度国民年金保険料額
　令和３年度の国民年金保険料は、
月額16,610円となり、これまでより
月額70円の増額となりました。給付
と負担のバランスを保ちながら調整
を行っていますので、ご理解をお願
いします。
学生納付特例制度
　学生の方は、在学中の保険料の納
付が猶予される学生納付特例制度が
あります（本人の所得制限有）。
　学生納付特例の承認を受けており、
翌年度以降も引き続き在学予定の方
には、はがき形式の申請書が日本年
金機構から送付されます。申請をす
る場合は、はがきに必要事項を記入
し、返送してください。４月中旬を
過ぎてもはがきが届かない場合は、
市役所、各総合支所で申請してくだ
さい。
　申請を行わず、保険料が未納のま
まだと、不慮の事故や病気により障
害が残ったときに、障害基礎年金等
を受けることができなくなりますの
でご注意ください。
＊学生納付特例期間は、年金額には

反映されません。10年以内であれ
ば保険料をさかのぼって納めるこ
と（追納）ができます。

＊必要書類等詳しくは日本年金機構
ホームページをご覧ください。

問い合わせ先
　国保年金課　 内線 2343

　春の清掃活動の一環として、町内
会および団体の奉仕活動で側溝から

国民年金保険料に関する
お知らせ

油漏れ事故に注意しましょう

春のクリーン作戦（泥上げ
回収）を行います

山火事に注意しましょう

緑の募金のお願い
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詳細はホームページでもご覧いただけます。
http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/other/koho-koukoku.html

申込先　総務課広報係　内線2117

掲載料金はこのサイズで１５,０００円

～広報ごしょがわらでは有料広告を募集しています～
広報は市内全域に配布され広く読まれています。

広告掲載で五所川原市を応援していただけませんか？

　国が行う令和３年度の戦没者慰霊
巡拝の日程（予定）が決まりました。
実施時期や地域等の詳細について、
申請締切が近いものを下記のとおり
お知らせします。

▽インドネシア
　（締切日　４月23日㈮）

▽カザフスタン共和国
　（締切日　５月14日㈮）

▽中国東北地方（旧満州地区全域）
（締切日　５月21日㈮）
＊このほか、フィリピンや硫黄島な

どがあります。
　申請の仕方や、他の地域などにつ
いて詳しく知りたいという戦没者遺
族の方には、厚生労働省からの文書
の写しを差し上げますので、お問い
合わせください。
問い合わせ先…市民課　内線2324

　市では、在宅の重度心身障害者に
対して福祉タクシー利用券を交付し
ています。
対象者…市内に居住する在宅の重度

心身障害者（身体障害者手帳１級
または愛護手帳Ａの方）。ただし、
障がいによる自動車税の減免を受
けている方は対象外です。

申請期間…４月１日㈭～令和４年３
月31日㈭ （閉庁日を除く）

持参する物…身体障害者手帳または
愛護手帳、印鑑

申請先…福祉政策課
　　　　金木総合支所総合窓口係
　　　　市浦総合支所総合窓口係
問い合わせ先
　福祉政策課　内線2499

▽４月18日㈰　10：00～16：00
　ＥＬＭ
＊日時は変更になることがあります。
　青森県赤十字血液センターホーム

ページをご確認ください。
問い合わせ先…青森県赤十字血液セ

ンター　℡017−741−1512

　次のバス路線は、４月１日㈭から
ダイヤ等が変更となりますので、お
知らせします。変更内容の詳細は、
お問い合わせください。

問い合わせ先
　弘南バス株式会社
　℡0172−32−2241

▽明治安田生命保険相互会社（根岸
秋男取締役代表執行役社長）＝10
万円

路 線 名 主な変更内容

青森五所川原線
運行本数と
時刻の変更

弘前五所川原線
運行経路の変更
等（ＥＬＭ経由）

振込口座の変更届出について
　高額療養費等の給付申請の際に届
出した振込口座に変更（解約・金融
機関の店舗統廃合等）があったとき
は、必ず市役所へ届出してください。
パンフレット「いきいき健康づくり
のために」の活用について
　青森県後期高齢者医療広域連合で
は、被保険者の皆さんの日頃の健康
管理に活用していただくため、パン
フレット「いきいき健康づくりのた
めに」を作成し、被保険者証の交付
時に同封しています。ぜひ、お役立
てください。
問い合わせ先
　国保年金課　内線2345

