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分担金および負担金
2億5,260万円

0.8％

人件費
31億3,374万円

9.7％

人件費
31億3,374万円

9.7％

義務的
経費
48.4％

義務的
経費
48.4％

その他
35.6％

維持補修費
6億1,795万円 1.9％
積立金　 931万円 0.0％
予備費 2,000万円 0.1％

扶助費
78億6,461万円
24.4％

扶助費
78億6,461万円
24.4％

使用料および
手数料

3億4,921万円
1.1％

財産収入ほか
10億3,310万円

3.3％

市税
51億3,875万円
15.9％

市税
51億3,875万円
15.9％

地方譲与税ほか
14億5,673万円

4.5％

県支出金
27億822万円
8.4％

繰出金
25億4,804万円

7.9％

市債
43億8,470万円

13.6％

災害復旧事業費
3,694万円
0.1％

補助費等
45億6,591万円
14.2％

補助費等
45億6,591万円
14.2％

物件費
32億6,878万円

10.1％

物件費
32億6,878万円

10.1％
国庫支出金

59億1,836万円
18.3％

国庫支出金
59億1,836万円

18.3％

自主財源
21.1％
自主財源
21.1％

依存財源
78.9％

地方交付税
110億1,533万円

34.1％

公債費
46億2,083万円

14.3％普通建設事業費
51億3,966万円

15.9％

投資・出資金・貸付金
4億3,123万円
1.4％

性質別

投資的
経費
16.0％

投資的
経費
16.0％

市の財政状況と2019年度予算について市の財政状況と2019年度予算について
　この記事では、市民の皆さんに市の財政状況をお知らせするとともに、2019年度予算と予算編
成方針についてご説明します。

財政課　内線2212

（性質別）

　2019年度の一般会計予算は322億5,700万円となり、前年度に比べ7億6,400万円の
増となりました。増加した要因は、継続事業である「一般廃棄物最終処分場建設事業費」が
前年度に比べ約11億円の増、「ふるさと交流圏民センター（オルテンシア）大規模改修事業
費」が約3億6,000万円の増となったためです。

　当市の財政の自由度を示す経常収支比率は、2017年度決算で98.2％であり、当市の財政の自由度（弾
力性）はかなり低い状態と言えます。その要因について、歳入と歳出から分析します。

　経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測
定する指標で、低ければ低いほど、自由に使
えるお金が多くあることを示しています。
　当市は、青森県内の自治体平均と比較する
と、数字が大幅に高く推移しており、自由に
使えるお金が少ない状態が続いています。
　既存事業の見直しを行い、縮小や廃止をし
ていかなければ、新しい事業が実施できない
状況にあります。

,
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◆「自主財源」と「依存財源」
　「自主財源」は、市税などの自主的に集められるお金のことです。一方、「依存財源」は、国や県の
基準に基づいて交付されたり、割り当てられるお金のことです。地方交付税は、国から配分される
「依存財源」ですが、使える用途が広く、市の財政運営上、最も重要な財源です。

◆「自主財源」と「依存財源」の比率
　「自主財源」は2019年度予算の21.1％で、残りの78.9％が国からの地方交付税や市債（借金）でま
かなわれている「依存財源」です。財源として大きい地方交付税は、人口が減少すれば地方交付税も
減額されることとなるため、今後当市においても、減少するものと見込まれます。

◆扶助費
　生活保護、医療費、児童福祉、老人福祉な
どにかかる経費です。今後は子育て支援施策
の充実のため、毎年増加が見込まれます。
（右図）
2016年度は臨時福祉給付金事業により決算
額が特に高くなりました。

◆公債費
　公共施設の建設や改修の経費として借金し
た市債の返済に充てる経費で、2023年度ま
で増加が見込まれます。
（次ページ上段右図）

◆普通建設事業費
　市債を発行（借金）し、公共施設の建設や老
朽化した道路、橋などを補修する経費です。
　後年度の公債費へ影響することになります。
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扶助費の推移
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　公共施設の建設や老朽化した道路、橋などを補修するため、市債を発行（借金）し、後年度に返済をして
います。
　2017年度決算で、市債（借金）の残高は約522億円となっており、返済額は約48億円でした。
　新たに借入しなくても返済額は増加傾向となっていることから、厳しい状況が続く見込みです。

次回の広報紙では、2019年度実施する事業について、紹介していきます。
また、今回紹介した予算や過去の予算書等を市ホームページで公開しています。
もっと詳しく知りたい方は、ご覧ください。右ＱＲコードからアクセス可能です。
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45,301

572 511
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781
611 581

50,624

52,351 52,193

　財政調整基金は、災害対応などの財源
不足が生じた場合に、予算の不足分を補
う市の貯金です。
　一般的に「財政調整基金」は標準的な
財政規模の1割程度（約17億円）が適正
とされていますが、現状は大幅な乖離が
あります。
　2019年度当初予算編成後の残高は約
2億6,000万円となる見込みです。
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返済額の推移と見込み
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　2019年度予算では、厳しい財政状況の中で、課題を解決しながら、市民の皆さんの安全・安心と生活
の向上を着実に実行するため、次の基本方針に基づき、予算を編成しました。

全ての事務事業について必要性・
内容を精査し、類似事業の整理・
統合や効率化による見直し

子育て支援施策の充実 協働・連携事業の推進 事業・経費の整理と削減

　グラフで見てきたように、市債（借金）の返済額は増加傾向ですが、自主財源や地方交付税等の大幅な
増額は見込めない状況となっています。新たな試みに使用できる財源が乏しい状況のなかで、財源の確保
を図るため、大きく２つの方策により予算編成を行いました。

１．既存事業の大幅な見直し
　今まで実施してきた事業を全て見直し、事業内容の精査や整理・統合により約9,400万円を確保し
ました。
２．財政調整基金による調整
　財政調整基金を約3億1,700万円取り崩し、歳入予算に計上しました。これにより基金残高を昨年の
当初予算編成時より約1億2,900万円増やし、約2億6,000万円としました。今後ともムダを少なくし、
基金の増額に努めていきます。

近隣自治体や地域コミュニティ、
民間企業との課題共有・連携によ
る取り組み

未来を見据えた将来への投資とし、
子育て支援を最重点課題に設定

　今後、安定的な財政を維持し、市民の皆さんが「良くなった」と実感できる市民目線の市政実現を目指
し、下記方針に沿って、行財政改革に取り組んでいきます。

既存事業の内容精査を引き続き行
い、整理・統合による効率化を図
ります

財政計画の策定 事業見直しによる削減 事業見直しによる効率化

人員配置や行財政改革による歳出
抑制を引き続き行います

今後の財政見通しを踏まえた新た
な財政計画を策定します

5五所川原市役所　☎35－2111



□新　福祉部に「子育て支援課」を新設します。
　家庭福祉課（児童福祉全般）、市民課（児童手当）、国保年金課（乳幼児医療）、健康推進課（未熟児養育医療

等）に分散している保育や子どもに関する手当・医療給付等をまとめて担当します。
・保　育　係　保育料、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター等
・手当医療係　児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、乳幼児医療、未熟児養育医療、ひとり親家庭等医

療、母子家庭等自立支援給付金、遺児弔慰金等
□新　民生部健康推進課に「子育て世代包括支援センター」を新設します。
　妊娠から出産、育児まで妊産婦を継続的に支援するため、保健指導、支援プランの作成等を担当します。

□新　総務部総務課に「防災管理室」を新設します。
　係の業務の一つとして行っている防災対策等を担当する「室」を配置し、危機管理体制を強化します。

□新　福祉政策課を新設し、家庭福祉課の障害福祉業務と保護福祉課の民生委員・児童委員、日本赤十字社、生
活困窮者自立支援業務等を担当します（福祉政策課、子育て支援課の新設により家庭福祉課はなくなります。
生活保護業務は引き続き保護福祉課が担当します）。
□変　市民課の斎場使用許可（埋火葬許可）業務を環境対策課が担当します（金木・市浦総合支所は引き続き総

合窓口係で行います）。
□変　介護福祉課の高齢福祉係業務を地域包括支援センターが担当します。
□変　都市計画課に公共交通係を配置し、地域公共交通の利便性と効率化を推進します（管理係を廃止します）。
□変　教育委員会の指導課が学校教育課となり、転入学、就学援助も担当します。
　組織の変更により市庁舎１階の窓口も一部変わります。来庁した際は、総合案内担当職員に用務先、ご用件
をお伝えください。
　また、新体制の内線番号は未定です。４月以降は、市役所代表電話（35−2111）にてお問い合わせ内容をお
伝えください。担当におつなぎします。

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

＊着工前に申請し、市の確認を受ける必要があります。
＊2020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。
＊既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。
＊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…90基（予定）
受付期間…４月１日㈪～12月25日㈬
　（土曜・日曜日、祝日を除く）
＊予算の範囲内で随時受付します。
＊申請に必要な書類は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。
申請先…下水道課　内線2756

　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。

子育て世代を応援します

危機管理体制を強化します

その他の変更点

４月から　市の組織が変わります

浄化槽設置費用の補助金制度　新築工事・改築工事いずれも対象です

浄化槽を正しく使いましょう
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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・文化顕彰表彰式が、２月23
日、中央公民館で行われ、スポーツ顕彰で個人62名、
20団体、文化顕彰で個人18名、13団体が表彰されまし
た。受賞者を代表して、ソフトテニス競技の普及、発
展に精励しスポーツ功労賞を受賞した成田道雄さんが

「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

▽ソフトテニス＝成田道雄（五所
川原市ソフトテニス協会）
スポーツ指導者賞

▽サッカー＝齋藤準（ＦＣトゥリ
オーニ）
スポーツ特別優秀賞

▽野球＝藤森粋七丞（青森山田中）
スポーツ優秀賞（個人）

▽空手＝安田稀星（日本空手協会
弘前中央支部） ▽柔道＝對馬みな
み（東北高）、石岡来望（五一中）

▽ 少林寺拳法＝佐藤爽野（五一
高） ▽水泳＝木村修梧（五一中、
スポーツクラブ五所川原）、長谷
川葉月（五二中、フィットネスク
ラブウイング五所川原） ▽スキー
＝桑田匠（金木中） ▽卓球＝工藤
向日葵（横浜隼人高）、工藤夢（五
商高） ▽馬術＝斉藤孝典（三本木
農高） ▽陸上＝葛西蔵輝（五工高）、
山内世梨菜（五工高）
スポーツ優秀賞（団体）

▽柔道＝五所川原第一中学校柔道
部、五所川原柔道少年団 ▽少林寺
拳法＝五所川原第一高等学校少林
寺拳法部 ▽フットサル＝ＦＣトゥ
リオーニＵ−15 
スポーツ奨励賞（個人）

