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　このたび、平成28年４月より建設を進めてまいりました五所川原市役所新庁舎が、無事完成
いたしました。これもひとえに市民の皆様をはじめ、市議会および関係各位の温かいご理解とご
支援の賜物と深く感謝を申し上げます。
　旧庁舎は、昭和46年に建設されて以来、47年の長きにわたり行政サービスの拠点として、そ
の役割を担ってまいりましたが、老朽化に加え、窓口の散在や待合スペースの不足などにより、
市民の皆様にご不便をおかけしていることなどから、新庁舎建設事業の実施に至りました。
　新庁舎は、「市民の利便性、地方行政の拠点、経済性、防災対策機能を備えた庁舎本来の機能
を重視したものとする」という基本理念のもとに誕生いたしました。
　多くの方が利用する窓口を１階に集中的に工夫して配置し、高齢者や障がいのある方、お子さ
んをお連れの方にも安心してご利用いただけるようローカウンターを設置するなど、どなたにも
使いやすいユニバーサルデザインを採り入れたほか、教育委員会や上下水道部などを集約したこ
とにより、窓口機能の充実と利便性が大きく向上しております。
　また、自然エネルギーの有効活用と省エネルギー化を図るため、地中熱を利用した空調設備や
駐車場の無散水融雪設備のほか、太陽光発電設備、LED照明器具を導入し、経済性や環境に配慮
するとともに、非常用発電設備や雨水利用設備を備えるなど、防災拠点としての機能も強化して
おります。
　新庁舎は、行政サービスの拠点となるばかりでなく、交流拠点としても、多くの市民の皆様に
ご活用いただけ、地域に新たな賑わいをもたらすものと期待いたしております。新庁舎の完成と
いう新たな一歩を、住民サービスのより一層の充実はもとより、地域の活力向上につなげ、「活
力ある・明るく住みよい豊かなまち」の実現に向け、職員一丸となって取り組んでまいりますの
で、今後とも、ご支援とご協力をお願い申し上げます。

時間…開庁式 8：00～　　除幕式 8：45～

場所…開庁式 新庁舎正面玄関前　　除幕式 １階市民の土間

内容… 市長、市議会議長のあいさつやテープカットおよび銅
像の除幕式

５月７日㈪ 新庁舎がいよいよオープンします

新庁舎での業務開始にあたり開庁式を行います

2 広報ごしょがわら　５月号



住　　所 〒037－8686
五所川原市字布屋町41番地１

代表電話
代表FAX

0173－35－2111(変更なし)
0173－35－3617(変更なし)

敷地面積 8,911.55㎡
建築面積 3,491.32㎡
延床面積 9,480.45㎡
階　　数 地上３階
構　　造 鉄骨鉄筋コンクリート造　

駐 車 場 自動車：98台（うち障がい者用４台）
自転車：32台、オートバイ：７台

N
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▷夜間、休日の受付について
　 　新庁舎での夜間、休日の戸籍届出（婚姻届、死亡届など）などの受付場所は、新庁舎１階東側出入口近くの守
衛室となります。５月３日㈭午前８時30分からは、新庁舎での「夜間・休日受付」を開始します。
＊５月３日㈭午前８時30分までは、現（旧）庁舎２階守衛室での受付となります。
▷新聞紙・ダンボール・雑誌・雑紙等・びん・缶・ペットボトルの搬入
　 　新庁舎移転に伴い、公用車車庫内に古紙と資源ごみを搬入できるようになります。搬入できる日時は祝祭日・
年末年始休みを除く、月～金曜日の9：00～16：00です。搬入する際は事前に環境対策課まで電話申し込みを
してください。
問…環境対策課　内線2364
▷1階の窓口受付に番号発券窓口システムを導入
　 　窓口の混雑緩和とプライバシー保護を目的として、来庁者の多い１階窓口に、番号発券機3台とモニター表
示による窓口システムを新たに導入し、受付や呼び出しを行います。
　 　１階窓口にご用の際は、発券機から番号札を取り、待合席でお待ちください。順番になりましたら、モニタ
ーに受付番号を表示するとともに、呼び出しますので指定された窓口へお越しください。
▷だれでもトイレおよび授乳室を設置
　 　障がい者や乳幼児連れなど、だれもが利用しやすい、｢だれでもトイレ｣ を１階には２カ所、２階・３階に
は各１カ所設置しています。中でも、１階の ｢だれでもトイレ｣ には、オストメイト（人口肛門・膀胱を装着
された方）対応の設備や多目的シート、フィッティングボード等を設置しています。
　　また、１階には新たに授乳室を設置しました。
▷駐車場の利用方法について
　 　市役所新庁舎駐車場は、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ります。
　 　ただし、市役所に用務でお越しの方については、次ページのとおり無料となりますので、お車で駐車場をご
利用の方は必ず用務終了後に駐車券を提示し、無料認証処理を行った上で出庫していただきますようお願いし
ます。

■外部平面図
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⑶利用料金が有料となる場合（例）
　・庁舎以外の周辺施設のみを利用した場合
　・駅などを利用するために駐車した場合
　・市の要請ではない営業活動のため来庁した場合
　・庁舎内に入ったが、単にＡＴＭ、フリースペース等の利用のみで来庁した場合
⑷無料処理について
　平�日開庁時…新庁舎の窓口をご利用の方は駐車券を提示し、無料認証処理を行ってください。
　　また、１時間を超えた場合でも新庁舎に用務でお越しの方については、無料認証処理を行います。
　夜間・休日等…新庁舎１階東側出入口近くの守衛室で無料認証処理を行ってください。

⑸駐車可能台数
　　駐車台数　98台（うち障がい者用 ４台）

⑹駐車することができる車両
　 　駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るものとし、これ以外の車両を駐車すること
はできません。事前に電話等でご相談ください。
▷制限　車両全長：5.0ｍ以下　　車両全幅：1.9ｍ以下
　　　　最高車両高：2.1ｍ以下　最低地上高：15㎝以上
　　　　車両総重量：2.5ｔ以下

民間事業者等の新庁舎執務室内への立ち入りについて
　 　市では皆さんの大切な個人情報を守るため、個人情報保護条例を定めています。この個人情報保護対策のひ
とつとして、平成30年5月７日開庁の新庁舎では、市職員以外の執務室への立ち入りを禁止させていただくこ
とになります。

▷配達業者、銀行員、保険外交員、業界紙配布員等の皆さんへ
　 　執務室へは、立ち入り禁止とさせていただきます。飲料、弁当、書籍、チラシ、新聞などの配達品の受け渡
しは、事前に許可を得た上で、各階執務室後ろ側にある打ち合わせコーナーにて行うか、または、窓口カウン
ター越しのみとさせていただきます。

▷建設業者、報道関係者等の皆さんへ
　 　執務室へは、立ち入り禁止とさせていただきます。打ち合わせ等は、窓口カウンター、待合ホールの打ち合
わせテーブルおよび相談室等で行っていただきます。ご理解、ご協力をお願いします。また、市職員に対して
は、個人情報を机の上に放置したまま席を離れたりすることなどが無いよう、個人情報保護のための指示を行
っています。

営業時間 24時間　年中無休

料　　金
すべての時間帯 １時間　200円

入庫後24時間　最大料金500円

対 象 者 措置内容 詳　　　　細

１ 窓口利用者 １時間無料

新庁舎での手続き、届出、相談等の一般来庁者、また
それに類する新庁舎利用者が対象
＊�ただし、新庁舎での手続き等で対応・処理がかかっ
た時間まで無料

２ 市が実施する事業
や会議等の参加者 利用時間無料

市主催・共催事業における運営者、講習会講師、委員
会委員、相談員、健康診断等医師、またそれに類する
者が対象

３ その他 利用時間無料 緊急車両・搬出入車両・庁舎工事車両・緊急業務の公
用車などが対象

⑴利用料金

⑵利用料金が無料となる場合
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　市の農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会
等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項
の規定に基づき、平成29年第４回市議会定例会にお
いて市議会の同意を得て、３月28日に新たな農業委
員を任命しました。
　任期は、平成30年３月28日から平成33年３月27日
までの３年間です。
氏名（住所）・役職 （五十音順・敬称略）
　秋田谷悟（相内）　　阿部喜代志（羽野木沢）
　岩谷　博（幾島町）　小野列子（一野坪）
　川浪輝雄（藻川）　　桑田哲明（金木町喜良市）

　斎藤靖裕（前田野目）・会長　　櫻井良一（長富）
　佐野　一（金木町蒔田）　　白戸裕丈（七ツ館）
　 相馬孝雄（十三）　　寺田幸光（吹畑）・会長職務

代理者 　　　
　土岐敏教（神山）　　徳田長弘（金木町朝日山）
　長尾信彦（川山）　　中川満善（松野木）
　原田繁福（金木町藤枝）　　平山洋志（新町）
　柳原　真（原子）　　和島勇人（飯詰）

問…農林水産課　内線2513

旧本庁舎　⇒　新本庁舎
　〒037－8686　変更なし
　　五所川原市字岩木町12番地　⇒　五所川原市字布屋町41番地１
　　代表電話　0173－35－2111　変更なし　　代表FAX　0173－35－3617　変更なし
●福祉部　地域包括支援センター
　〒037－0065　⇒　037－8686
　　五所川原市字幾世森218番地６　⇒　五所川原市字布屋町41番地１
　　電話　0173－38－3999　変更なし　　FAX　0173－34－1018　変更なし
　　生き活きセンターはこれまでどおり運営されます。
●建設部　公園管理課
　〒037－0073　⇒　037－8686
　　五所川原市字柳町57番地７　⇒　五所川原市字布屋町41番地１
　　電話　0173－34－9555　⇒　0173－35－2111（代表）　　FAX　0173－34－9566　変更なし
●上下水道部　経営管理課、水道課、下水道課
　〒037－0042　⇒　037－8686
　　五所川原市字不魚住61番地１　⇒　五所川原市字布屋町41番地１
　　電話　0173－34－9111　⇒　0173－35－2111（代表）　　FAX　0173－35－9915　⇒　0173－35－9911
　　水道課浄水管理室はこれまでどおり上下水道部庁舎３階で業務を継続します。
　　浄水管理室　電話　0173－34－2639　　FAX　0173－35－9915
●教育委員会　教育総務課、社会教育課、スポーツ振興課、指導課
　〒037－0202　⇒　037－8686
　　五所川原市金木町朝日山319番地１　⇒　五所川原市字布屋町41番地１
　　電話　0173－35－2111　変更なし　　FAX　0173－53－2995　⇒　0173－23－4095
　　社会教育課のうち社会教育係はこれまでどおり中央公民館で業務を継続します。
　　社会教育係　電話　0173－35－6056　　FAX　0173－35－6058
　　 スポーツ振興課のうち走れメロスマラソン係は平成30年６月末まで金木総合支所２階で業務を継続し、７
月１日から新庁舎に移転します。

＊ 電話番号およびFAXの旧庁舎等から新庁舎への切り替えは、平成30年５月２日㈬午後５時15分以降順次切り
替えを行っていきます。

＊内線番号も新庁舎移転により変更となりますので、ご確認ください。

　工事期間中は周辺にお住まいの方をはじめ、通行される皆さんには大変なご不便とご迷惑をおかけしました。
この度、新庁舎の移転・開庁を無事に迎えることができましたのは、市民の皆さんをはじめ工事関係者、関係各
位のご理解とご協力のおかげであり、心より感謝申し上げます。
　今後は、新庁舎を市民活動の新たな拠点と位置づけ、市民サービスの向上と防災対策等により一層努めてまい
りますので、市政運営にあたり引き続きよろしくお願い申し上げます。

問…管財課　新庁舎建設準備室　内線2266

農業委員会委員が任命されました

■住所、電話番号について（旧住所等　⇒　新住所等）
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募集期間…５月11日㈮～21日㈪（土･日を除く）
入居予定日…必要書類等が整い次第入居可能
入�居者選考…入居者資格を審査の上、申請多数の場合
は公開抽選（抽選日は申請者に個別に連絡）。
申�請・入居にあたって…原則として持ち家のある方は
申請不可／家賃は収入に応じて決定／敷金は家賃３
カ月分／連帯保証人が必要／共益費・駐車場料金は
別途発生／駐車場は原則１住戸１台
一般公募
▷広田団地（S53年度建設）（五所川原地区）
・鉄筋コンクリート造４階建３ＤＫ（２階：１戸）
・家賃10,700円～21,100円程度
・共益費あり、駐車場あり
・浴室あり、浴槽・給湯器なし
＊１名以上で申請可（年齢60歳以上、他制限あり）
▷富士見団地（H4年度建設）（五所川原地区）
・鉄筋コンクリート造４階建２ＬＤＫ（１階：１戸）
・家賃17,000円～33,400円程度
・共益費あり、駐車場あり
・浴室あり、浴槽・給湯器あり
＊１名以上で申請可（年齢60歳以上、他制限あり）
▷富士見団地（H4･H6年度建設）（五所川原地区）
・鉄筋コンクリート造４階建３ＬＤＫ
　（２階：１戸／４階：１戸）
・家賃21,600円～45,100円程度