　ペットの散歩をされている方で、
フンの処理袋を携帯せずにフンを放
置したままにしている方がいます。
　このような行為は、衛生上好まし
くないほか、住民の方に不快感を与
えてしまいますので、フンは必ず処
理袋に入れて持ち帰ってください。
　また、猫などを放し飼いにされて
いる方も同様です。
　フンの放置は、不法投棄の行為と
みなされ、刑罰が科せられることも
ありますので、飼い主としてのマナ
ーを守りましょう。
問い合わせ先
　環境対策課
　内線2367

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

ペットのフンを
放置しないで

福祉タクシー事業の
お知らせ

令和３年度慰霊巡拝実施予定 献血バス巡回日程

弘南バスからのお知らせ
（路線バス運行時刻等の変更）

善意の花かご
どうもありがとうございました

目録を手渡した
梅野勝義青森支社長（右）
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　皆さんは歯科医院へ受診するタイミングはいつで
しょうか。かぶせ物が外れたり、入れ歯が合わなく
なったりという理由で受診される方もいますし、歯
の痛みや歯ぐきの腫れのために受診される方もいる
と思います。その中には「違和感はあったのだけど、
歯医者が怖くて我慢していた」と言われる方が多い
ように感じます。確かに歯の治療には、麻酔や歯を
削る音、口をずっと開けておくため疲れる、口の中
は見えないし何をされているかわからずなど不安な
事もありますし、治療回数が多くてうんざりするこ
ともあると思います。
　実は、虫歯や歯周病になったからといってすぐに
症状が出るわけではなく、歯の痛みや揺れ、歯ぐき
の腫れなどの症状が出たときにはすでに病気が進行
している場合がほとんどです。虫歯による歯の痛み
は歯の表面の硬い組織が溶かされ、中の神経付近ま
で進行していることで出てきます。そのため治療の
時には麻酔をして大きく削ったり、神経をとる場合
もあります。神経をとると痛みは和らぐかもしれま
せんが、歯はもろくなってしまいます。歯周病も歯
が揺れた時には歯を支えている骨がほとんどなくな
ったりしていて歯を抜かなければならなくなります。
抜いた部分はかぶせ物や入れ歯を入れ
るため、治療する時間や費用も多くか
かってしまいます。

　口の中は自分自身では全ては確認できません。そ
のため定期健診で口の中をチェックすることが重要
です。病気はなんでもそうですが進行すると治療に
時間がかかります。小さい虫歯であれば麻酔なしで
も治療可能な場合がありますし、歯の汚れとりで歯
周病予防もできたりします。
　治療が終わったからもう歯科医院へ行かなくても
良いと思っている方もいると思いますが、削った歯
は削っていない歯より虫歯になりやすく、かぶせ物
やつめものの中でもまた虫歯ができることがありま
すし、神経をとった歯は痛みを感じないため進行し
たことに気づかないことがあります。
　口は体へ物が入る入り口であり、全身とつながっ
ています。歯周病は糖尿病や心筋梗塞や脳梗塞、低
体重児出産などの全身疾患の原因になるといわれて
います。また現在は誤嚥性肺炎の予防の観点から、
様々な全身麻酔の手術前に口の中をきれいにするこ
とが推奨されています。
　体の健康診断ばかり重視しすぎて歯の定期健診を
おろそかにしていませんか。最近歯科医院を受診し
てない方、また歯医者が怖い方、治療に時間をかけ
たくない方は、一度歯科医院で口の中をチェックし
てみませんか。
＊コロナ禍のため、受診については事前にかかりつ