▽ウエイトリフティング＝鎌田凱
斗、工藤優寿輝、山口由裕（五工
高） ▽剣道＝草木壯介（東奥義塾
高） ▽サッカー＝石岡樹映留（千
葉学園高） ▽柔道＝笠井盛龍、桑
田亮太（木造高）、伊藤菜々花（五
商高）、勝浦里子、武田幹太（五
一中）、磯木雄太、對馬舜、一戸
大生、佐々木歩睦（五所川原柔道
少年団） ▽少林寺拳法＝中村長晴、
永田昇万（五一高） ▽水泳＝下山

翔大、成田美那子、花田佳悟（五
所川原水泳協会）、木村優希（五
工高）、長内響（八工大一高） ▽

スキー＝藤元彩子（金木ジャンプ
クラブ） ▽躰道＝松本智恵（五所
川原市躰道協会） ▽卓球＝工藤彩

（金城大） ▽トランポリン＝工藤
尚、小松由奈、工藤陽向、工藤絆
菜（トランポリンアカデミー） ▽
バドミントン＝中澤未菜（五所川
原ゴールデン・クラブ） ▽ボクシ
ング＝秋元啓汰、田中桐生（五工
高） ▽野球＝小田桐弘武（弘前聖
愛リトルシニアチーム） ▽ラージ
ボール卓球＝片山浩一、山形寿行

（五所川原ＬＢ卓球倶楽部）、石岡
智幸、藤森登喜（弘前アップルラ
ージ） ▽陸上＝工藤七星、三戸彩
乃、橘利佳、沼畑大、三浦里香

（木造高）、石岡将、石岡妃瀬（五
工高）、竹内豪（金木中）、石澤龍
弥（いずみ小）、成田莉愛（五所
川原陸上クラブ） ▽レスリング＝
工藤琉菜（Ｔ−Ｐleasure）
スポーツ奨励賞（団体）

▽柔道＝五所川原商業高等学校柔
道部 ▽少林寺拳法＝五所川原道院
拳友会 ▽卓球＝五所川原商業高等
学校卓球部 、五所川原ジュニア

▽トライアスロン＝ＡＣＥ五所川
原 ▽バレーボール＝五所川原工業
高等学校バレーボール部 ▽フット
サル＝ＦＣトゥリオーニＵ−15 ▽

ミニバスケットボール＝五所川原
みなみスポーツ少年団 ▽野球＝五
所川原第一中学校野球部、北五中
学校選抜、五所川原クラブ、三輪
ＢＢＣ ▽ラージボール卓球＝五所
川原市卓球愛好会（Ｂ） ▽陸上＝五
所川原商業高等学校陸上部男子
400ｍリレーチーム、五所川原第
一中学校陸上部男子400ｍリレー

チーム、五所川原第一中学校陸上
部女子１年400ｍリレーチーム

文化功労賞（個人）

▽伝統工芸＝福長勝義

▽植物研究＝長尾キヨ

▽民俗芸能＝徳田長弘
文化功労賞（団体）

▽植物研究＝津軽植物の会
文化奨励賞（個人）

▽ 音楽=阿部友香、鶴谷竜大（浪
岡高） ▽かるた＝伊藤朱莉（五所
高） ▽研究発表＝木下杏南（青森
南高） ▽書道＝中嶋久美（読売書
法会）、笠井亜美（五所高） ▽吹
奏楽＝鳴瀬千夏（弘実高） ▽短歌
＝葛西康平（五一中） ▽美術＝金
山洋子、泉谷美年子（絵画・ちぎ
り絵四つ羽会）、田中小晴（五一
高）、吉田彩乃（市浦中）、野呂歓
吉（みどりの風こども園ひろた）

▽ 弁論＝高橋美月（青森明の星
高） ▽盆栽＝太田久光（かなぎ皐
樹会）
文化奨励賞（団体）

▽合唱＝五所川原高等学校音楽部

▽かるた＝五所川原高等学校競技
かるた部、青森県選抜（五所高、
木造高合同） ▽研究発表＝五所川
原農林高等学校森林科学科６次産
業研究室、五所川原農林高等学校
生物生産科作物学研究室、五所川
原農林高等学校生物生産科野菜研
究室 ▽三味線＝五所川原第一高等
学校津軽三味線部 ▽吹奏楽＝五所
川原第一高等学校吹奏楽部、金木
中学校吹奏楽部、金木小学校吹奏
楽部 ▽デザイン＝五所川原第一高
等学校キルト同好会 ▽美術＝五所
川原第一高等学校文芸部

スポーツ顕彰・文化顕彰
個人80名、33団体を表彰

表彰式の様子

文　化　顕　彰

スポーツ功労賞
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　2016年５月より、現在使われている市指定のごみ袋に変更されました。市民の皆さんから、使い分けに関す
るお問い合わせを多数いただいていますので、改めてご説明します。

　春の清掃活動の一環として、町内会および団体の奉
仕活動で側溝から上げた泥の回収を行います。泥上げ
を実施した町内会はご連絡ください。
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をお願いします。
回収方法　泥を十分に乾燥させたのち、随時回収しま

す。泥上げ実施日から１週間～10日後を目安に回収
しますが、天候等により遅くなる場合があります。

　2019年５月から2020年11月まで、西部クリーンセン
ターの改修工事に伴い、可燃ごみは収集後に弘前およ
び黒石の処理施設へ搬入するため、通年よりもごみの
収集に時間を要することが予想されます。
　収集時間短縮のため、可燃ごみの削減にご協力をお
願いします。可燃ごみに限り１回の収集につき１世帯

　当市で2017年10月から参加してきた「みんなのメダルプロジェクト」ですが、2020年の東京オリンピックで
使用されるメダルの作成に必要な金属量の確保にめどがたったとの連絡を受けました。そのため、2019年3月31
日をもって回収を終了します。
　携帯電話およびスマートフォンの回収にご協力いただき、ありがとうございました。

注意事項
＊土のう袋以外は回収しませんので、ご注意願います。
＊必ず土のう袋を使用し、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。
＊土のう袋は配布していませんので、各町内会および

団体で準備をお願いします。
＊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にお願いします。

３袋までとなるようお願いします。
　市民の皆さんには多大なご負担をお掛けしますが、
ご理解ご協力をよろしくお願いします。
　合わせて、紙類はリサイクル品目として回収してい
ますので、紙・金属・小型電子機器等リサイクル回収
日に出していただくようお願いします。 

春のクリーン作戦（泥上げ回収）を行います

西部クリーンセンター（焼却施設）の改修工事に伴う可燃ごみの減量のお願い

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」回収期間終了のお知らせ

燃やせるごみ

五所川原市承認
第　　○　　号

五所川原市指定ごみ袋

町　　名 氏　　名

※分別されていないごみ袋は収集しません。
※町名・氏名を記入していないごみ袋は収集しません。
※口はしっかりと結びましょう。
※生ごみは、水きりしましょう。

燃やせないごみ

五所川原市承認
第　　○　　号

五所川原市指定ごみ袋

町　　名 氏　　名

※分別されていないごみ袋は収集しません。
※町名・氏名を記入していないごみ袋は収集しません。
※口はしっかりと結びましょう。

リサイクル

五所川原市承認
第　　○　　号

五所川原市指定ごみ袋

町　　名 氏　　名

※分別されていないごみ袋は収集しません。
※町名・氏名を記入していないごみ袋は収集しません。
※口はしっかりと結びましょう。
※汚れのあるものは、水洗いし、水きりしましょう。

リサイクル袋
透明に緑色の字の袋

◆プラスチックリサイクル
■資源リサイクル
★紙・金属・小型電子リサイ
クルに使用
＊ごしょりんが「この指とま
れ」のポーズをしている

燃やせるごみ袋
赤い色の袋

▲燃やせるごみに使用

燃やせないごみ袋
透明に青い字の袋

●燃やせないごみに使用
＊ごしょりんが「じゃんけんの
グー」のポーズをしている

ゴミ袋の正しい使い分けに、
ご協力をお願いします。

問　環境対策課　内線2363環境対策課からのお知らせ
五所川原市指定ごみ袋の使い方
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ＬＰガス・灯油・ストーブ・ボイラー・エアコン・住宅設備

迅速・丁寧・地域密着をモットーに

～　住宅のお困りごとは何でも御相談ください　～

TEL 0173－23－4545
〒037－0024　五所川原市みどり町６丁目１　代表　境谷　徹

　本計画は、『地球温暖化対策の推進に関する法律』第21条に基づき、市が事務事業において環境に配慮した取
り組みを率先して実行し、温室効果ガス排出量を削減することを目的に策定しています。
　2017年度の取組状況は、次のとおりです。詳しくは市ホームページに掲載しています。

＊公用車等の走行距離の減少と低燃費車の導入・更新により、ガソリン・軽油の燃料の使用量は基準年度ならびに前
年度より大幅に減少できました。また、電気の使用量は微増となりましたが、ＬＰガス、都市ガスの使用量が減少
し、総温室効果ガス排出量は前年比81,099［㎏−CO2］（0.69%）減、基準年度比276,566［㎏−CO2］（2.43％）増と
なりました。2018年度は、市役所庁舎の新築移転に伴いエネルギー使用量が変動することが想定されますが、引き
続き地球温暖化対策を推進し、総温室効果ガス削減の取り組みを実行します。

【エネルギー項目別温室効果ガス排出量［単位：kg−CO2］】

2015年度
（基準年度） 2016年度 2017年度 2020年度

（中間目標）
総温室効果ガス排出量［kg−CO2］ 11,389,978 11,747 ,643 11,666 ,544 10,250 ,980

2015年度
（基準年度） 2016年度 2017年度 前年度対比

（％）
基準年度比
（％）

ガソリン 174,006 161,039 151,392 △5.99 △13.00
軽油 523,169 420,186 316,525 △24.67 △39.50
灯油 2,272,422 2,599 ,602 2,619 ,132 0.75 15.26
Ａ重油 1,108,586 1,059 ,519 1,064 ,751 0.49 △3.95
ＬＰガス 81,536 96,136 79,446 △17.36 △2.56
都市ガス 231,025 315,886 288,706 △ 8.60 24.97
電気 6,927,163 7 ,027 ,238 7 ,075 ,024 0 .68 2 .13
ガソリン車走行 6,151 5 ,139 4 ,989 △ 2.92 △ 18.89
ディーゼル車走行 2,241 1 ,965 2 ,169 10 .38 △ 3.21
下水道処理 63,679 60 ,933 64 ,410 5 .71 1 .15
温室効果ガス排出量計 11,389,978 11 ,747 ,643 11 ,666 ,544 △ 0.69 2 .43