・共益費あり、駐車場あり
・浴室あり、浴槽・給湯器あり
＊３人以上で申請可
▷さくら団地（H19年度建設）（金木地区）
・木造平屋建２ＬＤＫ　１戸
・家賃21,200円～41,600円程度
・駐車場あり
・浴室あり、浴槽・給湯器あり
＊１人以上で申請可（年齢60歳以上、他制限あり）
常時公募（随時募集、先着順）
▷広田団地（五所川原地区）
　鉄筋コンクリート造４階建３ＤＫ（５戸）
＊１人以上で申請可（年齢60歳以上、他制限あり）
▷岩井団地（市浦地区）　
　木造平屋建３ＤＫ（１戸）
＊１人以上で申請可（年齢60歳以上、他制限あり）
▷岩井団地（市浦地区）　
　木造平屋建３ＬＤＫ（４戸） ＊３人以上で申請可
＊ 新宮団地建替事業に伴う当該入居者移転住宅確保の
ため、五所川原地区の募集戸数を制限します。
＊ 入居資格、提出書類等詳細はお問い合わせ、もしく
はホームページをご覧ください。
申込先…建築住宅課　内線2663
　　　　金木総合支所産業建設係　内線3101
　　　　市浦総合支所産業建設係　内線4041

　市では、金木庁舎建替えに先立ち建設敷地の旧水道
課庁舎等の解体工事を実施しています。
　工事期間は、金木庁舎敷地内の駐車場の一部が使用
できなくなることから、前面道路からの進入経路も変
更となりますので、十分にご注意ください。
　また、工事箇所周辺にお住まいの方をはじめ金木庁
舎へお越しの方や通行等される皆さんには、車両の出
入りや騒音等でご迷惑をおかけすることとなりますが、
安全を第一に心掛け工事を進めてまいりますので、ご
理解、ご協力いただきますようお願いします。
工事期限…８月31日㈮まで
工事場所および箇所…金木町朝日山　地内

問…管財課　新庁舎建設準備室　内線2266

試験日・場所
　６月16日㈯　弘前東高等学校
　６月17日㈰　五所川原第一高等学校
　６月23日㈯　青森県観光物産館アスパム
受付期間
▷電子申請　５月４日㈮～５月14日㈪
▷書面申請　５月７日㈪～５月17日㈭
問…消防本部予防課　℡35－2020

日時
▷物理・化学　５月24日㈭　9：00～16：30
▷法令　　　　５月25日㈮　9：00～16：30
場所…市民学習情報センター
受付…当日会場で30分前から行います。
問…青森県危険物安全協会連合会
　　西北五支部事務局（㈱木村石油内）℡34－3165

市営住宅入居者募集 （５月公募）

解体工事のお知らせ 消防本部からのお知らせ

前期危険物取扱者試験

危険物取扱者試験に伴う事前講習
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　県外からのＵ・Ｉ・Ｊターン就職者に対して、就職
奨励金を支給します。
＊ Ｕターン就職者等については、市ホームページでご
確認ください。
支 給対象者…市内に転入したＵターン就職者等で、次
の要件を満たす方
▷ 市内へ転入前後６カ月以内に青森県内の事業所に常
用雇用者として雇用されている方、または市内へ転
入後６カ月以内に市内において新たに起業した方
▷ 就業場所が、転入住所地から通勤できる範囲である
こと
▷ 対象事業所へ就職した日の年齢、または起業した日
の年齢が40歳以下であること
▷ 市町村税に滞納がないこと
▷ 転入後、将来にわたり市内に居住することについて
誓約できること
▷ 過去に、五所川原市Ｕ・Ｉ・Ｊターン若者就職奨励
金の給付を受けていないこと
奨励金の額…20万円（１世帯１回限り）
申込み…申請書と添付書類を提出してください。
申 請期限…常用雇用開始日（常用雇用開始日より転入
日が遅い場合は、転入日）または新たに起業した日
から３カ月以内に申請してください。
問…商工労政課　内線2554

　「創業・起業したいが、どのような支援制度がある
のか、関係機関からまとめて話を聞きたい」といった
ご意見にお応えして、関係機関による、創業・起業支
援制度に関する説明会を開催します。
　あわせて、創業・起業の専門家や先輩起業家から、
創業についての考え方や創業体験談が聞ける起業家座
談会を開催します。「創業・起業に興味・関心のある方」、
「創業・起業を検討している方」、「創業・起業して間
もない方」など、お気軽にご参加ください。
日時…５月22日㈫　16：00～18：00
場所…五所川原商工会館２階ホールＢ
参加費…無料
対 象…創業・起業に興味・関心のある方、創業・起業
を検討している方、創業・起業して間もない方、新
分野での創業・起業を考えている方
申 込み…下記まで電話・メール等によりお申し込みく
ださい。
申 込先…青森県商工労働部　地域産業課　創業支援グ
ループ　℡017－734－9374

　Eメール：chiikisangyo@pref.aomori.lg.jp
問…商工労政課　内線2552

　青森県では、創業や商品開発といった前向きな事業
活動に必要な資金（運転資金、設備資金）の調達を図る
中小企業者や個人の方を対象に、青森県未来を変える
挑戦資金特別保証融資制度を実施しています。
　市は、創業資金としてこの制度を利用する方のうち、
一定の要件を満たしている方に対し、信用保証料の補
助を行います。
補 助対象者…市内で新たに事業を開始しようとする方、
または事業を開始して５年に満たない方で、次のい
ずれにも該当する方

▷市内に住所および主な事業所を有する方
▷市に納付すべき税金を滞納していない方
▷ 青森県未来を変える挑戦資金「創業する事業」によ
り、融資額1,000万円以内かつ融資期間７年以内（う
ち据置期間１年以内）で融資を受けた方

補 助内容…県による信用保証料の30％補給後の信用
保証料を全額補助します。

＊補助金は、青森県信用保証協会に補助します。
実施期間…平成31年３月29日まで
＊ 予算の都合により、保証料補助の終了が早まる場合
があります。なお、この場合でも所定の保証料を負
担し、青森県未来を変える挑戦資金を利用すること
は可能です。

▷信用保証料補助に関すること
　商工労政課　内線2553
▷青森県未来を変える挑戦資金に関すること
　青森県商工政策課商工金融グループ
　℡017－734－9368

　中心商店街の空き店舗に新規出店する方へ、家賃の
一部を補助します。
支 給対象者…市が指定した地区内にある空き店舗を賃
借し、出店する個人、法人

対象地区については、以下のとおり
▷ 五所川原地区：大町、寺町、本町、布屋町、旭町、
東町

▷金木地区：朝日山
▷市浦地区：相内
補 助対象経費…対象となる店舗の月額賃料（消費税を
除く）の２分の１相当額、または３万円のいずれか
低い額（ただし、連続する24月分を限度とする）

＊敷金、礼金、保証金および仲介手数料を除きます。
＊補助金の交付は年度ごとに精算払となります。
＊補助金の採択は、予算の範囲で行います。
申請にあたっての注意事項
　物件の賃貸借契約をする前に申請してください。
問…商工労政課　内線2552

商工労政課からのお知らせ 内線2552

五所川原市U・I・Jターン若者就職奨励事業 青森県未来を変える挑戦資金【創業】

五所川原市空き店舗対策家賃補助事業

平成30年度「創業・起業支援制度
説明会、起業家座談会」を開催します
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　青森県では、事業活動に必要な資金（運転資金、設
備資金）の調達を図る中小企業者を対象に、青森県事
業活動応援資金特別保証融資制度を実施しています。
　市は、この制度の利用者で一定の要件を満たしてい
る方に対し、信用保証料の補助を行います。
補助対象者
▷ 市内に住所および事業所を有し、事業を営むもので、
前年度の市税に滞納がない方
▷ 青森県事業活動応援資金「事業活動枠」により融資
額1,500万円以内かつ融資期間７年以内（うち据置
期間１年以内）で融資を受けた方
補助内容…信用保証料の全額を補助
＊補助金は、青森県信用保証協会に補助します。
実施期間…平成31年３月29日まで
＊ 予算の都合により、保証料補助の終了が早まる場合
があります。なお、この場合でも所定の保証料を負
担し、青森県事業活動応援資金を利用することは可
能です。
▷ 信用保証料補助に関すること
　商工労政課　内線2553
▷ 青森県事業活動応援資金に関すること
　青森県商工政策課商工金融グループ
　℡017－734－9368

　市では空き工場・倉庫・事務所といった賃借可能な
物件を活用した事業者の方々に対する賃料の補助を行
っています。
　同時に市内の空き物件・オフィス等の情報を広く皆
さんに提供するため、把握した情報を順次ホームペー
ジに掲載していきます。
　空き物件情報の掲載を希望する方は商工労政課（内
線2553）までご連絡ください。

　市では企業立地の推進や起業家の育成、そして雇用
機会の創出を図るため、市内の空き工場（工場、倉庫、
事務所）等を活用して事業を行う事業者に対し、月額
賃料の一部を補助します。
支給対象者…以下の条件を満たす方
▷ 空き物件の使用に関し、１年以上の賃貸借契約を締
結する方
▷ 次の事業のいずれかを行う方
　 製造業、道路貨物運送業、卸売業、倉庫業、梱包業、
ソフトウェア業、情報サービス業、その他雇用創出
等につながるものとして市長が認めた事業
▷ 空き物件の所有者と親族関係または雇用関係がない
方

▷ 事業開始６カ月以内に新規常用雇用者を原則２人以
上採用する方
＊ ソフトウェア業、情報サービス業は１人以上の採用
で可
▷ 市町村税を滞納していない方　
補 助対象経費…空き物件の月額賃料（消費税を除く）の
２分の１もしくは10万円のいずれか低い額を24月
分補助します。
＊敷金、礼金、保証金および仲介手数料を除きます。
＊補助金の交付は年度ごとに精算払となります。
申 請期限…事業開始から６カ月以内に申請してくださ
い。
問…商工労政課　内線2553

　創業時の負担の軽減と経営の安定を図るため、日本
政策金融公庫から創業のために必要な融資を受けた方
へ、補給金を支給します。
支給対象（次の条件を満たす方）
▷ 創業に必要な融資を日本政策金融公庫から受けてい
ること
▷ 市内において、新たに事業所を有し、創業するもの
であること
▷ 事業を開始する前または事業を開始してから１年以
内に創業融資を受けていること
▷ 市町村税を滞納していないこと
▷ 交付申請時に創業融資において支払遅延損害金が発
生していないこと
補 給金の額…創業融資にて支払われた利子（約定利息
の１回目から12回目までの額）の全額

申 請期限…利子の支払終了後３カ月以内に申請してく
ださい。
問…商工労政課　内線2553

　マル経融資とは、日本政策金融公庫の融資制度の一
つで、商工会議所や商工会などの経営指導を受けてい
る小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担
保・無保証人で利用できる制度です。
利 子補給事業…マル経融資を利用される方に対して、
市が利子補給を行うことにより市内小規模事業者の
経営の安定と発展を図ります。五所川原商工会議所、
金木商工会、市浦商工会からの推薦を受けた方が対
象です。
補 給金の額…マル経融資に係る支払われた利子（約定
利息の１回目から12回目までに限る）の２分の１
（１円未満端数切り捨て）
申 請期限…利子の支払終了後もしくは早期完済後３カ
月以内に申請してください。
申 込み…申請書と添付書類を商工労政課に提出してく
ださい。

青森県事業活動応援資金【事業活動枠】 五所川原市創業者支援利子補給事業

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）利子補給事業

空き物件を募集しています

五所川原市空き工場等賃借料補助事業

五所川原市役所　☎ 35－2111



　五所川原地域ブランド推進協議会では、特産品を地
域一体となって強くＰＲし、地域イメージの向上、地
域産業の振興と活性化を目指しています。
　今年度も市の特産品の売り込みを積極的に支援する
事業を実施しますので、ぜひご活用ください。

