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　陽光柔らかな春の陽気に包まれる心地よい季節となり
ました。新年度がスタートして１カ月が経ち、新たな出
会いや環境にも慣れ始め、それぞれのお立場で日々ご活
躍されていることと存じます。
　さて、新型コロナウイルス感染拡大は、全国的に高止
まりの状態が続き、「第７波」突入とも言われています。
　最近の感染状況を見ますと、特に子どもの感染が後を
絶たず、非常に気掛かりな状況が続いています。
　第６波で猛威を振るったオミクロン株「BA.1」に代
わり、現在は感染力がより強いとされる「BA.2」が主
流になりつつあり、さらには「XE」系統が新たに国内
で確認されるなど、感染拡大は先が見通せない状況とな
っています。そうした中、４月末から大型連休が始まり、
人の移動が活発になりますので、「感染しない、感染さ
せない」という意識を常に持って、基本的な感染予防対
策の徹底をお願いします。

★新作中型立佞武多「金太郎」に込めた思い
　３月29日、新作中型立佞武多「金太郎」に最後の魂を
吹き込む面の書き割りが行われました。中型とはいえ、
通常の大型立佞武多にひけを取らない迫力と、五月人形
をイメージした可愛らしさが同居する、大変魅力的なね
ぷたに仕上がったものと感動しました（裏表紙に掲載）。
　誰もが知っている「金太郎」ですが、昔話では、山奥
で育った金太郎は、森の動物を友とし、心優しく力持ち
で熊との力比べで見事勝利する、というストーリーです
が、この物語には先があり、金太郎は親孝行しながら武
道と学問に励み、やがて京で出世して故郷に錦を飾ると
いう一説があります。
　私はこの「金太郎」に、未来を担う子どもたちの健や
かな成長と、大人になってふるさとを離れたとしても立
佞武多が心の拠りどころとなるよう、また、生涯のかけ
がえのない思い出となるよう後世に受け継がれていって

ほしい、そういう願いを込めています。
　コロナ禍の影響により、２年間中止せざるを得なかっ
た五所川原立佞武多ですが、感染状況を見極めながら、
今年こそは何とか開催し、地域活性化の端緒となってほ
しいと考えています。
　そして、まつり本番は、たくさんの子どもや親子連れ
の参加のもと、多くの市民、観光客の皆さんにぜひとも
見ていただきたいです。子どもたちの元気な姿こそが地
域の光です。子どもたちがまつりの主役として、笑顔が
溢れるような、より素晴らしいまつりとなるよう行政と
しても支援したいと思っています。

★「産直メロス」が４月29日にグランドオープン！
　リニューアルを進めていた金木観光物産館が「産直メ
ロス」として４月29日にグランドオープンの運びとなり
ました。ご理解とご協力をいただいた地域の皆さん、出
荷者協議会にご参加いただいた皆さんをはじめ、関係各
位に対し心より感謝を申し上げます。
　以前の「観光客、土産品中心の店」から「地元の農産
物販売、地域住民中心の店」にコンセプトを転換し、金
木地域の賑わいや活性化の拠点、地域住民の交流と生業
（なりわい）創出の場として、地域内外の皆さんに幅広く
愛され、金木地域の活性化の起爆剤となる施設として発
展するものと期待しています。
　当施設は、「株式会社かなぎ振興舎」が管理運営を担
いますが、「産直メロス」の可能性を大きく花開かせる
ためには、地域の皆さんが主役となって、ここにしかな
い魅力を地域の皆さんで作り上げていただくことが重要
です。行政といたしましても、五所川原市の新たな
「顔」として成長するよう全力でバックアップしていき
たいと考えていますので、市民の皆さんにも応援してい
ただきますようお願いします。

Vol.16

新作立佞武多「金太郎」完成披露立ち合い オープン前の『産直メロス』

市長コラム
～未来への架け橋～
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　今月号の表紙を飾ったのは、４月７日に行われた松島小学校の入学式の様子です。
　16名の新入生のうち代表して２名の子どもたちにお話を聞きました。

　いじめや、いじめかもしれないと思ったときは、不安や悩みを抱え込まずにご相談ください。一人一人の子ど
もにとって何が一番なのかを考え、悩みの解決に向けてお手伝いします。

★相談員が学校とは違う立場で、必要に応じて学校と連携しながら相談対応します。
★相談内容によっては、福祉等の専門家も加わり必要な支援を行います。

経歴　▷つがる市立瑞穂小学校校長（H21～H25）
　　　▷西北教育事務所　スクールソーシャルワーカー（H26～H30）
　　　▷五所川原市教育委員会　スクールカウンセラー（H31～R3）

　いじめで困ったり悩んだりしたら、どんな小さなこ
とでもよいので、まずは話してみましょう。
　あなたの気持ちを受け止めて、あなたにとって一番
良い方法を考えていきます。