■総温室効果ガス排出量［㎏－CO2］

2015年度
（基準年度）

11,389,978

12,000 ,000

11,500 ,000

11,000 ,000

10,500 ,000

10,000 ,000

9,500 ,000
2016年度 2017年度 2020年度

（中間目標）

11,747,643 11,666,544

10,250,980

五所川原市役所環境保全率先行動計画〈地球温暖化対策推進実行計画〉の
2017年度温室効果ガス排出量実績	 問　環境対策課　内線2363
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　市では、人口減少や高齢化が見込まれる中にあっても市民が安心して暮らし続けられるように、徒歩や公共
交通などでアクセスしやすい拠点に都市機能を維持・誘導し、市域全体に効率的に生活サービスを提供すると
ともに、地域公共交通の再編と連携したまちづくり方針を示す「五所川原市立地適正化計画」を策定し、３月
29日㈮に公表します。
　計画内容の詳細については、市のホームページまたは都市計画課の窓口でご確認できます。

　五所川原市立地適正化計画の公表に伴い、３月29日㈮より『届出制度』が始まります。
　届出制度開始後は、都市計画区域（五所川原地域）内の対象区域で下記の行為等を行う場合には、着手する
日の30日前までに市に届出が必要となりますのでご注意ください。なお、都市計画区域外（金木地域・市浦地
域）で行う行為等については、届出の対象外となります。対象区域の範囲および届出様式等については、市の
ホームページまたは都市計画課の窓口でご確認いただけます。
　ご不明な点等がありましたら、都市計画課までお問い合わせください。
届出の対象となる区域および行為

五所川原市域
＊立地適正化計画区域（都
市計画区域）外での行為
は届出の対象外です

立地適正化計画区域
＝都市計画区域（五所川原地域）

街なか居住区域

市民交流
拠点区域

対象区域 対　　　象　　　行　　　為

市 民 交 流
拠点区域外

開発行為
　「誘導施設」を有する建築物の建築を目的とする開発行為
建築行為等
①「誘導施設」を有する建築物を新築しようとする場合
②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して「誘導
施設」を有する建築物とする場合

市 民 交 流
拠点区域内

　市民交流拠点区域内に立地する「誘導施設」を休止または
廃止しようとする場合

街　な　か
居住区域外

開発行為
①３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
②１戸または２戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、そ
の規模が1,000㎡以上のもの

建築行為等
①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して３戸以上
の住宅とする場合

　『五所川原市立地適正化計画』を策定・公表します　

３月29日（金）より立地適正化計画 『届出制度』 が始まります

10 広報ごしょがわら　４月号

　市では、人口減少の進行および高齢化に伴う交通需要の多様化など、社会環境の変化に対応した持続可能な
公共交通体系の再構築に向けて、市域全体において公共交通の再編事業を進めていく方針です。
　「生活の足」を担う路線バスは、近年利用者数は伸び悩む一方で、路線を維持するための市の補助金額は増加
傾向にあり、さらに乗務員の人手不足等さまざまな課題を抱えている状況です（下図参照）。
　こうしたことから、地域住民の皆さんと公共交通の現状および課題を共有しながら、地域の需要に即した今
後の公共交通のあり方を話し合う懇談会を下記のとおり開催しますので、多数のご来場をお待ちしています。

＊事前のお申し込みは必要ありません。
＊他の地区も、順次開催予定です。
＊ご不明な点等がありましたら、都市計画課までお問い合わせください。

問…都市計画課　内線2634

届出の対象となる「誘導施設」

　通学に津軽鉄道を使いませんか。汽車通学には送迎
での運転時間短縮や雪道運転からの開放、さらには渋
滞の緩和やお子さんの健康増進など、様々なメリット
があります。今春からの通学に津軽鉄道をぜひ、ご利
用ください。
（参考：津軽五所川原駅～金木駅間　14,400円／月）

平成30年度目標乗車人数 300,000人
平成31年１月までの乗車人数 158,865人
速報‼平成31年２月の乗車人数 18,569人
目標達成まであと… 122,566人

通学に津軽鉄道を使いましょう 問　津軽鉄道株式会社　℡34－2148

図　直近５年間の市内路線バスの年間輸送人員および市補助金額の推移
補助金額　　－◆－輸送人員

2014年度

79,85479,854

564,430564,430

86,54686,546

615,393615,393

97,27597,275

695,284695,284

101,015101,015

576,921576,921

103,762103,762

569,803569,803
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誘導施設 概　　　　　　　　　要
①医療施設 病院、一般診療所（＊歯科医業のみを除く）
②福祉施設 地域包括支援センター、保健センター
③文化施設等 市全域や広域からの利用が想定される文化施設・交流施設（例：公民館、図書館など）

④行政施設等 市民を対象とした窓口を有し、市全域や広域からの利用が想定される行政施設等
（例：市庁舎、国・県の機関、郵便局、金融機関など）

⑤交通拠点施設 「交通拠点」としての機能を有する施設（例：鉄道駅舎、バスターミナルなど）

対象地区 開催日時 会　　　場 地区内を運行する再編対象バス路線
飯詰地区 ４月９日㈫　18：00～ コミュニティセンター飯詰 飯詰能開短大環状線
長橋地区 ４月10日㈬　18：00～ コミュニティセンター長橋 飯詰能開短大環状線、高野環状線
梅沢地区 ４月11日㈭　18：00～ 梅沢コミュニティセンター 高野環状線
七和地区 ４月12日㈮　18：00～ 七和福祉プラザ 高野環状線

地域公共交通のあり方に関する懇談会を開催します
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2019年度国民年金保険料額
　2019年度の国民年金保険料は、月額16,410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
　学生であっても20歳以上の方は、国民年金に加入し
なければなりません。申請し承認されると、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）。
　この制度は、毎年度申請が必要ですが、学生納付特
例の承認を受けている人で、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。学生納付特例の申請をする場合は、
はがきに必要事項を記入し、返送してください。
　なお、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、老齢基礎年金の受給資格要件

には算入されますが、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（承認を受けた年度の翌年度か
ら起算して３年度目以降に追納する場合は、当時の
保険料に加算額が上乗せされます）。
申請に必要なもの…年金手帳またはマイナンバーがわ

かるもの、学生証または2019年度発行の在学証明書、
認印、雇用保険離職票等（会社等を退職し学生にな
った方）
問…国保年金課　 内線 2343
　　弘前年金事務所　℡0172−27−1337

　2019年度（2018年分）市民税・県民税の申告をまだ
していない方は、忘れずに行いましょう。
　収入がない方でも、申告が必要な場合があります。
　詳細は、広報１月号と同時配布した「平成31年度市
民税・県民税申告のお知らせ」に掲載されていますの
でご確認ください。こちらは、市ホームページへ掲載
しているほか、税務課や各総合支所窓口にも備え付け
てあります。
＊申告が必要な方が申告しなかった場合、国民健康保

険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等が適正
に計算されないことがあるほか、所得課税証明書等
が発行できないなど、さまざまな行政サービスが行
き届かなくなる場合があります。

＊確定申告をされる場合は、税務署での手続きをお願
いします。

＊ご本人が申告できないやむを得ない事情がある場合
やご不明な点については、お問い合わせください。
問…税務課　内線2253
　　金木総合支所総合窓口係　内線3114
　　市浦総合支所総合窓口係　内線4014

　税務課では2019年度から２カ年かけて
家屋特定事業を行います。家屋特定事業
は、現在台帳に登録されていない家屋の
登録、すでに取り壊しされている家屋の
台帳削除等、台帳の整備を進めることを
目的としています。それに伴い当課から
の連絡および実地調査を行う場合があり
ますので、ご協力をお願いします。
＊許可なく敷地内に入り調査を行うこと

はありません。
問…税務課　内線2263

　固定資産の課税（固定資産税・都市計画税）の基礎
となる価格等をあらかじめ所有者に確認していただく
ため、2019年度土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等
縦覧帳簿を縦覧に供します（路線価格等の公開もして
います）。
　登録されている価格に不服がある場合は、固定資産
課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登
録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた
日後３カ月を経過する日までの間に固定資産評価審査
委員会に審査の申し出をすることができます。
対象…昨年中に土地・家屋を所有権移転した方、家屋

を新築・増築・取得した方等、すべての納税者
＊これから家屋の新築・増築・取り壊しをする場合は、

ご連絡をお願いします。
縦覧期間…４月１日㈪～５月31日㈮（閉庁日を除く）
縦覧時間… 8：30～17：15
縦覧場所
　五所川原地区　税務課　内線2263
　金木地区　金木総合支所総合窓口係　内線3114
　市浦地区　市浦総合支所総合窓口係　内線4014

国民年金保険料について

市民税･県民税の申告は
お済みですか

縦覧帳簿で固定資産を
確認できます

家屋特定事業について

　市役所かわら版は市職員も出演し、市政情報をお伝えしています。
市役所かわら版放送時間（４月１日㈪より）
平　日　7：52 ／ 12：40 ／ 16：52 ／ 18：00
＊金曜日は、18：00からの放送がありません。
土曜日　9：00 ／ 12：00　　日曜日　11：00 ／ 12：00 
＊災害発生時には、状況や避難等の情報も放送します。
＊市政情報のほか、災害発生時にもラジオをご活用ください。

聴 く
～市政情報～
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　2016年３月に五所川原市と圏域市町（つがる市、鰺ケ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町）が「五所川原圏域定
住自立圏形成協定」を締結したことから、２市４町で開催される各種教室を自由に受講できるようになりまし
た。当市または、他市町の教室を受講希望される方は中央公民館までお問い合わせください。

　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
ながら学習するものです。
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・性別・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７日㈫
開 講 式…５月14日㈫　10：00～　中央公民館
＊決定通知・日程の通知はしません。開講式に出席し

てください（開講式で、各教室の日程の打合せを講
師とともに行います）。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。
申込先…〒037−0016 　五所川原市字一ツ谷504−1
　五所川原市中央公民館　℡35−6056／℻35−6058

　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・性別・電話番号を記入し、金木公
民館へお申し込みください。
申込締切…４月26日㈮
開 講 式…５月９日㈭　10：00～　金木公民館
＊決定通知・日程の通知はしません。開講式に出席し

てください（開講式で、各教室の日程の打合せを講師
とともに行います）。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。
申込先…〒037−0202　五所川原市金木町菅原367−1