　地域農林水産物を活用した優れた商品、製造者の自
慢の逸品を応募ください。
対象商品
▷ 市内で生産または加工されたもの。あるいは市内で
生産された材料を主原料として製造された加工品
▷継続して生産販売できるもの（季節限定は可）
▷食品衛生関係の法令などに違反していないもの
▷他の類似商品との優位性が認められるもの
応募資格
▷市内に事業所を有する企業・団体または個人事業主
▷市税等を滞納していないこと
▷ ＰＬ保険（生産物賠償責任保険）等に加入しているこ
と
認定のメリット
▷ 認定証の交付および認定商品にブランドマークを貼
付することができます
▷ 活動助成金（対象経費の５分の４を助成（上限50万
円））やＰＲ支援などを受けられます
申�込み…５月16日㈬までに、申請書に必要事項を記
入の上、観光物産課へ提出してください（申請書は
観光物産課または市ホームページから入手できます）。

　地域ブランド推奨品目と位置づけた11品目につい
て、生産団体自らが行う販路拡大や特別栽培など、他
地域と差別化を図ることができると認められる活動を
支援します。
推�奨品目…りんご「トキ」／赤～いりんご「御所川原」
／トマト／つくね芋／輪菊／そば／ヒバ／しじみ貝
／黒毛和牛／金木産馬肉／大豆
助�成対象者…市内に住所を有する生産団体・企業で、
市税等を滞納していない方
助成対象額
　対象経費の５分の４を助成（上限30万円）
申請期間…５月16日㈬まで
申�請方法…申請書に必要事項を記入の上、観光物産課
へ提出してください（申請書は観光物産課または市
ホームページから入手できます）。

　新たに地域資源を活用した商品を作りたい、商品ラ
ベルを変えたい、経営指導をお願いしたいなどお悩み
の企業に、専門アドバイザーが訪問して直接指導します。
対�象…市内に事業所を有する企業・団体または個人事
業主
料金…無料
問…観光物産課　内線2558

　市では温室効果ガスの排出抑制や消費電力の削減を
図るため、生活道路などに設置している防犯灯をすべ
てLED灯に切替える工事を実施します。LED防犯灯は
蛍光灯型の防犯灯と比べ電気料が1/2、耐用年数も10
年以上とされています。市内すべての防犯灯がLED化
されると、年間約4,000万円の経費削減になるものと
試算しています。
工事内容…LED防犯灯への切替え　8,277灯
対象地域…市内全域
期間および時間…５月～12月　8：00～17：00
▷町内会の皆さんへ
　 　町内会が所有管理している防犯灯については、市
への移管に同意されたものについてもLED化を進め、
市が維持管理したいと考えています。東北電力への
切替申請に必要な委任状がまだ提出されていない町
内会は、担当課までご連絡ください。

▷防犯灯の新設要望に関して
　 　生活道路において、夜道が暗いなど防犯上必要な
箇所がありましたら、お知らせください。

▷防犯灯の修繕について
　 　蛍光灯・水銀灯型の防犯灯に故障が生じた場合に
ついてはLED灯へ交換されるまでお時間をいただく
場合もありますので、ご了承いただきますようお願
いします。
＊ 工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご
協力をお願いします。
問…土木課　内線2617

平成30年度 五所川原地域ブランド商品募集について

防犯灯ＬＥＤ化のお知らせ

特産品の生産・売り込みを支援します

五所川原地域ブランド認定商品を募集します

ブランド推奨品目のチャレンジ活動を支援します

専門アドバイザーが企業を訪問指導します

10 広報ごしょがわら　５月号
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■歓送迎会・結婚式の二次会・女子会などご予約承ります！
■20名様以上のご予約で２時間カラオケ歌えます！
五所川原市大町501－5トカトントンスクエア２Ｆ　TEL・FAX0173－33－5251

営業時間　15：00～23：00　定休日：日曜日
（４月２日より営業時間11：00～23：00に変更となります）

＊４月２日よりランチはじめます＊

まちなか喫茶　
和モダンカフェ

営業時間　11：00～23：00　定休日：日曜日
＊ランチはじめました＊

広報ごしょがわら　４月号

■歓送迎会・結婚式の二次会・女子会などご予約承ります！
■20名様以上のご予約で２時間カラオケ歌えます！
五所川原市大町501－5トカトントンスクエア２Ｆ　TEL・FAX0173－33－5251

営業時間　15：00～23：00　定休日：日曜日
（４月２日より営業時間11：00～23：00に変更となります）

＊４月２日よりランチはじめます＊

まちなか喫茶　
和モダンカフェ

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
五所川原市大字野里字野岸29の5
TEL・FAX 0 1 7 3 －2 9－3 6 4 4ご連絡先

屋根・外壁「よみがえり」計画を！

当社はここがちがう！ 診断・お見積り無料

下塗り強化
がっちりガード

五所川原市住宅リフォーム
助成金申請受付中

　北海道新幹線奥津軽いまべつ駅と津軽鉄道津軽中里駅を結ぶバス（通称：あらま号）の利用促進に向けて、運賃
の半額割引を実施しています。奥津軽でのイベントや道南などにお出かけの際には、ぜひ公共交通機関をご利用
ください。なお、同バスの利用運賃および割引券の発行場所等は次のとおりです。

利用運賃（※割引後）
　片道：大人600円、小人300円
発行場所および時間　
　市役所　都市計画課　8：30～17：15（閉庁日を除く）
　津軽鉄道　津軽五所川原駅・金木駅・津軽中里駅の各券売窓口　7：00～19：00（津軽中里駅は10：00～19：00）
▷主なイベント情報（４月～９月）
　４月29日㈰ 海峡いまべつ春まつり（場所：今別町海峡さざなみ公園）
　６月24日㈰ 津軽海峡今別産ウニまつり（場所：今別町地場産品等販売所「なもわ～も」）
　８月４日㈯ 荒馬まつり（場所：今別町海峡さざなみ公園外）
　８月11日㈯ 龍飛・義経マラソン（場所：外ケ浜町三厩地区）
　９月９日㈰「荒馬の里」田園マラソン（場所：道の駅いまべつ周辺）
＊ 上記のほか、各種イベントや行事などに参加される際にも半額割引となります。詳しくは都市計画課までお問
い合わせください。
公共交通機関の時刻表（平成30年４月１日現在） 問…都市計画課　内線2635

往　　　　路

津軽鉄道
奥津軽いまべつ
津軽中里駅間
バス『あらま号』

北海道新幹線

津
軽

　
五
所
川
原
駅
発

津
軽
中
里
駅
着

津
軽
中
里
駅
前
発

奥
津
軽

い
ま
べ
つ
駅
前
着

奥
津
軽

　
い
ま
べ
つ
駅
発

木
古
内
駅
着

新
函
館
北
斗
駅
着

  7：08   7：44   8：45   9：40 10：07 10：44 10：57

11：20 11：56 12：10 13：05 13：47 14：23 14：37

13：30 14：06 14：15 15：10 17：01 17：37 17：51

17：00 17：36 17：45 18：40 19：01 19：37 19：50

復　　　　路

北海道新幹線
奥津軽いまべつ
津軽中里駅間
バス『あらま号』

津軽鉄道

新
函
館
北
斗
駅
発

木
古
内
駅
発

奥
津
軽

　
い
ま
べ
つ
駅
着

奥
津
軽

い
ま
べ
つ
駅
前
発

津
軽
中
里
駅
前
着

津
軽
中
里
駅
発

津
軽

　
五
所
川
原
駅
着

  9：31   9：44 10：21 10：50 11：45 12：39 13：15

12：44 12：57 13：34 14：00 14：55 16：05 16：40

14：44 14：57 15：34 15：50 16：45 17：05 17：50

18：36 18：49 19：26 19：40 20：35 20：51 21：20

奥津軽いまべつ駅⇔津軽中里駅間 バス運賃 割引実施中
～『あらま号』に乗って奥津軽の旅を楽しみましょう！～
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　市では、地域おこし協力隊「ごしょがわら移住・交流サポーター」として２名の隊員を任用し、地域と共に移
住・交流施策の推進やまちの魅力の掘り起こし、情報発信等に取り組みます。
　隊員は、地域の様々なイベント等に参加しながら、五所川原の楽しさをホームページやＳＮＳで情報発信する
とともに、各種移住・交流業務に従事していく予定ですので、活動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

イベントなどの地域情報をお知らせください！
　地域で開催されるイベントや各種取組の情報を募集しています。隊員が体験取材を行いながら情報発信を行い
ます！
地域おこし協力隊とは
　人口減少や少子高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、様々な地域協力活
動を行ってもらい、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強
化を図っていくことを目的とする制度です。
問…企画課　内線2153

ごしょぐらしFacebook
　地域おこし協力隊の活動やイベント情報を
「ごしょぐらしFacebook」で見ることがで
きます。隊員目線で五所川原の楽しい情報を
発信していきますので、ぜひご覧ください。

任命式を行いました
　４月２日、市長公室で地域おこし協力隊任命式が行
われ、隊員２名に任命書が交付されました。
　式では、平山市長が隊員に対して「地域の人々と交
流・連携を深めながら、住んでみたい・住み続けたい
まちづくりに向けて大いに活躍することを期待してい
ます」と話しました。

山下貴さん（29歳）
前住所：長野県
趣 味：弓道、スノーボード
意 気込み：これまで長野で生活し
ていましたが、故郷に貢献した
く移住を決意しました。
　�　高校３年間、地元から汽車で
通ったこの五所川原市で自分に
何ができるか探りたいと思いま
す。地域のことは知らないこと
ばかりですが、色々と教えてい
ただきながら頑張りたいと思い
ますので、よろしくお願いしま
す。まずは市内の色々なお店を
訪ねてみたいです。

髙瀬祥彰さん（26歳）
前住所：東京都
趣 味：テクノロジーニュース閲覧、
パソコン自作、アニメ、パソコ
ンゲーム

意 気込み：五所川原市で初めての
地域おこし協力隊として、活動
基盤をしっかり作り、地元の方
と協力して恒例の行事を盛り上
げるだけでなく、新しいイベン
トの企画を考えていきたいと思
います。また、情報発信につい
ても、インターネットの動画配
信サービスやSNSを積極的に
使っていきたいと思います。

地域おこし協力隊の活動が始まります！

隊員の紹介

これからどうぞよろしくお願いします！

（ごしょぐらしFacebookのQRコード）
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　狂犬病予防法第５条第１項により、犬の飼い主（管理者）は、その犬について年１回の狂犬病予防注射を接種さ
せることが義務付けられています。
　市では平成30年度も次のとおり集合予防注射を実施することになりました。下表を確認の上、都合のいい場
所を選んで接種してください。
対象となる犬…生後91日以上を経過している犬
持ち物…通知書（登録済みの方には、登録内容を記載した通知書を別途送付します）
　　　　注射料金：3,100円（つり銭がないようにお願いします）
　　　　新規登録料：3,000円
＊ まだ登録されていない飼い主の方は、予防注射を接種するまでに環境対策課まで申請に来られるか、集合予防
注射当日に会場で登録を済ませ、鑑札（登録番号が記載されている札）の交付を受けてから接種してください。
集合注射ができなかったとき
　動物病院において個別に予防注射を接種してください。ただし、病院によっては注射をしても登録や注射済票
の交付手続きをしていない病院もあります。そのときは、「狂犬病予防注射済証（証明書）」を病院から受け取っ
て環境対策課に提出してください。
狂犬病予防法に基づく狂犬病集合予防注射の巡回予定表

日　時 場　　所
５月
13日
㈰

  9：00－10：00 市浦総合支所
10：50－11：50 金木総合支所
13：20－14：25 五所川原本庁舎

５
月
14
日
㈪

  9：30－  9：45 グループホーム浅井
  9：50－10：05 七ツ館屯所
10：10－10：40 旧JAごしょつがる栄支店
10：45－11：05 姥萢集会所
11：10－11：30 稲実集会所
13：10－14：10 コミセン栄
14：20－14：30 三ツ谷消防コミセン

５ 
月 
16 
日 

㈬

  9：10－  9：25 興隆屯所
  9：35－  9：45 若山集会所
  9：50－10：05 旧松野木小学校
10：10－10：25 コミセン長橋
10：30－10：50 杉派立集会所
11：00－11：20 俵元農産物加工センター
11：30－11：45 原子コミュニティハウス
13：25－13：40 前田野目バス停(屯所)
14：00－14：15 高野文化センター
14：20－14：35 持子沢消防コミセン
14：40－14：50 コミセン七和
15：00－15：20 中泉集会所
15：25－15：35 梅沢コミセン

５ 

月 

17 

日 

㈭

  9：00－  9：15 小曲農村婦人の家
  9：25－  9：45 富士見コミセン
  9：50－10：05 みなとコミセン
10：10－10：25 サンプラザはるにれ
10：35－10：50 水野尾消防コミセン
11：00－11：20 ふれあいハウスかいどう
11：30－11：50 唐笠柳神社前
13：10－13：25 田園町集会所
13：30－14：00 松島会館
14：10－14：25 しきしまコミセン