けもしくは近隣の歯科医院に連絡をしましょう。

①カボチャ、キャベツは食べやすい大きさに、ゴボウはささがきに、大根、ニンジンは短冊
切りに、玉ネギはくし形切りにする。シメジは石づきをとり、細かくほぐす。豚肉は２㎝
程度に切る。豆腐は崩しておく。

②カボチャと豆腐以外の具材をオリーブ油で炒める。
③②がしんなりしてきたら、だし汁を加え、カボチャ、豆腐を加えて10分程度煮る。
④カボチャに火が通ったら、火を止めてみそを溶く。

材料（４人分）
カボチャ……150ｇ　 　キャベツ…………100ｇ
ゴボウ………50ｇ　　　大根………………100ｇ
ニンジン……100ｇ　 　玉ネギ……………100ｇ
シメジ………100ｇ　 　豚モモ肉薄切り…100ｇ
木綿豆腐……100ｇ　 　オリーブ油………大さじ１
だし汁………600㎖　 　みそ………………大さじ１

１人分　エネルギー 165kcal
　　　　食塩相当量 0.8ｇ　野菜 175ｇ

作り方

あなたも作ってみませんか料理
紹介 五所川原市食生活改善推進員会

１／２日分の野菜が摂れる料理テーマ

食べる味噌汁

　健康万歩計は、西北五医師会が、皆さんが健康で元気に過ごすために必要な情報を提供し、ドクターからの
アドバイスを紹介するコーナーです。

健康
万歩計
健康
万歩計

歯科医院へはいつ
行けばいいの？

飛嶋歯科医院　院長　飛嶋　大作 先生

＊今月は北五歯科医師会より
寄稿いただきました。
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▽金木の図書館が新しくなります
現在、芦野公園のそばにある伊藤忠吉記念図書館は、
令和３年５月に開庁を予定している新金木庁舎内に
移転します。移転準備のため書架や資料の数が少な
くなっていますが、ご理解をお願いします。探して
いる本が見つからない場合はカウンターの職員にお
声がけください。
新図書館では郷土の作家・太宰治のコーナーや津軽
三味線に関する資料を集めたコーナーなどを設けて
紹介するほか、新しい図書やこれまでなかった新聞
の購読も準備しています。新図書館については次号
でも紹介します。どうぞお楽しみに！

▽今月の一冊

▽おはなし会＆ブックトーク
４月４日㈰　11：00～11：30　
市立図書館２階おはなしの部屋

（すてっぷひろば会場内）
対象…０～３歳くらいのお子さんとその保護者

▽「五所川原おはなしぽぽんた」のおはなし会
　４月17日㈯　13：30～14：30　市立図書館
　テーマ…「春」　　対象…どなたでも

▽この本読んだ？
　図書館で最近受け入れた資料を紹介します。
・「プログラマーの一日」
　ＷＩＬＬこども知育研究所／編著　保育社　2021．1
・「リンゴちゃんのいえで」
　角野　栄子／作　ポプラ社　2021．1
・「雪崩事故事例集190：
　日本における雪崩事故30年の実態と特徴」

　出川　あずさ／著　山と渓谷社　2021．1
・「密室本能寺の変」
　風野　真知雄／著　大活字文化普及協会　2020．6
・「大志とともに：自閉症の息子就職までの道のり」
　貝吹　信一／著　風詠社　2020．10

図書館
℡ 34－4334

９９９ひきのきょうだいの
はるですよ
木村  研／文　村上  康成／絵 ひさかたチャイルド 2009．4 

春がやって来ました。
お母さんがこどもたちを起
こします。ところが、何度
数えても998匹。
大きいかえるのお兄ちゃん
は、やっぱりねぼすけです。
目覚めの春が待ち遠しい絵
本。