　子どもたちの健やかな成長を願い「子どもフェステ
ィバル」を開催します。子どもと一緒におとうさん、
おかあさんのご来館をお待ちしています。参加費は無
料です。
　また、皆さんからのご好意により頂いた「こいのぼ
り」を毎年泳がせていますので、不要になった「こい
のぼり」がございましたら、ご提供をお願いします。
絵本コーナー（市立図書館による貸し出しがあります。）
＊お菓子コーナー（有料）があります／どの時間からで

も参加できますので、お気軽に公民館にお越しくだ
さい。内容については協力者の都合により変更にな

開催教室一覧

　金木公民館　℡53−3581／℻53−2474

る場合もありますので、ご了承ください。
日時…４月20日㈯　9：30～14：00　場所…中央公民館
内容…　9：30～10：00　こいのぼり設置

10：00～10：30　森田むらおさんのマジック／読
み聞かせ

10：30～11：30　こいのぼり作り、お抹茶と和菓
子でお祝い（無料）　

11：30～12：30　豚汁無料配布（おにぎり持参）
12：30～14：00　軽スポーツ体験、むがしっこ語

り、こけ玉作り、バルーンアート体験
問…中央公民館　℡35−6056

開催教室一覧

＊曜日、時刻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。

教　　室　　名 曜日 時　　間
茶道（遠州流） 月曜日 12：00～15：00
むがしっこ 月曜日 10：00～12：00
ストレッチ体操 火曜日 10：00～12：00
手編み 火曜日 10：00～12：00
書道 水曜日 10：00～12：00
謡曲 水曜日 14：00～16：00
英会話 水曜日 19：00～21：00
パッチワーク 木曜日 10：00～12：00
太極拳 木曜日 18：00～20：00
盆栽 木曜日 18：30～20：30
エンジョイスポーツ 金曜日 10：00～12：00
着付け 金曜日 10：00～12：00
囲碁 土曜日 14：00～16：00
津軽三味線

（レベル別指導） 土曜日 17：00～20：00の
うち１時間程度

教　　室　　名 曜日 時　　間
陶芸 月曜日 13：00～16：00

健康ダンス 火曜日
木曜日 13：00～15：00

さき織り 水曜日 　9：00～16：00
料理 木曜日 10：00～13：00
そば打ち 金曜日 10：00～12：00
絵画 土曜日 13：00～16：00

2019年度「みんなの教室」受講生募集

2019年度「市民教養教室」受講生募集

公民館からのお知らせ

第22回子どもフェスティバル
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　どうも髙瀬です。地域おこし協力隊として着任して１年。
　五所川原市としては初めての地域おこし協力隊の採用で、また私自身、地域おこし協力隊について
無知だったこともあり、はじめはこの制度の勉強から始まりました。移住相談会でも他県の地域おこ
し協力隊の方と交流しながら、地域おこしの情報をとにかく集めてきました。
　また、地元イベント等を取材し、その様子をＳＮＳで発信する際、私は動画を活用して分かりやす
く地域の魅力を伝えたいと考え、動画編集を勉強してきました。私自身、これまでの経験からパソ
コンの知識は多くありましたが、編集はとても難しいものでした。それでも工夫し、楽しみながら、
様々な動画を作成し、TwitterやYouTube等で五所川原の楽しさを発信することができたと思い
ます。
　前職がシステムエンジニアだったこともあり、これまで協力隊の活動を通して知り合った方々から、
ホームページ作成やパソコン等について様々な相談を受けるなど、ＩＴに関するニーズの高まりを感

じています。地元のＩＴを強化することで、インターネットで情報取得する若者たちへの情報発信が可能になり、五所川原を
知ってもらえる機会が増えるなど活性化につながると考え、今後も活動していきます。

　こんにちは、やましたです。協力隊として着任してから、早くも1年が経とうとしています。
振り返ってみると、市内の様々な情報を発信するべく、相棒のカメラを片手に走り回った１年だ
ったと思います。
　最近は、県内の協力隊がゆるーく集まれる会を企画したり、イベントを開催する側の方と仲良
くなったり、でる・そーれさんと法政大学が実施したフィールドスタディに参加したりと、徐々
に活動の幅も広まってきたかなーと。
　こういった活動をベースに、2019年度からは今めちゃくちゃやりたいことである「パンの
ある暮らし」「古道具ＤＩＹ」「対人支援（心理的支援）」の３つをテーマに、活動の厚みを増し

ていきたいと思っています。文字にすると３つともバラバラな感じがしますが、実はちゃんと共通する部分があるんですよ。
　地域づくりとかそういうのはもちろんですが、山下という１人の人間に対して「ここのパン屋さ
んが美味しいよー」とか「ここで古道具市やってるよー」とか「こういう人が心理支援やってるよ
ー」とかとか、情報あればぜひ教えてください。喜びます笑。逆に教えてくれーでもいいです。ぼ
くが知ってる範囲でお答えします。
　自分のことを話すのは何だか恥ずかしいような、こそばゆい感じがするんですが、やっぱりちゃ
んと知ってほしいし、ちゃんと知りたいんです。だから発信しないと始まらない。今後も少しずつ
書いていけたらなぁと思います。

▽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活動やイベント情報を「ごしょ
ぐらしFacebook」や五所川原市地域おこし協力隊の

「Twitter」「Instagram」「YouTube」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。

▽地域のイベントや面白い取り組み情報募集中
　地域のお祭りやイベント、面白い取り組みの情報を
募集しています。自薦他薦、規模の大小は問いません。
隊員が伺って、取材や情報発信を行いますので、お気
軽にご連絡ください。

▽今年度を振り返って
　地域おこし協力隊として五所川原市に着任し、早１年が過ぎようとしています。これまで、地域の皆さんに
サポートしていただきながら、何とか手探りで活動を進めてくることができました。
　これからも五所川原の楽しさを発信していきますので、ご支援とご協力、よろしくお願いします。

地域の皆さんと共に移住・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む

「地域おこし協力隊」の活動状
況をご紹介します。

▽私たちが地域おこし協力隊です。

山下　　貴　隊員 髙瀬　祥彰　隊員

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.11	 問		企画課		内線2235

【髙瀬　祥彰隊員から】

【山下　貴隊員から】

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

今後も活動へのご理解とご協力を

よろしくお願いします。
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　「五所川原圏域空き家バンク」は、空き家を売りたい・貸したい人（空き家登録者）の物件を、居住するため
に空き家を買いたい・借りたい人（利用希望者）に紹介するための仕組みです。
　空き家の有効活用などを図り、五所川原圏域定住自立圏（五所川原市・つがる市・鰺ケ沢町・深浦町・鶴田
町・中泊町）への定住促進や空き家の流動化を図るためにも、ぜひ登録ください。
　空き家バンクの運営は、圏域自治体と宅建事業者（協力事業者）が連携して行い、市ホームページで空き家
情報を全国へ発信します。

　県下一斉に春の火災予防運動が実施されます。五所
川原地区消防事務組合消防本部および五所川原消防署、
金木消防署ならびに市浦消防署管内では、防火ＰＲの
ため広報パレードを実施します。
実施期間…４月８日㈪～14日㈰
統一標語
　『 忘れてない？　サイフにスマホに火の確認 』
主な行事
消防署および幼年消防クラブ等による防火パレード
・金木地区　朝日山地内　４月８日㈪　10：00～10：30
・市浦地区　相内地内　　４月９日㈫　 9：50～10：20
・五所川原地区　エルムの街ショッピングセンター内
　　　　　　　　　　　　４月10日㈬　10：30～11：00
問…消防本部予防課　℡35−2020

　119番通報のなかには「火事！火事！早く！」や「交
通事故です！早く来て！」などと実際に火災に見舞わ
れた時や家族がケガや急病の時は、気が動転し、落ち
着いて通報ができなくなることがあります。しかし、
あわてて一方的に話すと、正確に伝わらない上、時間
もかかります。自分だけで一気に話そうとせず、119
番受付員が必要なことを順にたずねますので、それ
に応じる形で、落ち着いてはっきり正確
に答えましょう。
　119番のかけ方は、五所川原地区消
防事務組合のホームページにも掲載し
ています。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問…消防本部指令課　℡35−2027

　２月８日、第42回青森県消防職員意見発表会が八戸
市で開催され、五所川原地区消防事務組合の代表とし
て意見発表した五所川原消防署の北川惠太消防士が優
秀賞に輝きました。

　受賞にあたり北川消防士は「一秒を争う災害現場へ
の出場途上においては、交差点でのスムーズな緊急車
両進入が不可欠です。雨天時や聴覚障害を持つ方など
幅広く視覚的に緊急車両の接近を周知させるため、信
号機上に遠隔操作が可能な緊急車両接近回転灯の設置
を提案し、『命を繋ぐ道』と題し発表しました。災害
現場へ向かう緊急車両の安全かつ円滑な走行について、
伝える機会を与えていただき感謝しています」と喜び
を語りました。
　平山賀規署長は「今回の受賞を機に、市民に信頼さ
れる消防士として更なる飛躍を期待します」と話しま
した。

●物件の登録から契約までの主な流れ
　①空き家バンク登録申請

　②宅建事業者による物件の現地調査

　③市ホームページで物件情報を公開

　④宅建事業者の仲介のもと契約を締結

＊空き家バンクへの物件登録は無料です。
＊成約時は仲介手数料が発生します。
＊物件の交渉・契約の締結に市は一切関与しません。

●五所川原圏域空き家バンクのイメージ

空
き
家
登
録
者
【
売
り
た
い
・
貸
し
た
い
】

五所川原圏域
空き家バンク

協力事業者
（宅建事業者）

利
用
希
望
者　

【
買
い
た
い
・
借
り
た
い
】

登録申請 情報発信

交渉・契約 交渉・契約

現地調査

情報提供

消防本部からのお知らせ
春の火災予防運動のお知らせ 119番のかけ方について

青森県消防職員意見発表会で優秀賞

空き家バンクに物件を登録しませんか　問　企画課　内線2231

優秀賞を受賞した北川消防士

空き家を所
有する

皆さんへ
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　２月10日、第60回五所川原市学
童スキー大会、第18回北奥羽学童
ジャンプ大会が嘉瀬スキー場で開
催され、開会式に出席しました。
　嘉瀬スキー場には、私も子ども
の頃よく通っており、当時のこと
が懐かしく思い出されました。
　大会には、市内はもちろん、弘
前市、大鰐町、秋田県鹿角市から
も参加があり、長年にわたって広
く親しまれていることを嬉しく思
います。今後も末永く開催される
ことを期待しています。