５月
20日
㈰

10：00－11：45
五所川原本庁舎

13：00－14：00

日　時 場　　所

５ 

月 

21 

日 

㈪

  9：30－10：00 十三旧Ｂ＆Ｇ船艇車庫前
10：10－10：25 磯松集会所
10：30－10：40 脇元老人生きがいセンター
10：50－11：10 市浦総合支所
11：20－11：30 太田集会所
13：00－13：10 藤枝集会所
13：25－13：35 蒔田集会所
13：50－14：10 藻川消防コミセン
14：20－14：40 コミセン三好（新）
14：45－14：55 高瀬熊野宮神社
15：05－15：25 田川消防コミセン

５ 

月 

23 

日 

㈬

  9：10－  9：30 川倉ふれあいセンター
  9：35－  9：50 芦野公園招魂堂
10：00－10：25 金木総合支所
10：35－10：50 更生研修センター
10：55－11：05 大東ケ丘消防コミセン
11：15－11：25 岩見町神社
11：30－11：50 喜良市コミセン
13：05－13：20 旧嘉瀬小学校駐車場
13：25－13：50 嘉瀬コミセン
13：55－14：10 中柏木消防コミセン
14：20－14：35 長富消防コミセン
14：40－14：55 毘沙門・長富コミセン
15：05－15：25 十川集会所
15：30－15：55 漆川闇龍神社

５ 

月 

24 

日 

㈭

  9：10－  9：25 下岩崎集会所
  9：30－10：00 コミセン飯詰
10：05－10：15 一野坪集会所
10：20－10：30 一野坪コミセン
10：35－11：00 沖飯詰集会所
11：10－11：40 コミセン中川
11：45－12：00 種井集会所
13：20－13：50 オルテンシア駐車場
13：55－14：20 新宮集会所
14：25－14：35 中央コミセン

犬を飼われている方へ　狂犬病集合予防注射 環境対策課　内線2343

コミュニティセンターをコミセンと略記しています
コミュニティ消防センターを消防コミセンと略記しています（ ）
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　市では、「活力ある・明るく住みよい豊かなまち～
みんな大好きごしょがわら～」を目指して、各種施策
を推進するに当たって、市民の皆さんの声をお聞きす
る五所川原市に関するアンケートを２年ごとに実施し
ています。平成29年度の調査結果がまとまりました
ので、概要についてお知らせします。
調 査対象…市全域で住民基本台帳から20歳以上の男
女3,000人を無作為に抽出しました。
調 査方法…平成29年11月1日～17日の期間に、無記名、
自記式の調査票の配布、回収を郵送により行いまし
た。

五所川原市の現状と将来について
 （施策の満足度と重要度）
　市民の皆さんが日常生活の中で感じていることを市
の現状に対する満足度と将来の重要度という視点から
43の施策を対象に調査しました。詳細は、次ページ
をご覧ください。
施策に対するニーズについて（必要性）
　43の施策についての満足度と重要度を指数化した
「重要度指数」と「満足度指数」の差を「ニーズ指数」
として算出し、施策に対するニーズについて取りまと
めた結果（上位５項目）は、次のとおりです。
　１位　雇用対策の推進
　２位　雪対策の推進
　３位　子育ての支援充実
　４位　災害に対応できる体制整備
　５位　診療体制の充実
市民の市政への関心の有無について
　市のまちづくりの取組や財政状況に対して「関心が
ある」は28.2％で、前回の平成27年度調査に比べ回
答の割合はやや減少していますが、「少し関心がある」
は52.4％と前回よりも増加しており、これらを合わ
せると市政への関心を示す回答は80.6％となり、前
回に比べ若干高まっています。

調査内容
　① 五所川原市の現状と将来について（施策の満足度

と重要度）
　②五所川原市からの行政情報について
　③定住意向について
　④自由意見

回収結果…有効送達数　2,993通
　　　　　有効回収数　1,109通
　　　　　有効回収率　37.1％

行政情報の確認・入手手段について
　市からの行政情報の確認・入手手段について調査し
た結果（上位５項目）は次のとおりです。
　１位　市の広報
　２位　市からの手紙・お知らせなど
　３位　新聞
　４位　地域の掲示板や回覧板
　５位　テレビ
充実してほしい行政情報について
　市からの行政情報で充実してほしい情報について調
査した結果（上位５項目）は次のとおりです。
　最も回答の多かった「健康・医療」に関する情報に
ついては、市ホームページを見ている回答者や市ＳＮ
Ｓを見ている回答者からの要望が高くなっていること
もわかりました。
　１位　健康・医療
　２位　社会保障・社会福祉
　３位　防犯・防災や安全・安心
　４位　ゴミ収集やリサイクル
　５位　税金
市への愛着について
　市への愛着をみると、77.5％が「愛着がある」と
しています。また、居住状況別の調査によると、「生
まれも育ちも五所川原市」では「愛着がある」との回
答が84.4％と高い割合でした。それに次いで「他所
から五所川原市へ転居してきた」（73.9％）、「五所川
原市生まれだが、いったん市外で暮らしてから、五所
川原市へ戻ってきた」（73.5％）という割合も高いこと
がわかりました。
＊ 詳しい調査結果については、市ホームページに掲載
しているほか、市役所、各総合支所の行政資料スペ
ースでご覧になれます。

＊ この記事は東海大学からのインターンシップ、奈良
さんが編集しました。

問　企画課　内線2152

＊ 比率は、ｎを100％とした百分率で算出し、小数点以
下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にな
らない場合があります。

五所川原市に関するアンケート（市民意識調査）の調査結果概要について

調　査　の　概　要

結　果　の　概　要
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【五所川原市の現状と将来について（満足度と重要度）】
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　市では、市内の住宅等に太陽光発電システム、家庭
用蓄電池、木質ペレットストーブおよび地中熱ヒート
ポンプ設備を設置し、自ら居住する方（木質ペレット
ストーブは営業用店舗で日常的に使用する方も可）を
対象に設置費用の一部を補助します。
補助対象設備および補助金額
▷ 住宅用太陽光発電システム…１kW当たり３万円と
し、12万円を上限
▷ 家庭用蓄電池…１kWh当たり２万円とし、６万円
を上限
▷ 木質ペレットストーブ…設備の購入に要する費用ま
たは15万円のいずれか低い額

　いよいよ、待ちに待った山菜採りのシーズンを迎え
ますが、この時期は山菜採りなどで誤って有毒な植物
を採取し、それを食べたことにより食中毒を起こし、
最悪の場合、死に至ることがあります。
　食用の山菜や野草だと確実に判断できない植物は、
絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげない
ことを心がけましょう。

▷ 地中熱ヒートポンプ設備…設備の購入および設置工
事に係る費用の10分の１または20万円のいずれか
低い額
募集期間…平成31年３月15日㈮まで
申�請方法…対象設備の設置完了後から60日以内に申
請書に必要事項を記入し、添付書類とともに提出し
てください。
＊既設・中古の設備は対象外です。
＊ 詳しくは市ホームページまたは企画課までお問い合
わせください。
問…企画課　内線2153

　また、有毒植物の見分け方は非常に難しく、山菜に
混じって生えていることもあるので、経験者の方も油
断せず、一本一本よく確認して採り、調理する前にも
う一度確認しましょう。
　もし、野草を食べて体調が悪くなったら、すぐに医
師の診察を受けましょう。

　昨年は各地で例年以上のクマによる人身被害が発生しました。市内でも目撃情報が相次いだことから、ク
マとの不意の遭遇を避けるため下記の対策を行い、十分注意してください。

＊ 市では人身被害防止のため、目撃情報により当該地域周辺に看板、防災放送、広報車などにより注意喚起
広報およびパトロールを実施します。
＊目撃、出没情報は市役所ホームページに掲載し、随時更新します。
＊ 出没した際は、有害鳥獣捕獲許可により、五所川原市鳥獣被害対策実施隊にて銃器により被害防止対応を
実施します。
＊ クマの目撃または被害があった場合は五所川原警察署（五所川原地区35－2141、金木市浦地区53－2117）、
農林水産課（内線2512）または市浦・金木総合支所までご連絡ください。

平成30年度 五所川原市新エネルギー設備導入促進事業

有 毒 植 物 に 要 注 意

クマ被害にご注意ください 農林水産課　内線2512

⑴ クマが頻繁に出没している場所にはむやみに近づかない。
⑵ 鈴やラジオなど音の出るものを携帯し、クマに自分の存在を知らせる。
⑶ クマの活動が活発になる早朝や夕方、霧の深い日の作業時は周囲に気をつける。
⑷ 山菜採りに夢中にならない。
⑸ 森林に近い農地で作業をする場合は、刈払いなどで周辺の見とおしをよくする。
⑹ 頻繁にクマが出没している地域では、できるだけ単独での作業は避ける。
⑺ フンや足跡、食べ跡を見つけたら、近くにクマがいる可能性があるのですぐ引き返す。

クマに出会わないこと（自分の存在をアピールしよう）

⑴ 生ゴミや農作物の廃棄残渣をそのまま放置しない。
⑵ ガソリンなどの揮発性物質もクマを誘引するものとなるので、保管場所に注意する。

クマを寄せつけない（誘引物の確認を）

⑴ 遠くにクマを見つけたら、静かにその場を立ち去る。
⑵ クマが近づいてきたら、クマの動きに注意しながらゆっくりと後退する。
⑶ 走って逃げる、大声、石投げなどクマを刺激する行動はしない。
⑷ 子グマであっても近づかない。
⑸ 襲ってきた場合は、両手で顔や頭を防御する。

もしもクマに遭遇したら（落ち着いて離れよう）
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各会場またはコース等において、
不審物などを発見した場合は警察
110番または大会事務局まで至急

テロ対策警戒中
第一中学校

つがる
総合病院

五所川原
第四中学校

カネマツ
GS

JR
五所川原駅
JR
五所川原駅

十川駅十川駅

五農校前駅五農校前駅

津軽飯詰駅津軽飯詰駅

毘沙門駅毘沙門駅

嘉瀬駅嘉瀬駅

小田桐産業
馬肉屋

小田桐産業
馬肉屋

金木駅金木駅

芦野公園駅芦野公園駅

グリーンバイオ村グリーンバイオ村

二ノ沢溜池二ノ沢溜池

清久溜池清久溜池

金木川金木川

JR五能線JR五能線 津軽鉄道
津軽鉄道

五所川原高校

松島小学校

五所川原北IC

五所川原IC

いずみ小学校

中崎溜池

大泊溜池

ミニストップ

ファミリーマート

ローソン

オレンジハート

ローソン

津軽五所川原駅

理容小野

五所川原
農林高校
五所川原
農林高校

東北能開大
青森校

東北能開大
青森校

太宰治記念館｢斜陽館｣

道
車
動
自
軽
津

川
木
岩

旧十川旧十川

中央公民館

ファミリーマート

セブンイレブン

ファミリーマート

交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ第7回 走れメロスマラソン
㈰
日

５
月27

金木小学校正門側
ハーフゴール地点 金木小学校

《通行止予想時間》
９：４０～１１：５０頃まで

喜良市大橋製材所⇒

《通行止予想時間》
９：４０～１１：５０頃まで

喜良市小田川橋 ⇒
喜良市大橋製材所

《通行止予想時間》
９：４０～１１：4０頃まで

金木小学校⇒
ヰセキ東北金木

《通行止予想時間》
９：５０～１１：００頃まで

旧嘉瀬小学校⇒喜良市小田川橋
《通行止予想時間》 

９：３０～１１：2０頃まで

小田桐産業馬肉屋⇒旧嘉瀬小学校
《通行止予想時間》

９：２０～１１：1０頃まで

ガソリンスタンド カネマツ⇒
小田桐産業馬肉屋

《通行止予想時間》
９：１０～１０：５０頃まで

五所川原第四中学校⇒ガソリンスタンド カネマツ
《通行止予想時間》 ８：５０～１０：２０頃まで

立佞武多の館前 ⇒ホテルサンルート五所川原⇒ 
立佞武多の館前《車両通行止予想時間》　

８：３０～１０：００頃まで

《車両通行止予想時間》　
８：５０～１０：００頃まで

ファミリーマート漆川店⇒飯詰⇒
五所川原第四中学校

《車両通行止予想時間》
８：５０～１０：１０頃まで

立佞武多の館前
ハーフ・フリースタート地点

立佞武多広場
フリーゴール地点

マラソンコース

マラソンコースに伴う
車両通行規制区間

　ヰセキ東北金木　ヰセキ東北金木

ヰセキ東北金木⇒嘉瀬
《通行止予想時間》

９：３０～１１：２０頃まで

大会当日はコースとコース周辺道路で交通規制を実施します。
皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