市立図書館　℡３４−４３３４
開館時間　９：３０～１８：００（土日祝は１７：００まで）

伊藤忠吉記念図書館　℡５３−３０４９
開館時間　９：３０～１７：００

市浦分館　℡３５−２１１１　内線４０４３
開館時間　９：３０～１７：００

大ホール（コンサートホール）

▽半﨑美子コンサート
　４月18日㈰　15：00～16：50　前売5，000円
　フォレスト・ブルー　℡34−5002

▽三山ひろしコンサート
　４月22日㈭　13：30～15：30　6，500円
　世界芸能株式会社　℡022−222−4997

▽唄と踊りのバラエティーショー
　４月25日㈰　11：00～16：45　1，999円
　高見会深見一座　℡090−3980−5018

▽夢スター春・秋
　４月27日㈫　12：30～15：00　6，980円
　夢グループ　℡03−5395−7503

小ホール（ふるさと交流ホール）

▽ミュージカル・パラダイス
　４月４日㈰　①13：00～／②15：00～　関係者
　トーオー楽器㈱　℡0172−33−8511

▽ピアノコンサート
　４月10日㈯　13：00～16：00　無料
　坂牛哉子ピアノ教室　℡0173−72−2009

▽スプリングコンサート
　４月11日㈰　15：00～16：30　無料
　加藤ピアノ教室　℡22−2955

＊主催者の都合により変更になる場合もあります。
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マ

スク着用、手指の消毒をお願いします。状況に
応じて入場制限する場合もあります。

オルテンシア
℡ 33－2111

４月の休館日　５日、12日、19日、26日
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　当市にお住まいの方はつがる市、鰺ケ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町で開催される各種
教室を受講できます。当市または、他市町の教室を受講される方は、中央公民館までお問
い合わせください。
問い合わせ先…中央公民館　℡35−6056

　みんなの教室は、初心者の方々を対象に、心豊か
で健康な暮らしづくりを進めるためにグループで楽
しみながら学習する教室です。

期　間…５月～10月（12回開催）
受講料…無料（材料費等は実費）
申込み…はがき、電話またはファックスで、希望教

室名・住所・氏名・電話番号を記入し、中央公民
館へお申し込みください。

申込締切…５月６日㈭
開講式…５月11日㈫　10：00～　中央公民館
＊決定通知・日程の通知はしません。開講式で各教

室の日程打合せを講師とともに行いますので、開
講式に出席してください。出席できない場合は、
開講式終了後に日程を中央公民館までお問い合わ
せください。

問い合わせ・申込先
　〒037−0016　五所川原市字一ツ谷504−1
　中央公民館　℡35−6056／ＦAX35−6058
＊曜日・時間は講師の都合で変更する場合もありま

す。

　市民教養教室は、初心者の方でも楽しく学べる教
養、趣味など６つの教室を用意しています。

期　間…５月～10月（12回開催）
受講料…無料（材料費等は実費）
申込み…はがき、電話またはファックスで、希望教

室名・住所・氏名・電話番号を記入し、金木公民
館へ申し込みください。

申込締切…４月28日㈬
開講式…５月６日㈭　10：00～　金木公民館
＊決定通知・日程の通知はしません。開講式で各教

室の日程打合せを講師とともに行いますので、開
講式に出席してください。出席できない場合は、
開講式終了後に日程を金木公民館までお問い合わ
せください。

問い合わせ・申込先
　〒037−0202　五所川原市金木町菅原367−1
　金木公民館　℡53−3581／ＦAX53−2474

＊曜日、時間は講師の都合で
変更する場合もあります／
さき織り教室は使用する機
器の関係上、先着順としま
す／そば打ち教室は川倉ふ
れあいセンターで行います。

他の市町で行われる教室を受講することができます

令和３年度「みんなの教室」受講生募集

教　室　名 曜日 時　　間

茶道（遠州流） 月 12：00～15：00
むがしっこ 月 10：00～12：00
ストレッチ体操 火 10：00～12：00
手編み 火 10：00～12：00
書道 水 10：00～12：00
謡曲 水 14：00～16：00
パッチワーク 水 10：00～12：00
太極拳 木 18：00～20：00
盆栽 木 18：30～20：30
エンジョイスポーツ 金 13：30～15：30
着付け 金 10：00～12：00
はがき絵・俳画 金 13：00～15：00
囲碁 土 13：00～16：00
津軽三味線