　２月12日、13日の２日間、つが
る克雪ドームで、折り紙飛行機の

「室内滞空時間」「室内距離」のギ
ネス世界記録への挑戦が行われま
した。
　私も激励に訪れ、試投式では実
際に飛ばしてみました。
　気温が低く、条件が悪かったこ
ともあり、残念ながら今回は記録
更新とはなりませんでしたが、ぜ
ひ、また当市でチャレンジして欲
しいと思っています。

　３月２日、中央公民館で五所川
原市立高等看護学院第51回卒業証
書授与式が行われました。
　卒業された31名の皆さんは、こ
れからの医療の現場を支える大切
な人材です。
　本学院で学んだことを存分に発
揮し、患者さんに寄り添い、共感
できる看護師として、ご活躍され
ますことを心から期待しています。

　学童スキー・ジャンプ大会が嘉瀬スキー場で開催されました。金木地
区はスキーが盛んで、オリンピック選手も出ています。この大会から将
来、日本を代表する選手が輩出されることを期待しています！
　また、五所川原市立高等看護学院を卒業された皆さんには、患者さん
に安心を与えることができる看護師を目指して欲しいと思います。

２月10日　学童
スキー・ジャンプ大会

２月12日　折り紙飛行機
ギネス世界記録に挑戦

３月２日
ご卒業おめでとうございます

　３月28日～30日にかけて、高崎アリーナ（群馬県高
崎市）で行われる、第50回全国ミニバスケットボール
大会へ出場する、五所川原みなみスポーツ少年団の選
手の皆さんが１月31日、市長を表敬訪問しました。
　五所川原みなみスポーツ少年団は、12月に十和田市
で行われた青森県予選会決勝戦で新井田（八戸）を破
り、全国大会出場を決めました。
　キャプテンの俵谷丈さん（南小６年）は「県大会で
は、たくさんの応援があったので、優勝することがで
きました。全国大会ではリーグ優勝目指して頑張りた
いです」と意気込みを話しました。

　２月11日、中央公民館で折り紙ヒコーキ教室が行わ
れました。この日、講師として紙飛行機の「屋内滞空
時間」の世界記録保持者で「折り紙ヒコーキ協会」会
長の戸田拓夫さんが、参加した親子連れ約50名に、よ
く飛ぶ折り方やコツを教えました。
　折り方に戸惑いながらも、紙飛行機を完成させた子
どもたちが実際に飛ばしてみると、遠くまで飛ぶ飛行
機に興奮していました。また、戸田さんが紙飛行機の
飛ばし方のデモンストレーションを行うと、会場は大
きな歓声に包まれました。折り紙ヒコーキ教室に参加
した神悠華さん（五小２年）は「紙飛行機が遠くまで
飛んでびっくりしました」と楽しそうに話しました。

市長だより市長だより市長だより市長だより 学童スキー・ジャンプ大会＆折り紙飛行機＆
高等看護学院卒業式

全国大会へ出場する選手の皆さん
折り紙ヒコーキ教室で製作した
紙飛行機を飛ばす子どもたち

第50回
全国ミニバスケットボール大会出場 紙飛行機教室が開催されました
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　２月10日、金木町の嘉瀬スキー場で市学童スキー大
会と北奥羽学童ジャンプ大会が開催されました。市内
外から24名の児童の皆さんが参加し、アルペン、クロ
スカントリー、ジャンプ競技で日頃練習した成果を競
いました。

 

結果は次のとおりです。
第60回五所川原市学童スキー大会

▽アルペン競技　
小学校男子　低学年の部　①原田哲志（金木小）
　②福井　縁（金木小）
小学校女子　低学年の部　①小松夢音（金木小）
　②𠮷崎　舞（金木小）
小学校女子　５年の部　　①三橋真緒（金木小）
　②三橋美緒（金木小）
小学校男子　６年の部　　①小松音海（金木小）
　②沢田勇渡（金木小）　 ③田中利空（三輪小）
小学校女子　６年の部　　①藤元彩子（五小）
　②斎藤璃子（金木小）

▽クロスカントリー競技　
小学校男子　低学年の部　①澤田海心（金木小）

　３月９日、市浦地区、みどりの風こども園あとむに
おいて、卒園する皆さんに対し、しうら婦人防火クラ
ブより卒園記念品の贈呈式が行われました。
　式では佐藤杏奈会長が「小学校へ入学してからも火
の用心を忘れず勉強やスポーツを頑張ってください」
とあいさつ。卒園する９名の皆さん（男子６名・女子
３名）に住宅用火災警報器が贈られました。
　しうら婦人防火クラブは、市浦地区を中心に住宅用
火災警報器の普及広報活動や春・秋の火災予防パレー
ドに参加して防火活動に積極的に取り組んでいます。
  佐藤会長は「防火パレードやふるさとまつりなどで、
住宅用火災警報器設置の活動を子ども達と一緒にやっ
てきたこともあり、家庭内での火災予防の意識も高ま

小学校女子　低学年の部　①沢田珠慧莉（金木小）
　②岡本　萌（金木小）
小学校男子　４年の部　　①𠮷崎　奨（金木小）
　②芦田　史（金木小）
小学校男子　６年の部　　①岡本大夢（金木小）

▽ジャンプ競技　
小学校女子　低学年の部　①沢田珠慧莉（金木小）
　②岡本　萌（金木小）　 ③小松夢音（金木小）
小学校男子　４年の部　　①𠮷崎　奨（金木小）
小学校男子　６年の部　　①岡本大夢（金木小）
　②沢田勇渡（金木小）
小学校女子　６年の部　　①藤元彩子（五小）

 

第18回北奥羽学童ジャンプ大会
①藤元　彩子（金木ジャンプクラブ）
②岡本　大夢（金木ジャンプクラブ）
③沢田　勇渡（金木ジャンプクラブ）
④海沼　優月（鹿角ジャンプスポーツ少年団）
⑤沢田珠慧莉（金木ジャンプクラブ）
⑥工藤　　和（金木ジャンプクラブ）

りました。これからも普及率向上の活動を継続してい
きたいと思っています」と話しました。

　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窓口を開庁しますのでご利用ください。

開庁日時　３月30日㈯・31日㈰	／４月６日㈯･７日㈰　8：30～17：15
＊詳しくは、広報ごしょがわら３月号（P３）または、市ホームページ（http://www.city.goshogawara.lg.jp/kura
　shi/kurashi/madogutikaityou.html）でご確認ください。

学童スキー大会で熱戦

しうら婦人防火クラブより住宅用火災警報器贈呈

３月末・４月初めの土曜・日曜日に市役所本庁窓口を開庁します

贈呈式の様子

アルペン競技の様子

北奥羽学童ジャンプ大会の様子
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はじめてでも簡単に納付完了！

＊詳しいご利用方法はLINE Payのホームページをご覧ください。

＊納付できる税・料金
　市民税・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、上下水道料金（一部除く）

☞LINEアプリをお持ちでない方はApp StoreもしくはGoogle Playから「LINE」で検索してダウンロードして
ください。

☞納付の履歴は「LINE Payウォレットの決済履歴」「LINEメッセージ」により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には、スマホ納付完了後３週間程度かかりますので、すぐに納

税証明書が必要な方は、市役所、金融機関、コンビニでお支払いをお願いします。
☞次の納付書はLINE Pay請求書支払いで納付することができませんのでご注意ください。
　・ 各期（１期分）の金額が５万円以上の納付書
　・ コンビニ取扱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
　・ 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

2019年４月１日から
ご利用可能になります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LINE Pay請求書支払い
で納付できるようになります！

◇ LINE Pay請求書支払いの「コードリーダー」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。
◇ LINEポイントを納付に使えます。

１

ＬＩＮＥ Ｐａｙの「ウォレット」

タブ内　「請求書支払い」を

タップ

２

立ち上がったコードリーダー

でお手元の納付書のバーコー

ドを読み取る

３

納付内容を確認して納付する

お問い合わせ先　　五所川原市役所　℡35－2111
（市税）収納課　内線2272  ／（保育料）家庭福祉課　内線2494  ／（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2345  ／（市営住宅家賃）建築住宅課　内線2662
（墓園管理料）都市計画課　内線2632  ／（法定外公共物使用料）土木課　内線2618
（水道料金）上下水道部経営管理課　内線2716

お知らせ
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　2019年度の物価変動率（1.0％）に
基づき、児童扶養手当、特別児童扶
養手当、特別障害者手当等は４月か
ら1.0％の引き上げとなります。
４月以降の手当月額

▽児童扶養手当（８月振込分から）
　全部支給　42,910円
　一部支給　42,900円～10,120円

▽特別児童扶養手当
　（８月振込分から）
　１級　52,200円
　２級　34,770円

▽特別障害者手当等
　（４月振込の４月分から）
　特別障害者手当　27,200円
　障害児福祉手当　14,790円
　福祉手当　　　　14,790円
問…家庭福祉課　内線2486

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（岩木川左岸）

期間…７月～2020年６月（予定）
手当…月額4,500円程度
申込み…５月17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。

募集人員…１人
＊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。
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

　青森県と市では、防災の基礎を学
ぶとともに、女性の視点を生かした
防災対策を推進することを目的とし
たワークショップを開催することか
ら、女性の参加者を募集しています。

　詳細が決まりましたら、青森県防
災ホームページ、市ホームページで
お知らせします。
日程…６月から10月にかけて、土

曜・日曜日、祝日に３回程度開催
予定。
会場…市内
講師…日本赤十字社青森県支部
　　　吉川靖之氏
問…青森県防災危機管理課
　　℡017−734−9088
　　総務課　内線2115

　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…４月10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。

　次の①～③などを内容とする働き
方改革関連法が、４月１日に施行さ
れます。
　労働基準監督署では、改正内容の
説明や、日頃の労務管理上の疑問の
解決を目的として、企業を個別訪問
しています。労務調査とは異なりま
すので、ぜひご利用ください。
働き方改革関連法の主な内容
①時間外労働の上限規制と36協定の

様式変更
②年５日の年次有給休暇の取得義務

付け
③タイムカードや事業者の現認など

による労働時間把握の義務付け
申込先…五所川原労働基準監督署労

働時間相談・支援班　℡35−2309

　今年の10月１日に予定されている
消費税率引き上げの際には、軽減税
率制度が実施され、税率８％と10％、
双方の商品を取り扱う事業者は様々
な対応が必要になります。
　こうした事業者を支援するため、
国において軽減税率に対応するため
のレジや受発注システム、請求書の
発行を行うシステムの改修・導入に
対する補助金が用意されています。
　早めに対応していただきますよう、
よろしくお願いします。
　詳しくは、市や軽減税率対策補助
金事務局ホームページをご確認くだ
さい。
問…軽減税率対策補助金事務局
　　℡0120−398−111