ファミリーマート

ファミリーマート金木⇒
ファミリーマート金木

ご一報ください。

新生大橋⇒ファミリーマート漆川店

走れメロスマラソン実行委員会事務局 （土・日・祝日を除く8：30～17：15）
　 （事務局住所）五所川原市金木町朝日山319－1　金木総合支所２階
　　　　　　　 スポーツ振興課　走れメロスマラソン係　　℡080－2847－5334
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「安心な地域社会」づくりに興味のある方 

募集 

業務拡大につき増員 

○寺田電気様 

○ミニストップ様 

○飛嶋歯科医院様 

🚥🚥 

🚥🚥 
五所川原市大字漆川字清水流２番３ 

※詳しい情報はホームページをご覧ください 
検索 のりたグループ  

シルバービレッジ憩いの杜 

ふれあいホームいこい 
● 

正職員・パート 

お問い合わせ ☎２６－６１９５ 

シルバービレッジ憩いの杜 

〒037－0016 五所川原市一ツ谷527－14「赤～いりんごの並木道通り」

TEL 0173（34）9682　FAX 0173（34）7691

jyukenkenkyukai.com

新年度
受付中‼ 受験研究会

不可能を可能に！

弘前大学・高看（国立弘前病院）
五高・木高・弘前実業高・仙台育英高
五農高・五一高（特進普通）・五商高（ ）
少人数制・個人教授・合宿あり
小4～高3・英検・高看・医療系・公務員初級

（合格
！

▼ ▼

詳しい使い方はガイドページをご覧ください。
　ＱＲコードをスマートフォンで読み取るとガイドページが表示されます。
　読み取れない場合は、インターネットブラウザで次のURLを直接ご入力いただくか
検索してください。　https://money.wallet.yahoo.co.jp/rd/5ya

▷アプリをお持ちでない方はガイドページにアクセスしてダウンロードしてください。
＊App Store もしくは Google Play から「ヤフー公式」で検索してダウンロードすることもできます。
▷納付の履歴は「ウォレット利用明細」にて２年間ご確認いただけます。
＊領収書は発行されません。
＊ 車検用の軽自動車税納税証明書の発行手続きには、納付手続き完了後、３週間程度かかりますので、納付
後すぐに納税証明書が必要な方は、ヤフーアプリ以外の納付方法をご利用ください。
▷次の納付書はヤフー公式アプリで納付することができませんのでご注意ください。
・納付期限を過ぎた納付書
・納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印字されていない納付書
・納付金額が訂正された納付書
・破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書
▷ 公共下水道、農業集落排水施設を使用されている方は、水道料金と合算された納付書が送付されています
ので、ヤフー公式アプリで納付することができます。なお、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水
施設使用料は平成30年５月に送付される納付書分からヤフー公式アプリに対応します。

　お問い合わせ先　　五所川原市役所　℡35－2111
　　（市税）収納課　内線2250 ／ （保育料）家庭福祉課　内線2438 ／ （介護保険料）介護福祉課　内線2453
　　（後期高齢者医療保険料）国保年金課　内線2338 ／ （市営住宅家賃）建築住宅課　内線2663
　　（墓園管理料）都市計画課　内線2635 ／ （法定外公共物使用料）土木課　内線2617
　　（水道料金）上下水道部経営管理課　℡34－9111

24時間365日、自宅でいつでも簡単に！
五所川原市の税・料金（＊）がヤフー公式アプリで納付できるようになりました！
＊納付できる税・料金
　 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、介護保険料、後期高齢者医

療保険料、市営住宅家賃、墓園管理料、法定外公共物使用料、水道料金（５月分から）

必要なものはヤフー

公式アプリだけ！

初回のみ！

お知らせ

● ヤフー公式アプリの「バーコード読取機能」で納付書の
バーコードを読み取って納付します。
● 手数料は一切かかりません。

　ヤフー公式アプリのホーム画面右下の「その他」メニュー内にある「バーコード読み取り」をタップして
カメラを起動してください。

はじめてでも、３ステップで納付完了

１
払込票のバーコード
情報を読み取る

２
銀行口座の登録
などを行う

３
納付内容を確認し
納付する

＊２回目以降は、登録済みの銀行口座から納付いただけます。　＊ご利用可能な端末環境はガイドページをご確認ください。

バーコード読み取り

５月は固定資産税１期、軽自動車税の納期です！
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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　津鉄ア・モーレの活動や津軽鉄道に関するイベント
等について情報発信を行っていくため、津鉄ア・モー
レ公式Instagramを開設しました。ご覧になる際は、
Instagramにて「＠tsutetsu.amore」で検索してくだ
さい。また、ＱＲコードからＳＮＳページへ直接リン
クすることができます。
　皆さんからのフォローをお待ちしています。

　地域の公共交通の維持・確保に向け、当市と中泊町
の若手職員で組織される津軽鉄道活性化促進チーム
「津鉄ア・モーレ」の平成30年度辞令交付式が４月
４日、市役所で行われました。当市からは昨年度活動
していたメンバーに、今年度７名を新たに加え、総勢
17名が津軽鉄道活性化のために、イベント企画やＳ
ＮＳを使用した情報発信を行います。
　辞令交付式では佐々木建設部長からメンバー一人一
人に辞令が手渡され「今年度も引き続きア・モーレの
活動を行い、津軽鉄道の活性化に繋げられるように頑
張ってください」と活動への期待を話していました。

　今年の立佞武多祭りをＰＲするポスターの発表会が
３月30日、市長公室で行われました。応募は、市内
の印刷業者４社が14点を提出し、７名の審査員によ
り審査され、株式会社プラス（工藤恵美子代表取締役
社長）の作成したポスターが選出されました。
　今回選出されたポスターは、昨年から出陣した「纏」
の躍動感あふれる顔に加え、色鮮やかな立佞武多が並
び、また「立佞武多」の文字にゴールド色を用いて、
立体感を強調しています。
　ポスターは、3,500枚作成され、市内のほか北海道
や東北主要施設、首都圏やＪＲの各駅に貼り出される
予定で、祭りの盛り上げに期待が寄せられます。

　１月20日に東京のＮＨＫホールで行われた「第19
回ＮＨＫ全国短歌大会」において、葛西康平さん（五
一中）が幼児・小中学生を対象とした「ジュニアの部」
でジュニア大賞に輝き、２月28日、市長に受賞報告
をしました。
　ジュニアの部は、19,925首の応募があり、葛西さ
んの「僕は虫次へ次へと食べてゆく次へ次へとページ
をめくって」など６首が最高賞のジュニア大賞に選ば
れました。
　一週間に多い時で15冊のＳＦやファンタジー小説
を愛読する読書家。授業の一環として短歌の課題が出
た際、ある小説の主人公が口にした「本の虫」の言葉
に自身を重ね、表現した一首とのことです。
　葛西さんは「受賞を聞いた際に、初めて大きな賞な
んだと実感しました。次回は、俳句にチャレンジした
いです」と話しました。

津軽鉄道活性化促進チーム「津鉄ア・モ
ーレ」公式Instagramを開設しました

平成30年度津鉄ア・モーレ辞令交付式

平成30年立佞武多ポスター決定NHK全国短歌大会「ジュニア大賞」を受賞

津鉄ア・モーレロゴマーク

津鉄ア・モーレ公式Instagram
「＠tsutetsu.amore」へリン
クします。

問…都市計画課　内線2632

辞令交付を受けた平成30年度津鉄ア・モーレの皆さん

受賞を報告した葛西さん(中央)と五十嵐教頭（左） ポスター発表の様子
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　平成30年３月31日付けでつがる西北五広域連合の
病院事業管理者である棟方昭博氏が退任し、それに伴
い４月１日付けで新たな病院事業管理者として高杉滝
夫氏が就任し、４月２日に市長公室にて辞令交付式が
行われました。
　高杉氏は、平成23年４月より現つがる総合病院の
前身・西北中央病院の院長に着任し、平成26年４月
のつがる総合病院開院時から院長を務めていました。
　今後はつがる総合病院はじめ圏域内の５医療機関の

　地域包括ケアシステム（医療、介護、介護予防、住
まい、日常生活の支援が包括的に確保される体制）の
構築を目指し、平成30年度から平成32年度までを計
画期間とする五所川原市老人福祉計画・第７期介護保
険事業計画を策定しました。
　高齢者が住み慣れた地域で明るく生き生きと安心し
て暮らすことができる仕組みづくりを目標とします。

　昨年10月22日に行われた衆議院議員総選挙および
最高裁判所裁判官国民審査において顕著な功績があっ
たとして、総務大臣表彰を受賞した市選挙管理委員会
の白川昭麿委員長が３月15日、市長に受賞報告をし
ました。
　一昨年の参議院議員選挙に続きＥＬＭに期日前投票
所を増設しました。前回平成26年12月14日執行の衆
議院議員選挙では、5,080名の期日前投票者数が昨年
は、10,270名と大幅に増加し、うちＥＬＭでは6,512
名が投票を行いました。
　白川委員長は「今後も市民の方が投票しやすい環境
を作っていきたい」と述べました。

　４月15日に大阪府立門真スポーツセンター（大阪府
門真市）で行われた平成30年度全日本カデ柔道体重別
選手権大会に出場した石岡来望さん（五一中３年）が４
月３日、市長を表敬訪問しました。
　本大会は全日本柔道連盟が出場選手を選出する大会
で、石岡さんは昨年の全国中学校柔道大会で63kg級
第２位の成績を収めた実績があったため、選ばれまし
た。
　石岡さんは「普段の練習の成果を発揮して、精いっ
ぱい戦ってきます」と意気込みを話しました。

運営は、高杉新管理者を中心に進めていくことになり
ます。

《高杉滝夫氏の略歴》
青森市出身。弘前大学大学院医学研究科卒。弘前大学
医学部助教授、弘前市立病院副院長、三戸町国民健康
保険三戸中央病院長などを歴任。平成23年４月から
五所川原市立西北中央病院長、平成26年４月からつ
がる総合病院長。

つがる西北五連合新病院事業管理者が退任・就任

五所川原市老人福祉計画・第７期介護保険事業計画

市選挙管理委員会が総務大臣表彰を受賞 平成30年度 全日本カデ柔道
体重別選手権大会出場

退任された棟方昭博氏（左）

大会へ出場する石岡さん（中央）
受賞報告をした白川選挙管理委員長（左）

就任された高杉滝夫氏（右）

計画書を手渡す市高齢社会対策検討委員会津川信彦会長（左）
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行政・人権相談

今月の納期

　自動車環境対策の観点から、排出
ガスおよび燃費性能の優れた環境負
荷の小さい自動車については、その

排出ガスおよび燃費性能に応じて税
率を軽減（軽課）し、新車新規登録か
ら一定の年数を経過した環境負荷の
大きい自動車については、税率を重
く（重課）する制度が実施されていま
す。
　詳しくは、県ホームページ「県税・
市町村税インフォメーション（http:
//www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/
top.html）」をご覧ください。
問…西北地域県民局　県税部　納税
　管理課　℡34－3141

　目の見え方で困っている人のため
に相談をお受けします。ご本人はも
ちろん、保護者、学校等における担
任の先生など、お気軽にご利用くだ
さい。
日�程…次の各月１回　５月17日、６
月14日、８月９日、10月18日、11
月15日（ただし、７月、９月を除く）
時間…10：00～12：00、13：00～15：00
場所…中央公民館
対象…乳幼児から成人の方まで
支�援内容…見えにくさへの対処、見
え方に配慮した遊ばせ方や育て方、
学級における指導方法、生活に活
用できる便利グッズの紹介等
申�込み…事前に電話で「見え方の相
談」と言ってご予約ください。

＊ 相談に費用はかかりません。個人
情報は一切漏らしません。
受付時間…9：00～16：00
　（土曜・日曜日、祝日を除く）
問 …ロービジョン相談支援センター
（青森県立盲学校）
　　℡017－726－2239

　農地の権利移転（売買、贈与、賃
貸等）には、耕作する下限面積（最低
50アール）を満たす必要がありまし
たが、平成30年４月より個人が空
き家バンクに登録された空き家と付
随する農地を同時に取得し耕作する
場合に限って、市農業委員会では下
限面積要件を緩和することになりま
した。
　下限面積要件の緩和には、空き家
および農地の所有者が空き家バンク
に物件を登録する際に「別段面積及

び区域の指定申請書」を提出し、農
業委員会が当該農地を下限面積区域
に指定する手続きが必要となります。
＊ この内容は、五所川原市農業委員
会だより78号（３月23日発行）で
周知したものと同一です。
問…企画課　内線2151