（レベル別指導） 土 16：00～20：00の
うち１時間程度

教　室　名 曜日 時　　間

陶芸 月 13：00～16：00
健康ダンス 火・木 13：00～15：00
さき織り 水 　9：00～16：00
料理 木 10：00～13：00
そば打ち 金 10：00～13：00
絵画 金 13：00～16：00

開催教室一覧

開催教室一覧

令和３年度「市民教養教室」受講生募集

公 民 館 か ら の お 知 ら せ

25五所川原市役所　☎35－2111



　今月号は、消防団幹部の最年少者である五所川原地区
第２分団長の岩渕貴仁さんにお話を伺いました。

　父が元消防団員で、地元を管轄
する２分団５部三ツ矢猫渕の部長
をしていました。ですから、元々
消防団は身近に感じていて、19歳
のころ、父から入団を勧められた
のですが、なんの抵抗もなく、か
と言って特別な使命感もなく、本
当に何となく入団した感じです。
　前分団長をはじめとする団員の
推薦で分団長になりました。放水
の技術や、災害対応の経験が認め
られたのかなと思っています。年
上の団員も多いですが、皆さんの
協力で頑張れています。

　消防団の活動にやりがいを感じ
始めたのは、入団後２年程してか
らだと思います。各地域の消防団
員が放水技術を競い合う操法大会
の五所川原消防団の代表に選ばれ、
その競技性に面白さを感じました。
県大会で４位になった時は、喜び
を感じました。
　災害対応では、７年程前の水害
が記憶に残っています。五工高の
サッカー場付近まで浸水しました
が、ポンプでの排水や、土のう積
みなど胸まで水に浸かりながら対
応しました。水が引いたときは精
一杯やった充実感がありました。

　消防団は、色々な災害への対応
が求められますが、特に水害への
対応力は向上させたいと考えてい
ます。管轄する栄地区は、水害が
懸念される地域ですので、となり
の地区とも連携することで大規模
な災害への対応力を強化していき
たいです。また、若い団員の勧誘
も積極的にしていきます。昨年は、
20代の団員が５人増え活性化した
と感じています。
　消防団活動のため本業を休むこ
ともありますが、家族の理解もあ
って続けることができ感謝してい
ます。今後も精一杯努めていきた
いです。

団員や地域の期待に
こたえたい。

総人口…53,083人（－78人） 　 男…24,377人（－24人） 　 女…28,706人（－54人）　  世帯数…25,602世帯（－22）

人口のうごき	 令和３年２月末　住民基本台帳　（　）内は前月比

日　　程 病　　　院　　　名 電話番号

消防署救急病院
紹介電話

℡34−4999

４月４日㈰ 白生会胃腸病院（中平井町142−1） ℡34−6111
４月11日㈰ かねひらクリニック（旭町55−2） ℡35−3167
４月25日㈰ 田町小山クリニック（田町4−5） ℡34−3431
４月29日㈭ 増田病院（新町41） ℡35−2726

救急医療当番医　診療時間　9：00～12：00　＊受診前に必ず各医療機関に電話で確認してください。

おらほの消防団

［団員プロフィール］
岩渕貴仁 ／ 41歳 ／ 農業
五所川原地区第２分団長

活動歴21年

入団のきっかけは？　　　
最年少の分団長ということ
ですが？　　　　　　　　

消防団のやりがいは？　　
また、災害対応の経験談は
ありますか？　　　　　　

今後、どのような活動を
したいですか？　　　　

安心して暮らすことができる地域づくりに興味のある方は、ご連絡ください。
問い合わせ先　防災管理課　内線2142
安心して暮らすことができる地域づくりに興味がある方は、ご連絡ください。
問い合わせ先　防災管理課　内線2142

消防団で活動しませんか
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