行政・人権相談
　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11日㈭　10：00～12：00

▽４月25日㈭　10：00～12：00
　市役所１階相談室１Ａ
問　市民課　内線2324
金木地区（行政・人権合同相談）

▽４月17日㈬　10：00～12：00　
　金木総合支所４階第２会議室
問　金木総合支所　内線3104
市浦地区（行政・人権合同相談）

▽４月９日㈫　10：00～12：00　
　市浦総合支所
　青森あすなろホール市浦
問　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　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30年度人権教室より／
　中央小６年生）
人の心は声に出さないと伝わらない

軽減税率対策補助金が用意
されています

児童扶養手当、特別児童扶
養手当および特別障害者手
当等受給者の皆さんへ

河川愛護モニター

女性を対象とした防災ワー
クショップを開催します

消費生活相談

４月１日に働き方改革関連
法が施行されます

お知らせ
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家賃…入居基準があり、家賃は所得
金額に応じて決定します。

　①18,100円～35,700円程度
　②21,200円～41,700円程度
　③16,600円～32,600円程度
　④21,500円～43,000円程度
　⑤10,600円～21,200円程度
　⑥13,000円～25,600円程度
　⑦58,000円（一律）
受付…①～⑥は４月１日㈪～４月10

日㈬、⑦は随時募集中（ただし、
入居者決定次第、募集を締め切り
ます／すべて土曜・日曜日を除く）。

＊今回の募集は、①～⑥が６月１日
入居予定、⑦は５月１日入居予定
です／駐車場は原則として１住戸
に１台です。２台目駐車場につい
ては空区画がある場合のみ貸出し
ます／駐車場料金は、家賃とは別
に徴収します／冬期の駐車場や共
用部分の除雪は入居者の皆さんで
行っていただきます。

問…株式会社　サン・コーポレーシ
ョン　住宅管理係　℡38−3181

　岩木川河川敷公園内（旧市役所庁
舎裏の河川敷）に設置している市営
ゲートボール場は、周辺環境等の変
化に伴い、４月１日付で廃止するこ
ととなりました。
　市営ゲートボール場であった場所
は岩木川河川敷公園内の緑地となり、
引き続き公園として利用できます。
　なお、ゲートボールは、つがる克
雪ドームの緑地および拡張グラウン
ドで練習等を行うことができます。
問…スポーツ振興課　内線2954

　県では、自動車税の口座振替の申
し込みを受け付けています。
　2019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26日㈮までに、
取扱金融機関または地域県民局県税
部にお申し込みください（すでに口
座振替を申し込まれている方でも、
自動車の買い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となります）。

　当市およびつがる市合同で実施す
る、手話奉仕員養成講座の受講生を
募集します。
　聴覚に障がいのある方の生活や福
祉制度について理解と認識を深め、
日常生活に必要な手話を習得します。
内容…手話実技・交流・講義
対象…聴覚に障がいのある方に理解

と熱意を有し、ろうあ者と交流を
希望する方

受講料…無料（テキスト希望の方は
3,000円（税別）負担）

▽入門課程（初心者向け）
期間…５月17日～10月18日の毎週金

曜日　19：00～20：30
会場…中央公民館

▽基礎編（入門課程修了者または手
話検定４級以上の方が対象）
期間…５月７日～11月５日の毎週火

曜日　19：00～20：30
会場…つがる市生涯学習交流センタ

ー「松の館」
申込先…西北五ろうあ協会　工藤
　　　　℻29−2421
　　　　家庭福祉課　内線2487

募集住戸
①松島団地　１戸（鉄筋コンクリー

ト／２ＤＫ／１階玄関）
②松島団地　１戸（鉄筋コンクリー

ト／３ＤＫ／１階玄関）
③新宮団地　２戸（木造／２ＬＤＫ

／１階玄関）
④新宮団地　２戸（木造／３ＬＤＫ

／１階玄関）
⑤広田団地　３戸（鉄筋コンクリー

ト／３Ｋ／３階玄関）
⑥広田団地　１戸（鉄筋コンクリー

ト／３ＬＤＫ／２階玄関）
⑦新宮団地　１戸（木造／３ＬＤＫ

／特定公共賃貸住宅・１階玄関）
＊申込者および同居予定者の人数等

の制限について、①～③は２名以
上、④⑥は３名以上、⑤は条件付
きで単身から可、一般は２名以
上。⑦は人数が２名以上で政令月
額（世帯の総所得から控除額を差
し引き、12カ月で割った金額）が
158,000円以上487,000円以下に限
ります。

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
問…西北地域県民局　県税部　納税

管理課　℡34−2111　内線205

　４月２日㈫以降、税務署での面接
による申告・相談は「事前予約制」
となります。ご希望の方は、相談日
時をあらかじめ電話等でご予約の上、
お越しください。
　ご予約の際には、住所・氏名・相
談内容をお伺いします。
　なお、国税に関する一般的な相談
は「電話相談センター」をご利用く
ださい。
問…五所川原税務署　℡34−3136

　西北五視力障害者福祉会では、視
覚に障がいがあっても住みやすい社
会を目指し、研修会等を通じて情報
交換等をしています。
　視覚に障がいをお持ちの方、ある
いは視覚に障がいのある方への理解
を示す方、会員になりませんか。
問…西北五視力障害者福祉会　開米
　　℡37−2068

　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　1,500円

▽Ｂ区画　3,000円

▽Ｃ区画　4,300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

試用期間内（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ダウン
ロードできます。
申込先・問…金木総合支所産業建設

係　内線3208

手話奉仕員養成講座受講者募集

県営住宅入居者募集

ふれあい体験農園参加者募集

市営ゲートボール場の
廃止について

西北五視力障害者福祉会
会員募集

五所川原税務署からのお知らせ

自動車税の納付は口座振替
をご利用ください
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　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㈪～2020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…家庭福祉課
　　　　金木総合支所総合窓口係
　　　　市浦総合支所総合窓口係
問　家庭福祉課　内線2482

　2019年３月分（４月納付分）から
の協会けんぽ青森支部の保険料率が、
次のとおり変更となります。
健康保険料率

2019年２月分（３月納付分）まで
給与・賞与の9.96％

↓
2019年３月分（４月納付分）から

給与・賞与の9.87％

介護保険料率

2019年２月分（３月納付分）まで
給与・賞与の1.57％

↓
2019年３月分（４月納付分）から

給与・賞与の1.73％

＊40歳～64歳の方（介護保険第２号
被保険者）には、健康保険料率に
全国一律の介護保険料率が加わり
ます。

＊賞与については、支給日が３月１
日分から変更後の保険料率が適用
されます。

＊詳細は協会けんぽ青森支部までお
問い合わせください。

問…協会けんぽ青森支部
　　℡017−721−2799

▽緑の募金のお願い
期間…４月１日㈪～５月31日㈮
　豊かな自然がもっと広がることを
願い「緑の募金」活動を展開します。

ゴールデンウィークに年次有給休暇
をプラスしましょう
　今年のゴールデンウィークは、
土・日・祝日を所定休日とする企業
の場合、10連休となります。年次有
給休暇をプラスして、自分流バケー
ションを楽しみましょう。
年次有給休暇の計画的付与制度の導
入を検討しましょう
　労働基準法が改正され、2019年４
月より使用者は、10日以上の年次有
給休暇が付与されるすべての労働者
に対し、毎年５日、時季を指定して
年次有給休暇を与える必要がありま
す。ただし、計画的付与制度などに
より、労働者がすでに取得した年次
有給休暇の日数分は、時季指定の必
要がなくなります。年次有給休暇の
計画的付与制度の導入を検討しまし
ょう。
問…青森労働局雇用環境・均等室
　　℡017−734−6651

　県では、県内中小企業の方が活用
できる関係各機関の融資制度や支援
事業について広く知っていただくた
め、説明会を開催します。
日時…４月12日㈮　14：00～15：30
場所…五所川原商工会議所
対象…県内中小企業関係者、個人事

業者、金融機関、商工団体ほか各
支援機関など

申込み…電話でお申し込みください。
問…五所川原商工会議所
　　℡35−2121

　当市のペット火葬は、単独または
合同火葬のいずれかで行います。希
望される時は、事前に電話でお問い
合わせください（申請は16：30まで）。
単独火葬　予約した日の翌日以降に

火葬できます。
合同火葬　火葬時の立ち会い、焼骨

引き取りはできません。25㎏以上
は単独火葬となります。

問…環境対策課　内線2367

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、皆さんのご
協力をお願いします。

▽山火事注意
　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／
火遊びをしない／火入れをする時は、
市長の許可が必要です。

▽鳥獣被害対策実施隊活動
　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、市と猟友会等
の関係機関が連携し、鳥獣被害防止
特措法に基づき、捕獲事業を行いま
す。皆さんのご理解をお願いします。
問…農林水産課　内線2522

　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マツやナラ類の丸太や苗木を他県
から持ち込むと、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…西北地域県民局林業振興課
　　℡0173−72−6613

今年のゴールデンウィーク
は10連休　休暇を加えて自
分流バケーションも

福祉タクシー事業のお知らせ

2019年度中小企業融資制度
説明会

五所川原市ペット火葬場の
使用手続きについて

協会けんぽ保険料率変更

松くい虫被害およびナラ枯
れ被害の予防について

農林水産課からのお知らせ
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活動期間…４月～2020年３月の毎月
第１・第３土曜日午前中

場所…五所川原市職業能力開発校
　　　（市内字一ツ谷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30日㈯～４月７日㈰
＊先着40名に達し次第締め切り。中

央公民館でも受付します。
問…伊藤　℡090−5239−6854

　がんという病気、その周りのこと、
患者さんと医師との関係など、つが
る総合病院の医師がわかりやすくお
話します。
テーマ…いっしょに考えましょうが

んのこと
日時…４月13日㈯　13：30～15：30
場所…つがる総合病院１階大ホール
講師…つがる総合病院　外科
　平尾良範医師（がん治療認定医、

乳腺専門医）　　入場料…無料
＊お車でお越しの際は、柳町駐車場
　・第２駐車場（旧市役所）をご利

用ください（無料）。
問…ろくつがるの会　長内
　　℡35−7264

　油絵に興味のある方、入会をお待
ちしています。
日程…４月18日㈭まで
場所…中央公民館２階ロビー
問…増田　℡090−9531−0156

　文化庁の主旨に基づいて、次世代
を担う子どもたちに、いけばなの楽
しさ、美しさを伝承していきたいと
考えています。
対象…幼児～高校生　20名
日時…５月～12月の土曜日（月１回）
　　　9：30～10：30
場所…中央公民館
花材実費…550円
＊発表会のみ850円
申込締切…５月９日㈭
申込先…一般財団法人小原流五所川