「五所川原市子ども・子育て支援事
業計画」の中間年の見直しについて
　計画期間の中間年にあたる平成
29年度において、国の基準である
「市町村子ども・子育て支援事業計
画等に関する中間年の見直しのため
の考え方（作業の手引き）」に基づき、
当市の実績値等に基づいた推計値
（平成30年度・平成31年度）を一部
修正しました。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
保育所等巡回支援専門員整備事業の
お知らせ
　発達障害等について知識を有する
専門員が保育所等へ巡回訪問し、子
どもの発達が “気になる” 段階から、
支援を担当する保育士や保護者の方
に対し、障害の早期発見・早期対応
に向けた助言や福祉サービスの情報
提供を行います。
巡�回支援場所…市内保育所、こども
園、幼稚園

　詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
問…家庭福祉課　内線2436

　平成30年６月24日執行五所川原
市長選挙における立候補予定者説明
会を次のとおり開催します。立候補
届出、選挙運動、選挙公営の手続き
等について説明しますので、関係者
の方はご出席くださるよう、お願い
します。
日時…５月23日㈬　9：30～
場所…市役所新庁舎３階会議室３Ａ
問…選挙管理委員会　内線2753

　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）
▷５月10日㈭　❶⓪：⓪⓪～❶❷：⓪⓪
▷５月24日㈭　❶⓪：⓪⓪～❶❷：⓪⓪
　市役所１階相談室1Ｄ（新庁舎）
問　市民課　内線2324
＊５月２日㈬までは内線2317
金木地区（行政・人権合同相談）
▷５月16日㈬　❶⓪：⓪⓪～❶❺：⓪⓪
　金木総合支所４階第２会議室
＊�なお、金木地区の行政相談委員
が３月末で退任しましたので、後
任が決定するまでの行政相談は
市職員が代理で受付し、その相
談内容について報告を受けた青
森行政監視行政相談センターが
対応することとなりますので、ご
了承ください。
問　金木総合支所　内線3104
法務局人権相談
▷月曜日～金曜日（祝日を除く）
　❽：❸⓪～❶❼：❶❺
　五所川原支局１階人権相談室
問　青森地方法務局五所川原支局
　　℡34－2330
人権擁護啓発メッセージ
　�（平成❷❾年度人権教室より／五所
川原小４年生）

いじめにあったら「やめて！」と
自分で言おう

・軽自動車税　　全期
・固定資産税　　１期
　問　収納課　内線2250
納期限　５月31日㈭

納付は便利で確実な
口座振替を！

お知らせ

自動車税のグリーン化について

目の見え方等に関する相談教室

「農地付き空き家」の権利移
転の要件が緩和されました

平成30年６月24日執行
五所川原市長選挙立候補予
定者説明会

家庭福祉課からのお知らせ
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　「子ども・子育て支援法施行令」
の改正により、４月１日から１号（教
育）認定子どもについて、保育料の
基準が下記のとおり一部変更となり
ました。
変更部分
　 「年収約360万円未満相当世帯（市
町村民税が77,100円以下の世
帯）」の保育料軽減

＊ 改正前11,100円→改正後10,100円
　詳細については、市ホームページ
「平成30年度保育料基準額表」を
ご覧いただくか、担当課へお問い合
わせください。
問…家庭福祉課　内線2438

日時…５月10日㈭　13：00～15：00
場所…市役所新庁舎２階会議室２Ａ
相�談内容…業者、契約、物件、報酬、
借地借家、税務、登記、価格等
問…青森県宅地建物取引業協会
　　西北五支部　℡34－8711

　イネ・畜産・リンゴの研究フィー
ルドを活用した楽しい親子体験学習
を行います。
対象…小学生児童（先着25組）
＊ 保護者１名につき、子ども２人ま
で（保護者２名以上で未就学児の
参加も可能）。

＊ 第１回目～第５回目すべてに参加
できる家族を対象とします。
内�容…羊の毛刈り、羊毛作品作り、
田植え、稲刈り、さつまいも栽培・
収穫、リンゴの摘果・収穫、餅つ
き体験、昆虫採集
場所・日程（全５回）

▷ 金木農場　６月２日㈯、９月29
日㈯、11月３日㈯

▷ 藤崎農場（藤崎町藤崎下袋７－１）
　６月16日㈯、10月６日㈯
時間…9：30～15：30
＊昼食は各自持参してください。
参加費（５日分）
▷子ども　無料
▷大人　　1,200円
　（２人目以降は1,000円ずつ追加）
申�込み…５月23日㈬までに電話、
FAX（52－5137）またはメール（jm5

　 32029@hirosaki-u.ac.jp）で、氏
名・年齢・連絡先を明記してお申
し込みください。
問…弘前大学金木農場 ℡53－2029

　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
日時…月曜～金曜日（祝日を除く）
　　　8：30～17：15
場所…市民学習情報センター
▷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
日時…５月９日㈬　10：00～16：00
場所…市民学習情報センター
＊予約制。貸付制度あり。

　少年鑑別所の業務について理解を
深めていただくための説明および施
設内の見学会を実施します。
日時…５月26日㈯　10：00～11：30

場�所…青森少年鑑別所（青森市金沢
１－５－38）
定員…30名（申込順）
参加料…無料
申込先…青森少年鑑別所
　　　　℡017－776－5118

　動物ふれあい体験を通じ、犬の飼
い主と健康増進を図ることを目的と
した、犬の運動や食事に係る啓発や
体験型イベントを実施します。
日時…５月３日（木・祝）、４日（金・祝）
　　　10：00～16：00
内�容…ドッグヨーガ、ワンちゃん栄
養学教室、ワンちゃんレース、動
物ふれあい体験　ほか
場所・問…青森県動物愛護センター
　　　　　℡017－726－6100

　国が管理する岩木川で氾濫の危険
が高まった時、緊急速報メールが自
動で発信されます。メールを受信し
たら、雨の降り方や岩木川の今の水
位を「川の防災情報」で確認しまし
ょう。
問…国土交通省青森河川国道事務所
　調査第一課　℡017－734－4560

　「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」
活動を展開しています。いただいた
募金は森林整備・緑化推進事業に活
用されています。緑あふれるふるさ
とを創っていくために、引き続き皆
さんのご協力をお願いします。
募集期間…５月31日㈭まで
問…農林水産課　内線2521

４月１日からの保育料について

春の動物ふれあいフェスティバル

不動産無料相談会

青森少年鑑別所所内見学会

消費生活相談

緑の募金のお願い

親子体験学習　触れ合おう、
人と自然と農業に

洪水情報が緊急速報メール
で配信されます
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入居者・介護・看護・調理員  随時募集中

住宅型有料老人ホーム・訪問介護
デイサービス・居宅介護支援
随時無料体験 受付中!!

〒037－0632 青森県五所川原市大字高野字北原222－1
℡  0 8 0 ‒ 9 2 5 4 ‒ 0 0 3 9

お問い
合わせ

　立佞武多に囃子方として参加しま
せんか。毎週日曜日19：00～21：00
まで立佞武多の館４階で４月から練
習しています。
申込期限…６月17日㈰
申込先…五所川原ねぷた囃子保存会
　後藤　℡090－8424－8396

　全８回の公開講座形式で行います。
相談員希望者は原則５回以上の受講
が必要です。興味のある講座のみの
受講や当日参加が可能です。
日時…５月26日㈯～７月14日㈯
　　　毎週土曜日　14：00～16：00
場所…ヒロロ３階健康ホール
＊ ７月７日㈯のみ弘前市社会福祉セ
ンター（弘前市宮園２－８－１）
資料代等…１講座1,000円
申�込み…５月19日㈯までにFAX
（0172－38－5355）でお申し込み
ください。
問…あおもりいのちの電話事務局
　　℡0172－38－4343

日時…５月４日（金・祝）、５日（土・祝）
場所…金木公民館大ホール
申�込先…津軽三味線全日本金木大会
実行委員会
問…津軽三味線会館　℡54－1616

　お仕事帰りに “ふらっと” 一服の
お茶に癒やされませんか。
日時…毎月第２・４木曜日
　　　18：30～21：00

場所…中央公民館３階和室
講師…一戸次江先生
申込締切…５月７日㈪
問…紅葉サークル　岩崎
　　℡35－4219

　２組に分かれてボールを標的めが
けて投げ、得点を競うゲームです。
ご高齢の方でも楽しめます。
日時…５月14日㈪～毎週月曜日
　　　10：00～12：00
＊雨天・祝日は休み
場所…つがる克雪ドーム北側
参加料…無料（用具は準備します）
問…佐藤　℡34－6702

　絵の好きな方、絵を描きたいと思
っている方、絵に興味のある方、デ
ッサン、水彩画、油絵などの書き方
を勉強します。
日時…毎月第１・第３日曜日
　　　10：00～15：00
場所…中央公民館
授業料…無料
＊ 画材は持参してください。また、
特別な場合など（展示）は、負担金
をいただく場合があります。詳し
くはお問い合わせください。
問…画友社　葛西　
　　℡090－2027－0504

　童謡、叙情歌を楽しく歌って、健
康維持に役立てませんか。気軽に体
験にお出でください。
日時…毎月第１～第３月曜日
　　　10：00～12：00
場所…働く婦人の家
問…野ばら代表　藤本　
　　℡090－9424－2229

日程…６月17日㈰（雨天決行）
集合場所…菊ケ丘公園駐車場
▷ 13kmコース　（菊ケ丘公園～富
士見荘）受付8：50～、出発9：00

▷ ６kmコース　（鶴田駅～富士見
荘）受付8：50～、出発9：00
持�ち物…飲料水、雨具、着替え、入
浴道具、保険証（写し）
参�加資格…健康で参加コースを歩け
る方
申�込み…詳細は６月８日㈮までに事
務局へお問い合わせください。申
込希望者は氏名、郵便番号、住所、
生年月日、 連絡先をFAX（35－
9708）でお知らせください。
問…五所川原歩こう会事務局　中村
　　℡090－7077－9708

日時…５月12日㈯　10：00～19：00
　　　５月13日㈰　10：00～17：00
場所…ELM １Ｆセンターコート
問…鳴海　℡090－1497－2688

日時…５月13日㈰、27日㈰
場所…中央公民館
＊ 大正琴をお持ちの方は持参してく
ださい。レンタルもあります。

＊事前にお申し込みください。
問…杉森　34－8039

期間…５月１日㈫～10月31日㈬
時間…5：00～7：00
場所…立佞武多の館駐車場
出�品物…野菜、果物、山菜、しじみ
貝、どじょう他
問…山口　℡090－1065－3365

五所川原ねぷた囃子保存会

ペタンク愛好者募集

富士見湖ウォーク

画友社絵画教室

春の山野草展

大正琴無料体験教室

朝市開催

傾聴から始まる相談員養成講座

茶道教室 （裏千家）

サークル「野ばら」女性会員募集

魂をゆさぶれ　第30回記念
津軽三味線全日本金木大会

市民サロン
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　市公式Facebookを利用して、お子さんの写真を投
稿してみませんか。
対�象…新生児～乳児（１歳の誕生日を迎えるまで）のお
子さんで市内在住の方
掲�載内容…子どもの写真・氏名（ふりがな）・生年月日・
住所（町名まで）・子どもへのメッセージを市 Face
　bookに掲載します。

　市公式Facebookを使用し、指定されたハッシュタ
グをつけて応募するフォトコンテストを実施します。
受付期間…６月１日㈮～７月31日㈫
公募テーマ…五所川原らしさを出した市の景観
応募資格…下記の全てを満たす方
▷ 自分自身のアカウントを持ち、かつ五所川原市公式
Facebookアカウント（＠goshogawaracity）をフォ
ローしている方。
▷ 投稿写真について、当市ＰＲ等に活用する場合があ
るため、二次利用にご承諾いただける方。
▷ 未成年者の方は、保護者の同意が必要です。未成年
者の方が応募された場合は、保護者の同意が得られ
ているものとみなします。

応募方法
　① 子どもの写真１枚（データのみ）に、②子どもの氏
名（ふりがな）・生年月日・性別、住所、保護者氏
名、電話番号、子どもへのメッセージをＥメール
でご応募ください。

応募先…Ｅメール　info@city.goshogawara.lg.jp
問…総務課　内線2118

応募方法
▷公式アカウントを検索してフォロー
▷市の景観写真を撮影
▷ 撮影した写真画像に、ハッシュタグ「＃五所川原ら
しさ」、タイトル、日付、場所をつけて投稿
＊ 写真の応募はFacebookのみ受付ます。写真の郵送
等による応募は受付できません。
＊ Facebookで投稿する場合は、投稿する際の「プラ
イバシー設定」を公開に設定してください。
＊ご本人が撮影した写真に限ります。
＊応募は、１人何枚でも投稿可能です。
＊ 詳細は受付期間が近くなりましたら、市ホームペー
ジでお知らせします。

▷謡曲教室（宝生流）
　五所川原宝生会が誕生して100年。
日本が誇る伝統芸能「能楽」に触れ
てみませんか。
日時…毎週火曜日　19：00～21：00
場所…中央公民館３階
講師…宝生流　教授嘱託　比内資
受講料…無料
▷五所川原宝生会創立100周年記念
　宝生流謡曲仕舞五所川原大会
　津軽地区の宝生流各会による能楽
に基づく素謡と仕舞の記念大会です。
日時…５月６日㈰　10：30～16：30
場所…オルテンシア小ホール
問…竹内　℡33－1466

　季節の花々を生けて暮らしに彩り
を。
日時…第１・第３火曜日（月２回）
　　　18：30～20：30
場所…働く婦人の家
＊ 体験レッスンは花材費（700円）の
み
問…奈良　℡35－0917

　長さ2.5ｍの中松明を担ぐ参加者
を募集しています。
日時…６月16日㈯　18:00～
場�所…立佞武多の館前～岩木川河川
敷
参加資格…高校生以上（定員10名）
祈願料…１人3,000円
衣装…白装束は用意します。
申込締切…６月４日㈪
問…五所川原青年会議所
　　℡35－4049

▷�喜良市財産区を守る会（米谷勝昭
代表）＝10万8,300円

▷�五所川原プロバスクラブ（松山栄
一会長）＝図書カード10万円分
（児童生徒用図書購入のため）

◎市役所新庁舎へ
▷�五所川原ロータリークラブ（平山
敦士会長）＝ナナカマド27本

▷�五所川原東日流ライオンズクラブ
（田村一男会長）＝自動体外式除細
動器（AED）一式

▷�株式会社みちのく銀行（髙田邦洋
代表取締役頭取）＝絵画１点

市公式 Facebook 限定 元気な五所っ子の写真募集中

五所川原宝生会からのお知らせ 奥津軽虫と火まつり

サークルいけばな
「燦燦会」会員募集

善意の花かご
どうもありがとうございました

市公式 Facebook 限定 フォトコンテスト 問…総務課 内線2118
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▷だっこでいっしょおはなし会
　５月12日㈯　10：30～11：00　市立図書館２階
　�３歳くらいまでのお子さん向けのおはなし会で、絵
本の読み聞かせ、手あそび、ふれあい歌あそびなどを
一緒に楽しめる内容です。動き回っても泣いちゃっ
ても大丈夫です。おはなし会の後、午後１時まで会
場を開放します。ふれあいの場としてご利用ください。
▷五所川原おはなし “ぽぽんた” のおはなし会
　５月19日㈯　13：30～14：30　市立図書館２階
　�絵本や児童書のお話を、友達やお家の方と一緒に楽
しめます。５月のテーマは「うそ　ほんと」です。
　ぜひ聞きに来てください。
▷郷土資料寄贈のお願い
　�図書館では、郷土資料を収集しています。郷土資料
は、時間の経過とともに入手困難となりがちです。
貴重な郷土資料を後世に伝えていくためにも、郷土
資料収集にご協力お願いします。
　収集の対象
　　１　五所川原市について書かれたもの　
　　２　五所川原市で出版された資料
　　３　五所川原市出身者・在住者の著作
＊�図書・雑誌以外にもパンフレット、ＣＤ、電子資料
等も収集しています。寄贈いただいた資料は、書庫

で大切に保存して後世に伝えていくとともに、広く
市民の皆さんに利用していただきます。なお、資料の
取り扱いについては、館の収集方針に基づきますの
で、受入できない場合もあります。ご了承ください。
▷今月の一冊

「五所川原市民の歌」ソノシート
五所川原市観光協会　編・出版

五所川原市民の歌『世紀の花を咲かそうよ』（楽譜
付き）とソノシートです。市民の方より寄贈いた
だいた資料です。

大ホール（コンサートホール）
▷ものみの塔聖書冊子協会エホバの証人の巡回大会
　５月12日㈯・13日㈰　9：30～16：15　無料
　ものみの塔大会　℡�42－1738
▷第31回青森県作業療法学会
　５月20日㈰　9：15～11：25　関係者
　天坂　℡53－3111
▷青森県立木造高等学校吹奏楽部第35回定期演奏会
　５月27日㈰　16：30～18：30　前売・当日500円
　木造高校吹奏楽部事務局　℡42－2066

小ホール（ふるさと交流ホール）
▷五所川原宝生会創立百周年記念謡曲仕舞大会
　５月６日㈰　10：30～15：00　無料
　五所川原宝生会　℡35－8151
▷第31回青森県作業療法学会
　５月19日㈯� 14：00～18：00　関係者　　　 　　
　５月20日㈰� 9：15～13：00　関係者　　　 　　
　天坂　℡53－3111

主催者の都合により
変更になる場合もあります
５月の休館日　
　１日、７日、14日、
　21日、28日

市立図書館　℡  34－4334
開館時間　9：30～18：00（土日、祝日は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

屋根・外壁の塗り替え
お電話は今すぐ、こちらから

あなたのリフォーム全力でサポートします

屋根、外壁リフォーム専門店

全面改装リフォーム
中 古 住 宅 改 装
減 築 、 増 築

担当 前田まで『増改築相談員のいるお店』
アートリフォーム㈱

現 地 確 認
見積り無料 屋根・外壁の塗り替え

塗装　アートリフォーム

現 地 確 認
見積り無料 屋根・外壁の塗り替え
五所川原市住宅リフォーム助成事業工事受付中（6/1～6/12）

一般建設業　青森県知事許可（般－❷❾）第400424号

代表取締役　阿　部　哲　也

新たな仲間が加わりました！
株式会社インフィールド中畑さんと統合いたします

広報ごしょがわら　４月号

代表取締役　阿　部　哲　也

新たな仲間が加わりました！
株式会社インフィールド中畑さんと統合いたします

図 書 館
☎��   34－4334

オルテンシア
☎��   33－2111
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救急医療当番医

献血バス巡回日程

　血糖や血圧、コレステロールの事
が気になる方、健診データの説明等
について保健師、看護師、栄養士が
個別に相談に応じます。右記の①～
③の会場は１人30分の予約制とな
ります。必要な方には血圧測定、肺
年齢測定（肺チェッカー）、みそ汁の
塩分測定を行います。④会場は、一
般的な総合相談となります。
　ご自身の健康づくりにお役立てく

ださい。
会場・日時
①保健センター五所川原
　５月23日㈬　10：00～12：00
②金木公民館
　５月25日㈮　10：00～12：00
③保健センター市浦
　５月10日㈭　10：30～12：00
④富士見コミュニティセンター
　５月17日㈭　10：00～11：30
＊ ①～③会場は、開催日前日までに
相談したい内容をお知らせくださ
い。
持�ち物…特定健診・健康診査を受診
されている方は、検診結果をお持
ちください。
問…健康推進課　内線2366

　お母さん同士や保健師・栄養士と、
子育ての楽しさやお子さんの成長に
関する悩み、情報をシェアするひろ
ばです。
　身長計・体重計は自由にお使いい
ただけますので、お子さんと一緒に
お出でください。予約は不要です。
日時・場所
▷６月８日㈮　10：00～11：30
　中央公民館３階第１研修室
▷６月22日㈮　10：00～11：30
　金木公民館和室（小会議室）
＊ 市浦会場開催日については、市浦
地区在住の方を対象に、赤ちゃん
訪問などの際に日程をお知らせし
ています。
持�ち物…バスタオル（身長計・体重
計をご利用の方）、母子健康手帳
問…健康推進課　内線2368

　死にたいほど辛い方、眠れない日
や憂鬱な気分が続く方、育児・家事
等が辛いといった相談のある方、身
近な人を自殺でなくされたご遺族の
方などを対象としています。
日時…５月17日㈭　10：00～12：00
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…健康推進課　内線2367

　楽しい毎日は「こころと身体の健
康」から。この教室は、椅子に座り
ながら行う運動教室です。運動が苦
手な方でも大丈夫。楽しみながら無
理せず、運動習慣を身につけましょ
う。
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…５月17日㈭　13：00～14：00
　　　５月31日㈭　13：00～14：00
　（受付は両日12:30～）
場�所…生き活きセンター多目的ホー
ル
内�容…健康チェック、椅子に座りな
がらの運動
テ�ーマ…筋トレで猫背を解消しまし
ょう（座って行う有酸素運動＆下
半身を鍛える筋トレ）
講師…健康運動指導士
　　　鬼武由美子氏
持�ち物…動きやすい服装、汗拭きタ
オル、水分補給のための飲み物
参加費…無料
申�込み…電話または窓口にてお申し
込みください。
申込先…地域包括支援センター
　　　　℡38－3939

　仲間と一緒に脳トレや軽い運動を
楽しみ、介護予防に取り組んでみま
せんか。地域の在宅介護支援センタ
ーの職員による介護に関する相談も
行っていますので、お気軽にご利用
ください。
日時・場所
▷５月８日㈫　13：00～14：00
　田町栄町（白衣神社）
▷５月10日㈭　13：00～14：00
　松島会館
▷５月15日㈫　13：00～15：00
　北部コミュニティセンター
問…地域包括支援センター
　　℡38－3939

診療時間　9：00～16：00
＊�受診前に必ず各医療機関に電
話で確認してください。
▷５月３日㈭
　こどもクリニックおとも
　℡39－2151（鎌谷町163－1）
▷５月４日㈮　増田病院
　℡35－2726（新町41）
▷５月５日㈯　白生会胃腸病院
　℡34－6111（中平井町❶❹❷－1）
▷５月６日㈰ かねひらクリニック
　℡35－3167（旭町55－2）
▷５月20日㈰　白生会胃腸病院
　℡34－6111（中平井町❶❹❷－1）
消防署救急病院紹介電話
　℡34－4999

▷５月2⓹日㈮　9：30～11：00
　西北地域県民局五所川原合同庁舎
▷５月2⓹日㈮　12：30～14：30
　東芝映像ソリューション株式会社
▷５月2⓹日㈮　15：30～17：00
　五所川原保健所
▷５月26日㈯　10：00～16：30
　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　青森県赤十字血液センター
　　℡017－741－1512

健康だより
ヘルス・インフォメーション

健康づくり相談室

エンゼルひろば

こころの相談

元気はつらつ教室

ゆーゆー元気教室
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材料（４人分）
厚揚げ…❹⓪⓪ｇ、鶏ひき肉…❺⓪ｇ、えのき茸…❶❸❺ｇ
サラダ油…小さじ２、しょうが…❷❺ｇ、小ねぎ…３ｇ
白ごま…小さじ２/３
　　水…大さじ２と２/３
　　しょうゆ…大さじ１と１/３
Ａ　酒…大さじ１と１/３
　　みりん…大さじ１と１/３
　　砂糖…小さじ１、片栗粉…小さじ２❶人分 ❷❸❼kcal　カルシウム ❷❺❶mg　食塩相当量 ⓪．❾g

作り方　①厚揚げは縦半分にし、１cm幅に切る。えのき茸は石づきを切り落とし半分に切り、ほぐす。
　　　　②しょうがはせん切り、小ねぎは小口切りにする。
　　　　③フライパンに油をひき、鶏ひき肉、①の順に炒める。
　　　　④えのき茸がしんなりしたら、しょうがを入れてさっと炒める。
　　　　⑤混ぜ合わせたＡを加えてさっと絡め、最後に白ごまと小ねぎをちらす。

　両手に２本のポール（ストック）を持ち地面を突き 
ながら歩く運動です。全身運動となり足・腰・膝など
にかかる負担を軽減でき、普通のウォーキングよ り
エネルギー消費量が約20％も増加します。新しい健
康法として、おすすめです。
対�象…65歳以上の市民の方（60～64歳で運動機能が
低下している方も対象となりますので、ご相談くだ
さい）
日程…①５月７日㈪　②５月21日㈪
時�間…14：00～15：30（事前の健康チェック等がある
ため集合時間は13：30）
申�込み…初回参加の場合、開催日５日前までに電話ま 
たは窓口にて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・ウォーキング連盟公認指 
導員
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、ポール（希望者にはポール等を貸し
出しします）
＊ 雨天時はつがる克雪ドーム内２階周回路をウォーキ
ングしますので、室内用シューズをご用意ください。
申込先…地域包括支援センター　℡38－3939

　高齢者の健康づくりのための楽しい教室です。初め
ての方、大歓迎です。一緒に参加してみませんか。
対�象…要介護認定を受けていない65歳以上の市民の
方
参加費…無料
日時・場所（受付はそれぞれ9：50～、13：15～）
▷５月10日㈭　絞って巻いて「ターメリック染め」
　金木公民館　　　　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　　　　13：30～15：00
▷５月16日㈬　絞って巻いて「ターメリック染め」
　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
▷５月22日㈫　もてなしの美学「春の茶会体験」
　金木公民館　　　　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　　　　13：30～15：00
▷５月29日㈫　懐かしのあの曲を手話で歌おう
　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
申込み…開催日の３日前までにお申し込みください。
申込先…地域包括支援センター　℡38－3939