原支部　長谷川　℡34−4247

　認知症のことを知り、高齢者の皆
さんとふれあい、介護のほか様々な
ことを学びませんか。歌やレク等を
行い、心も体もリフレッシュしませ
んか。コーヒーやお茶を飲みながら、
介護での悩みを語り合いましょう。
　ぜひ遊びにお出でください。お待
ちしています。
日時・場所・連絡先

▽４月27日㈯　10：00～11：30
　高齢者グループホーム憩いの家
　（一ツ谷）　℡33−4301

▽５月23日㈭　10：00～11：30
　松島みんなの家（松島町）
　連絡先：ケアホームのりた
　℡34−4856

▽６月29日㈯　10：00～11：30
　ふれあいホームいこい（漆川）
　℡26−5518
参加料…100円（お茶代）
問…株式会社五所川原ケアセンター
　　℡34−4856

　４月６日㈯から開催します。
　今、話題の日本の伝統文化「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…小学生以上であれば年齢、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…青森県将棋連盟会長
　　　　　　北畠悟氏
問…北畠　℡090−5238−9496

　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21日㈰か
ら練習します。
申込期限…５月26日㈰
申込先…五所川原ねぷた囃子保存会
　後藤　℡090−8424−8396

　バドミントンを通して友達をつく
ってみませんか。
　低学年、運動好きな子大歓迎です。
対象…小学校１年生～６年生
＊就学前要相談
練習日・場所

▽毎週土・月曜日　五所川原第三中
学校

▽毎週水曜日　市民体育館

▽毎週日曜日　漆川体育館
＊体験・見学も受付しています。詳

細はお問い合わせください。
問…髙橋　℡090−2272−1948

　健康維持のため、楽しくレクダン
スをしませんか。
日時…毎月第１、第２、第３月曜日
　　　13：00～15：00
場所…働く婦人の家
持ち物…上履きを持参してください。
＊詳細はお問い合わせください。
問…泉谷　℡34−8670

　お菓子と抹茶で早春のひと時を、
ごゆっくりお過ごしください。初心
者の方もお気軽にお越しください。
日時…４月14日㈰　10：00～15：00
場所…市役所１階土間ホール
茶券…一般300円／学生100円
　　　（薄茶・香煎）
問…茶道裏千家淡交会　五所川原和

敬会　一戸　℡080−3194−6645

▽小野都さん（金山）＝りんご13kg
（以上１件くるみ園へ）

▽西北五管工事業協同組合（高橋義
彦理事長）＝200,000円

五所川原
ジュニアバドミントン
クラブ員募集

レクダンス華　会員募集

第51回チャリティー茶会

ろくつがるの会講演会開催

伝統文化　いけばな親子教室

光彩会小作品展

五所川原市少年
少女発明クラブ
2019年度　クラブ員募集

将棋教室開催

五所川原ねぷた囃子保存会

善意の花かご

いこいカフェ開催

市民サロン市民サロン市民サロン

どうもありがとうございました

目録を手渡した
高橋義彦理事長（左から２人目）と
小野篤専務理事（左から１人目）　
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主催者の都合により変更になる場合もあります　　＊４月の休館日　１日、８日、15日、22日

　４月23日㈫～５月12日㈰は、「こどもの読書週間」で
す。今年のテーマは「ドは読書のド♪」

▽子ども司書による展示
　４月23日㈫～５月12日㈰まで
　市立図書館１階ロビーにて、子ども司書が春休みの

お仕事で作成したポップをおすすめの本と一緒に紹
介します。

▽子どもフェスティバル出張貸出
　４月20日㈯中央公民館で行われる子どもフェスティ

バルに図書館も参加して、本の貸出を行います。大
型絵本もあるので、ぜひ遊びにきてください。

▽はじめて図書館をご利用の方へ
　図書館は誰でも無料でご利用でき、本や雑誌を借り

ることができます。初めて借りる時は、貸出券を作
っていただきます。高校生以上の方は学生証や免許
証など本人確認ができるものをお持ちください。

　新しい季節、どうぞ図書館にも来てみてください。

▽出張貸出のご案内
　図書館では健康推進課が実施している「エンゼルひ

ろば」（五所川原会場のみ）に出張して本の貸出を
行っています。絵本だけでなく子育ての本、料理の
本、新しく図書館に入った本などがあります。貸出

も行っていますので、ご参加の際は、
　ぜひお立ち寄りください。

▽今月の一冊

▽だっこでいっしょおはなし会
　４月13日㈯　10：30～11：00　市立図書館２階
　対象：０～３歳くらいまでの乳幼児

▽「五所川原おはなしぽぽんた」のおはなし会
　４月20日㈯　13：30～14：30　市立図書館２階
　対象：４～６歳から小学校低学年くらいまでの児童
　４月のテーマ：「おひさま　たいよう」

大ホール（コンサートホール）

▽Ｙ.Ｃ.Ｍ吉幾三コレクションミュージアム新装オー
プン＆創立10周年記念チャリティーコンサート

　４月29日（月・祝）　①13：30～　②17：30～　
　前売Ｓ席6,500円／Ａ席6,000円　Ｙ.Ｃ.Ｍ吉幾三コレ

クションミュージアム　℡26－6686　

小ホール（ふるさと交流ホール）

▽スプリングコンサート
　４月６日㈯　15：00～16：30　無料　
　加藤ピアノ教室　℡22－2955

▽演歌舞踊の旅
　４月14日㈰　13：00～16：30　無料
　アサヒプロダクション　℡090－8610－5800

▽平成31年度五所川原市教職員全員研修会
　４月24日㈬　13：50～16：30　関係者
　教育委員会指導課　℡35－2111
　（内線2971）

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

パソコンの分解・組み立ての様子

　2019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10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（自筆記名捺印）
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205円）
＊例年より会期が長いため値上がりとなりました。
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）
＊まつりの会期は４月27日㈯～５月６日㈪の10日間
（予定）です。詳細はお問い合わせください。
問…観光物産課　内線2574

金木桜まつり「敷地割り当て」について

からだ♥あいうえお
中川 ひろたか／文

「あしはだいにのしんぞうだ」
「いちょうがげんきでいいちょ
うし」…。子どもの病気や健康
法について、あいうえお順にわ
かりやすいイラストで示した絵
本です。病院に行くのが、怖く
なくなるよ。

オルテンシア
℡ 33－2111

図書館
℡ 34－4334

23五所川原市役所　☎35－2111
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対
象
者

給
付
金

弁
護
士
費
用

～集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ～

型肝炎訴訟
給 付 金 請 求

完全予約制

無 料 個
別 相 談 会

0120-013-621
昭和16年7月2日～

昭和63年1月27日生まれ
※ご遺族の方も給付金請求できます

※病態に応じて給付金等の内容が
異なります

50万円～3,600万円 成功報酬制
※訴訟実費別途

着手金●相談料 無料

6/29 (土) つがる市生涯学習交流センター「松の館」会議室Ｄ

6/30 (日) 中泊町中央公民館 会議室

9:00
18:00

～ 無料電話相談
 同時受付中! 

平
日

□TEL 03-5363-6333

□http://precious-law.jp/

□E-mail:info@precious-law.jp

□FAX 03-5363-6334  

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  【営業時間】 平日 9：00～18：00

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

アートリフォーム株式会社

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

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

『増改築相談員のいるお店』
お電話は担当 前田まで

2019年度より次のとおり変更となりますので、ご注意願います。
なお、詳細については、下記までお問い合わせください。

▽一般予約について

４月の抽選実施のお知らせ　 ４月24日㈬に７月～９月分の一般予約の抽選を実施します。
受付…18：30～19：00　　抽選会…19：00～　　
場所…つがる克雪ドーム会議室

　　10月分　５月15日㈬／11月分　６月19日㈬／12月分　７月17日㈬／１月分  ８月21日㈬
　　２月分　９月18日㈬／３月分　10月16日㈬／４月分　2020年２月26日㈬
＊上記の抽選会に参加される団体等は、４月14日㈰までに、団体登録用紙、団体登録メンバー表、クラブ概要

書、スポーツ保険の写しをつがる克雪ドームに提出し、団体登録をお願いします（期限厳守）。
　なお、10月分以降の抽選に関する団体登録は、抽選日（予定）の10日前までにお願いします。

▽大会・行事等予約について

今後の抽選日のお知らせ（予定）

＊大会・行事等の予約については、すでに、2019年度の予約を変更前の方法にて受付している状況であること
から、2020年４月以降の予約を対象に実施します。
問…五所川原市体育協会つがる克雪ドーム事務所　℡33−3377
　　（お問い合わせは、9：00～21：00。毎週月曜日は休館日です。月曜が祝日の場合、翌日が休館日です。）

つがる克雪ドーム予約および抽選方法変更のお知らせ

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

• 利用日の３カ月前より予約可能
• 予約受付は、１日単位で実施
• 抽選は毎日実施（8：30より）
• 抽選終了後、空きのある日時については、どなたで

も予約可能

• 利用日の約４カ月前より予約可能
• 予約受付は、１カ月単位で実施
• 抽選は原則として月に一度、19：00に実施
　ただし、夏季（５月～８月）については、まとめて

実施
• 抽選日に、五所川原市内団体利用枠（毎月第２・第

４火曜日）を設定（ただし、大会・行事等を優先と
する）

• 抽選終了後、空きのある日時については、抽選実施
日の１週間後からどなたでも予約可能

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

• 利用日の１年前より予約可能（大会・行事等終了後
に翌年度の予約を受付）

• 予約受付は、１日単位で実施

• 年度内に一度（12月～１月中旬までに）文書、ホー
ムページ等を通じて各団体等に年間のスケジュール
を照会

• ２月上旬までに申請書類を提出してもらい、年間ス
ケジュールを３月に決定（予約受付開始については
別途通知）

• 期日までに受理した申請書に関して、利用希望日時
の調整を実施

24 広報ごしょがわら　４月号
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0173-26-6881

お問い合わせ お申込みは…

合
格

祝祝

2018 年度当校受講の合格者１0名
2
1
1

2名

2名
2名名

名
１級土木施工管理技士

学科
実地
学科

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

名
学科
実地2級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士 学科/実地

2019.2.18 現在

　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・体重計はご自由にお使い

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

▽５月10日㈮　10：00～11：30
　中央公民館３階第１研修室

▽５月24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
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2391

　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…４月18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…健康推進課　内線2386

　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（１人30分程
度）。
　相談は前日までに予約が必要です。
その際に相談の内容をお知らせくだ
さい。
　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。
　ご自身の健康づくりにお役立てく
ださい。