日時…６月３日㈰　10：15～15：00
場所…ＥＬＭホール
内�容…無料歯科健診・相談、無料フッ素塗布（200名）、
歯周病診断テスト（100名）、パソコンを用いた成人
歯科検診、口腔がん検診、ミニＳＬ試乗会、介護食
品無料サンプル配布、よい歯のシニアコンテスト、
歯科支援車展示
＊ ５月29日㈫～６月３日㈰　虫歯予防図画ポスター
コンクール入選作品展示（最終日15：00まで）
問…北五歯科医師会　℡34－2468

　カフェ de つえぎは、気軽に認知症について知るこ
とができる場所です（申込不要）。
日時…５月20日㈰　10：00～12：00
内�容…地域包括支援センター認知症地域支援推進員に
よるミニ講座「認知症初期集中支援チームの活動紹
介」、家族同士のつどい等
場所…中央公民館２階　　参加費…200円（お茶代）
＊希望者のみ実費にて昼食会あり
問 …公益社団法人認知症の人と家族の会　青森県支部
五所川原地域世話人　山本　℡0178－35－0930

協力…西北五地区認知症高齢者グループホーム協会

料理紹介 五所川原市食生活改善推進員会 あなたも作ってみませんか
テーマ 骨粗しょう症予防

厚揚げとえのきのしょうがあんかけ

⎧
⎨
⎩

ノルディック・ウォーク参加者募集 いきいき教室（介護予防教室）

歯の健康診断室
カフェ　de　つえぎ
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保健協力員の活動
　保健協力員は現在、368名。町内からの推薦により
委嘱を受け、活動しています。
　「健診を受けましょう」の声がけだけでなく、各種
健診、相談の協力や「災害時要援護者支援制度」の地
域支援者として支援を希望する妊婦さんに対し、見守
りなどできる範囲で協力しています。
　また、研修会や学習会で得た健康や保健衛生に関す
る最新の情報や知識を地域に広める役割も担っており、
学習会を企画・実施し「地域を元気にする」活動をし
ています。
　今後も、健康づくりや子育て等で気がかりなことが
ありましたら、地域の保健協力員に、お気軽に声をお
かけください。

　市民健診申込書は平成30年４月中旬までに対象者のいる世帯にお届けしています。まだ申込書を提出してい
ない方はお早めに提出をお願いします。そして、１年に１回、健（検）診を受けてください。
　申込方法や受診までの流れ、各種健診内容、料金等の詳細は、申込書同封の「五所川原市　市民健診べんり帳」
でご確認ください。平成30年４月以降に転入した等で申込書が手元に届いていない方は、お問い合わせください。

受付時間…12：00～12：30（3歳児健診11：45～12：30）
＊ 受付時間前の母子健康手帳の預かりはしておりませ
ん。受付はお子様同伴でお願いします。
場所…保健センター五所川原
持�ち物…母子健康手帳、バスタオル、すくすくノート、
健康診査票、１歳６カ月児健診はフッ素塗布承諾書、
３歳児健診は送付された検尿容器（尿を入れたもの）
＊ 健診に来られない場合は、健康推進課にご連絡くだ
さい。
＊３歳児健診については個別に事前通知します。
＊ １歳６カ月児健診については、フッ素塗布承諾書を
個別に事前送付します。
＊ 駐車場は保健センター側と道路を挟んだ向かい側に
もありますが、台数に限りがありますので、駐車で
きない場合は、市役所一般駐車場、または有料駐車
場をご利用ください。
問…健康推進課　内線2367

問　健康推進課　内線2364

４カ月児健診
Ｈ❸⓪年１月生まれ

６月５日㈫　小児科診察、身体計
測、離乳食のお話・試食

１歳６カ月児健診
Ｈ❷❽年❶❶月生まれ

６月❷❻日㈫　小児科診察、歯科
健診、フッ素塗布、身体計測、
発達・栄養相談

３歳児健診
Ｈ❷❻年❶❷月生まれ

６月❷⓪日㈬　小児科診察、歯科健
診、身体計測、ことば・発達・栄養
相談、尿・耳・目の検査

種　　類 対　　　象　　　者
特定健康診査 40歳から74歳で五所川原市国民健康保険被保険者または生活保護受給者
健康診査 受診時に後期高齢者医療被保険者または75歳以上の生活保護受給者
胃がん検診（バリウム） 40歳以上の男女
胃がん検診（胃内視鏡） 50歳以上の男女（昨年度、市の胃内視鏡検診を受診していない方）
大腸がん検診

40歳以上の男女
肺がん検診

肝炎ウイルス検診
過去に肝炎検診未受診で、以下の①または②に該当の方
　①40・45・50・55・60・65・70歳の男女
　②上記以外の希望者（集団健診で特定健康診査を受ける方のみ）

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（昨年度、市の子宮頸がん検診を受診していない方）
乳がん検診 40歳以上の女性（昨年度、市の乳がん検診を受診していない方）
歯周病検診 40・50・60・70歳の男女（対象者には、４月に個別通知しました）
骨粗しょう症検診 40・45・50・55・60・65・70歳の女性（対象者には、６月に個別通知します）

肺がん地区巡回検診 60歳以上の男女
＊巡回日程は広報10月号および11月号でお知らせします。

わたしたち保健協力員です
～地域の健康のために市民と行政をつ
なぐパイプ役として活動しています～

乳 幼 児 健 診

平成30年度市民健診　～自分の都合に合わせて健診が受けられます～
地区学習会で栄養士と食事バランスを学ぶ様子
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（＊1） HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、
健康保険によりＢ型肝炎ワクチンの投与の一部
または全部を受けたことがある方は対象外とな
ります。

（＊2） 積極的勧奨の差し控えによる特別措置として平
成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで20
歳未満の方は、不足回数分の接種を受けること
ができます。また、平成19年４月２日～平成21
年10月１日生まれで、７歳６カ月までに１期が
終わらなかった方は、９歳以上13歳未満（２期）
に不足回数分を接種することができます。

（＊3） ヒトパピローマウイルス感染症の定期予防接種
は、平成25年６月14日付けの国の通知により、
現在、積極的勧奨をしていません。希望者は健
康推進課へお問い合わせください。

実施医療機関
　（上の表のNo.で実施しているか確認してください）

　定期予防接種は「予防接種法」に基づいて実施されています。予防接種を正しく理解し、大切なお子さんの健
康に役立てましょう。定められた期間内の予防接種は無料で受けることができます。期間外での接種は任意での
接種となり、有料となります。医療機関とよく相談をして、お子さんにあった間隔で接種しましょう。
平成30年度個別予防接種 （平成30年４月１日～平成31年３月31日）

医療機関名（五十音順） 電話番号 予防接種№
駅前クリニック ❸❽︱❺❶⓪⓪ ２～11
江渡内科医院 ❸❹︱❸⓪⓪⓪ １～９
かなぎ病院 ❺❸︱❸❶❶❶ １～11
かねひらクリニック ❸❺︱❸❶❻❼ １～11
健生五所川原診療所 ❸❺︱❷❺❹❷ １～11
こどもクリニックおとも ❸❾︱❷❶❺❶ １～11

佐藤内科小児科医院 ❸❺︱❹❶❺❺ ２～４、
７、８、10

市浦医科診療所 ❻❷︱❷⓪⓪❾ ７～11
瀨川内科クリニック ❸❸︱⓪❷⓪❷ ４～10
田町小山クリニック ❸❹︱❸❹❸❶ ７、８、10
つがる総合病院 ❸❺︱❸❶❶❶ １～９
てらだクリニック ❸❸︱❶❷⓪⓪ １～11
とやもり内科小児科クリニック ❺❷︱❸❸❸❶ １～10

№ 予 防 接 種 名 接種回数 対象年齢 （接種に望ましい年齢）
１ Ｂ型肝炎（＊1） ３回 １歳に至るまで（生後２カ月～９カ月に達するまで）

２ Hib（ヒブ）感染症 １～４回 生後２カ月～５歳に至るまで
＊１回目の接種月齢により接種回数が異なります。

３ 小児の肺炎球菌感染症 １～４回 生後２カ月～５歳に至るまで
＊１回目の接種月齢により接種回数が異なります。

４
四種混合
　�（ジフテリア、百日
せき、破傷風、不活
性ポリオ）

初回 ３回 生後３カ月～７歳６カ月に至るまで
（生後３カ月～１歳に達するまで）

追加 １回 生後３カ月～７歳６カ月に至るまで
（初回終了後、６カ月以上（１年～１年半）の間隔をおく）

５ 不活性ポリオ
初回 ３回 生後３カ月～７歳６カ月に至るまで

（生後３カ月～１歳に達するまで）

追加 １回 生後３カ月～７歳６カ月に至るまで
（初回終了後、６カ月以上（１年～１年半）の間隔をおく）

６ ＢＣＧ（結核） １回 １歳に至るまで（生後５カ月～８カ月に達するまで）

７ 麻しん・風しん二種
混合

１期
１回

１歳～２歳に至るまで（１歳になったら早めに）

２期 小学校就学前の１年間の小児
（５歳以上７歳未満のいわゆる幼稚園児等の年長児）

８ 水　痘 ２回 １歳～３歳に至るまで

９ 日本脳炎
（＊2）

１期初回 ２回 生後６カ月～７歳６カ月に至るまで
（３歳～４歳に達するまで）

１期追加 １回 生後６カ月～７歳６カ月に至るまで
（４歳～５歳に達するまで）

２期 １回 ９歳以上13歳未満（９歳～10歳に達するまで）

10 二種混合（ジフテリア・破傷風） １回 11歳以上13歳未満（小学６年生に相当する年齢）

11 ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防ワクチン）（＊3） ３回 小学６年生～高校１年生に相当する年齢の女子
（中学１年生）

定期予防接種　～個別予防接種をうけましょう～ 健康推進課　内線2364
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　わたしたちのまち五所川原市は霊峰岩木山を望み、津軽平野を潤し十三湖へ流れる岩木川の恵み
に育まれ、豊かな地域資源と長い歴史を誇ってきました。
　わたしたち市民は、先人たちの不撓不屈の精神によりつくりあげられた歴史と伝統を受け継ぎ、
共に支えあい開かれた平和なまちをつくるため、ここに市民憲章を制定します。

1 夢と志をもち、発展する郷土をつくります。
1 郷土に誇りをもち、文化のかおるまちをつくります。
1 学びを続け、健やかで潤いのあるまちをつくります。
1 自然を大切にし、美しく住みよいまちをつくります。
1　 きまりを守り、互いに助け合い安全なまちをつくります。

＊住宅用火災警報器を設置しましょう!
五所川原地区消防事務組合消防本部警防課 ☎35-2023（内線❶⓪❸❶）

日時…６月19日㈫
会場…芦野公園　太宰治銅像・文学碑前
▷10：30～ 「生誕祭式典」　太宰作品感想文朗読・合唱・

祝花
▷12：00～「昼食会」　会費1,000円（要事前申し込み）
＊ 参加ご希望の方は、６月６日㈬までに直接お電話で
申し込みください。
＊ 昼食会へ参加ご希望の方は、事前に申し込みくださ
い。会費は、当日会場受付で納入してください（昼
食会への当日の申し込みは、できませんのでご了承
ください）。
申込先…社会教育課　内線3339

　国重要文化財（旧津島家住宅）太宰治記念館「斜陽
館」にて特別展を開催中（入場料が必要です）。
期間…平成31年３月21日㈭まで　
会場…太宰治記念館「斜陽館」米蔵前
問…太宰治記念館「斜陽館」℡53－2020

火災・救急出動概況
五所川原市管内 ３月の火災、救急、救助出動件数 （単位：件）

火の用心　ことばを形に　習慣に全国統一防火標語

区　分
火　災 救　急 救　助

月別 累計 月別 累計 月別 累計
平成30年 2 5 182 557 3 3
平成29年 2 6 179 562 1 5
比　較 0 △ 1 3 △ 5 2 △ 2

人口
55,277人
（－317）

男
25,413人
（－143）

女
29,864人
（－174）

世帯数
25,513世帯
（－12）

人口と世帯数
平成30年３月末　住民基本台帳　（　）内は前月比

太 宰 治 生 誕 祭

～太宰作品における外国文学～
『走れメロス』・『新ハムレット』・『女の決闘』

五所川原市民憲章
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■編集発行　五所川原市役所総務部総務課　〒037―8686 五所川原市字岩木町12番地　☎35―2111
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