会場・日時
①金木公民館
　４月24日㈬　10：00～12：00
②保健センター五所川原
　４月26日㈮　10：00～12：00
持ち物…特定健診・健康診査を受診

されている方は、健診結果をお持
ちください。
問…健康推進課　内線2385

　楽しい生活は「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。お気軽に
ご参加ください。
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…４月４日㈭　13：00～14：00
　　　４月18日㈭　13：00～14：00
　（受付は両日12：30～）
＊初回は体力調査も行います。
場所…生き活きセンター多目的ホール
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…電話または窓口でお申し込

みください。
申込先…地域包括支援センター
　　　　内線2463

日時…４月26日㈮　13：00～13：30
場所…市役所２階会議室２Ｃ
テーマ…泌尿器科の病気について
講師…かみむらクリニック泌尿器

科・内科　神村典孝院長
問…西北五医師会
　　℡35−0059

エンゼルひろば

こころの相談

ゆーゆー元気教室

みんなの健康教室

健康づくり相談室

▽４月21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

献血バス巡回日程

＊救急医療当番医事業は、日曜
日・祝日および年末年始（12
月29日～１月２日）に実施し
ています。４月の日程は次の
とおりです。
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。

▽４月７日㈰　白生会胃腸病院
　℡34－6111（中平井町142－1）

▽４月21日㈰　増田病院
　℡35－2726（新町41）

▽４月29日㈪　増田病院
　℡35－2726（新町41）
消防署救急病院紹介電話
　℡34－4999

救急医療当番医

ヘルス・インフォメーション
健康だより

25五所川原市役所　☎35－2111
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内職さん大募集！

ケーイーエフ株式会社　青森工場
〒037－0015  五所川原市大字姥萢字菖蒲1－15　http://www.kef.co.jp/

•ピンセットを使う軽作業です
•精密ゴム部品をバリ取りして仕上げた
　後、傷やバリを検査します
•月末〆翌月20日現金支払
•工具貸与可能です

気軽にお電話ください、お待ちしております。
070-4437-4910  担当：糸久 （イトヒサ）

職場見学会のご案内(求職者・在職中も歓迎！！)

日時 ４/２～４ １１:００～１５:００(予約不要)

お問い合わせ ☎２６－６１９５

当社は有料老人ホーム、訪問介護、デイサービス、居宅と様々な
事業を展開しており、今回施設を「体感」できる良い機会ですので、
特に夜間または看護業務に興味のある方は、ぜひお越しください。

※詳しい情報はホームページをご覧ください

○寺田
　電気様

○ミニストップ様 五所川原市大字漆川字清水流２番３

のりたグループ 検索
○飛嶋歯科医院様○飛嶋歯科医院様

ふれあいホームいこい
　　　　　　　●
ふれあいホームいこい
　　　　　　　● シルバービレッジ憩いの杜

材料（6人分）
豚薄切り肉  ………………………………………360ｇ
長芋  ……………………………… 12㎝程度（300ｇ）
ピーマン  …………………………………３個（260ｇ）
サラダ油  …………………………… 大さじ２（24ｇ）

　　西京みそ  ……………………… 大さじ３（54ｇ）
Ａ　酒  ……………………………… 大さじ２（30ｇ）
　　みりん  ………………………… 大さじ２（36ｇ）
　　しょうゆ  …………………… 小さじ２/３（ 4ｇ）Ｂ　　酒  ……………………………… 小さじ２（10ｇ）

｛
｛

①豚肉は食べやすい大きさに切る。ポリ袋にＡと豚肉を入れ、軽くもみ込む。
②長芋は1.5㎝厚さの半月切りに、ピーマンはヘタと種を取り、縦半分にし、細切りにする。
③フライパンにサラダ油大さじ１を熱し、長芋を入れて焼く。焼き色がついたら裏返し、端に寄せる。空いた部分

に残りのサラダ油を加え、ピーマンと①を調味料ごと加え、ふたをして、中火で３分ほど加熱する。
④③のふたを外し、合わせたＢを加え、火を強め全体を炒め合わせ、器に盛る

作
り
方

期間…５月～11月　　定員…80名
場所…し～うらんど海遊館（主として）
対象者…満17歳以上74歳以下の市民（2019年11月30日

時点）で次の要件に該当する方

▽五所川原市国保加入者
＊後期高齢者医療加入者は対象になりません。

▽2018年度中に特定健診（集団・個別）を受けた方
＊40歳未満の方はこの限りではありません。

▽週１回以上継続して参加できる方

▽し～うらんど海遊館まで交通手段がある方
＊送迎はありません。
＊海遊館送迎バスは一般利用者優先です。
参加料　月額2,500円（その他５月と10月頃に実施す

る血液検査料各1,500円程度が必要）
内容…水中運動、栄養学習会、健康教室等
申込み…４月15日㈪までに往復はがきでお申し込みく

ださい（往復はがき以外不可、当日消印有効）。
＊国保健康事業に参加した事のない方を優先します。
＊申し込み多数の場合は抽選となります。
申込先…保健センター市浦　℡27−7733

往復はがきの書き方

＊返信用にはご自分の住所、氏名のみ記入してください。

①〒住所

②ご本人氏名

　（世帯主名）

③年齢（生年月日）

④電話番号

ご自身の住所
（世帯主名）
ご本人氏名　

五所川原市相内273
保健センター市浦
国保し～うらんど
クラブ係　行

〒037－0401

〒037－

返　信

往　信

1人分　273kcal　　食塩相当量　0.7ｇ

豚肉と長芋の西京炒め

働き世代のための簡単にできる料理テーマ

国保健康アップ事業「国保し～うらんどクラブ」参加者募集
～タラソテラピーで健康づくり始めましょう～

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
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和モダンカフェ
営業時間：9：30～22：00
休 業 日：8／13、12／31、1／1

4月19日移転オープン

■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

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
がっちりガード春の塗り替えキャンペーン

－大好評受付中－

五所川原市大字野里字野岸29の5

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）

＊欠席する場合は、健康推進課にご連絡ください。
＊１歳６カ月児健診、３歳児健診については個別に事

前通知します。
＊駐車場は保健センター側と道路を挟んだ向かい側、

市役所来庁者駐車場をご利用ください。市役所来庁
者駐車場を利用した場合は、健診会場に駐車券を必
ずご持参ください。 

　カフェｄｅつえぎは、気軽に認知症について知るこ
とのできる場所です（申込不要）。
日時…４月14日㈰　10：00～12：00
内容…ミニ講座「認知症の人と家族の会の紹介」
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

　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。全身運動で足・腰・膝など
の負担を軽減でき、普通のウォーキングよりエネルギ
ー消費量が約20％も増加するため、おすすめです。
対象…65歳以上の市民の方（ただし、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…①４月８日㈪　②４月15日㈪　③４月22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５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）

＊雨天時はつがる克雪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。
申込先…地域包括支援センター　内線2463

　高齢者の健康づくりのための楽しい教室です。新し
いこと、苦手なことにチャレンジしてみることが若さ
を保つ秘訣です。皆さんのご参加をお待ちしています。
対象…要介護認定を受けていない65歳以上の市民の方
参加費…無料
日時・場所（受付はそれぞれ9：30～、13：00～）

▽４月10日㈬　春が来た！レクリエーションでイキイ
キスタート！

　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

▽４月19日㈮　季節の便りをちぎり絵で
　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

▽４月23日㈫　ふまねっとで転倒予防＆脳トレ
　金木公民館　　　　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　　　　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
　内線2463

４カ月児健診
Ｈ30年12月生まれ

５月14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
Ｈ29年10月生まれ

５月28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
Ｈ27年11月生まれ

５月22日㈬　小児科診察、歯科
健診、身体計測、発達・栄養相談、
ことばの相談、尿・耳・目の検査

カフェ　ｄｅ　つえぎ

乳 幼 児 健 診　　　　問　健康推進課　内線2391

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）
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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。
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五所川原市民憲章

五所川原地区消防事務組合消防本部警防課　℡35－2023（直通）
＊住宅用火災警報器は10年を目安に取り替えましょう！

火災・救急出動概況火災・救急出動概況
（単位：件）

忘れてない？　サイフにスマホに火の確認
全国統一防火標語

平成31年
平成30年
比　較

火　災
月別区　分

2
1
1

累計
4
3
1

救　急
月別
161
183
△22

累計
333
375
△42

救　助
月別
1
3

△2

累計
2
3

△1

五所川原市管内  ２月の火災、救急、救助出動件数

人口
54,651人
（－48）

男
25,095人
（－17）

女
29,556人
（－31）

人口と世帯数
平成31年２月末　住民基本台帳　（　）内は前月比

世帯数
25,538世帯
（－5）

投票所の変更について
以下の投票所が変更となりましたので、投票の際はお間違えのないようお願いします。
＊投票所は入場券に記載していますので、ご確認の上、お越しいただくようお願いします。

投票区 旧投票所 新投票所 投　　票　　区　　域
第５

投票区
五所川原市立南小学校

（字蓮沼２番地）
富士見コミュニティセ
ンター（字蓮沼14番地）

字栄町、字田町、字新町、字元町、字蓮沼、字不
魚住、中央（一丁目～四丁目）

第12
投票区

沖飯詰集会所（大字沖
飯詰字鴻ノ巣348番２）

桜田集会所（大字沖飯
詰字鴻ノ巣282番地2） 大字沖飯詰、大字桜田

第13
投票区

五所川原市立松島小学
校（大字米田字八ツ橋
８番地）

コミュニティセンター
松島（大字金山字竹崎
48番地10）

大字米田、大字漆川字玉椿、大字金山、大字唐
笠柳（ただし第15投票区を除く）、大字水野尾、
大字一野坪（字坪実90番地～91番地、字狐崎、
字朝日田77番地～78番地、字朝日田崎123番地）

４月７日執行の青森県議会議員一般選挙について

市営住宅
富士見団地

津軽野
保育園

松島
小学校

米
マ
イ
ロ
ー
ド

国
道
３
３
９
号

スポーツ
アカデミー

第13投票所
コミセン松島

グループホーム
こころ

ガソリンスタンド

第５投票所
富士見コミセン

第12投票所
桜田集会所

・第５投票所　富士見コミュニティセンター ・第13投票所　コミュニティセンター松島

・第12投票所　桜田集会所

南小学校

問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局
℡35－2111　内線2843

米マイロード

←至つがる市

■編集発行　五所川原市役所総務部総務課　〒037−8686  五所川原市字布屋町41番地1　☎35−2111
■五所川原市ホームページ　http：//www.city.goshogawara.lg.jp/
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