　お子さんのことを一緒に考えていきましょう。学校
に相談しにくいときにも、ぜひご相談ください。学校
とは違う立場でじっくりお話をお聴きして、一緒に解
決策を考えていきます。

〔松島小学校入学式〕

五所川原市「子どもいじめ相談室」にご相談ください

いじめのこと ひとりで 悩んでいませんか？

児童生徒の皆さんへ 保護者の皆さんへ

いじめ対応アドバイザー 一戸　瑞 （いちのへ　みつる）

　「つらい」と感じていることでも、誰かに話すと心が軽くなる
ことがあります。まず「相談してみよう」の一歩を踏み出してほ
しいと思っています。

　　　　　　　①電話相談…℡23－4015 （直通）
　　　　　　　　平日9：00～17：00　（土・日・祝日・閉庁日は電話相談を休ませていただきます）
　　　　　　　②児童生徒のタブレット端末、フォームからの相談（24時間受付）
　　　　　　　③メールでの相談…no-ijime@city.goshogawara.lg.jp
　　　　　　　④面接相談…平日9：00～17：00 （予約制）

相談方法

問い合わせ先…学校教育課子どもいじめ相談室　℡23－4015（直通）

１．お名前は？
２．小学校で頑張りたいこと、楽しみにしていることは？
３．将来はどんな人になりたい？

１．菊池天翔（そら）です。
２．体育です。
３．お巡りさんです。

１．平山桃葉（ももは）です。
２．「松小まつり」です。
３．ごみを拾って街なかをきれいにする人です。
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金木観光物産館「産直メロス」がいよいよグランドオープンします。
金木地域の特産品、地場野菜、スイーツ、工芸品を中心に、五所川原・市浦地域の商品
も多数あり、ドキドキ、ワクワクが止まらない素敵な直売所です！

＊施設駐車場の混雑時には、お近くの金木総合支所駐車場をご利用ください。
問い合わせ先
　▷金木観光物産館（運営：株式会社かなぎ振興舎）　℡54－1155
　　　五所川原市金木町朝日山195－2（太宰治記念館「斜陽館」向かい）
　▷地域物産振興課　内線2552

グランドオープン‼いよ
 いよ ４月29日㈮ 午前９時「産直メロス」

【プレオープン】
４月26日㈫　　
　　～28日㈭

営業時間
10：00～17：00

グランドオープン記念特別和菓子
プレゼント！（先着200組様）

台湾でも大人気「ふじ」

漬物名人「逢坂」さん自慢の漬物
１日５個限定「駅舎アップルパイ」

インスタ映え必至！

ＳＮＳで話題「缶ケーキ」

ヒバを使った太宰治グッズ 日本三大刺し子の「こぎん刺し」

有名中華料理店が大絶賛
「青森県産　生キクラゲ」

驚異のリピート率80％超
「砂丘ナガイモ」

特産品金木代表！　「馬肉」
説明不要「市浦牛」

【旬の品を取りそろえています！】
金木のトマト、とれたて野菜と山菜、市浦の鮮魚としじみ貝、仁太坊そば、季節の

お漬物、おふくろ感たっぷり惣菜、たくさんのお花、お母さんたち自慢の手芸品、

お土産用お菓子など。下の商品は一例です。



　２月１日～３日にかけて行われた全国中学校スキー
大会に出場し、メダルを獲得した金木中学校の藤元彩
子さん（３年）と同大会に出場した沢田勇渡さん（同）が
３月18日、市長へ全国大会での活躍を報告しました。
　藤元さんは女子スペシャルジャンプで準優勝、女子
ノルディックコンバインド（複合）で第３位の成績を収
めました。沢田さんも男子スペシャルジャンプと男子
ノルディックコンバインド（複合）に出場し奮闘しまし
た。
　弘前工業高等学校に進学する藤元さんは「高校では
ジャンプに専念する予定。着地姿勢を安定させ上位を
目指したい」、五所川原農林高等学校に進学する沢田
さんは「着地で転ばないようにするのが課題。そこを
直して頑張りたい」と今後の目標を話しました。

　３月18日、五所川原商業高等学校商業クラブの生徒
たちと株式会社bloominの黒田和瑚代表取締役が市長
を表敬訪問し、共同で開発した “食べられる” りんご
のストローを紹介しました。
　生徒たちは、ごしょがわら輝く☆学生応援プロジェ
クト事業を活用し、脱プラスチックと地域活性化の課
題を解決するために発案。リンゴの加工品を販売して
いる黒田代表の協力を得て、開発されました。

　赤～いりんご「栄紅」を薄くスライスし、筒状に巻
かれたストローは、皮部分が赤いストライプ模様とな
っており、紅茶に浸しても30分程度は使用できます。
　パッケージとラベルのデザインを考えた生徒たちは
「女性の方向けにレトロな雰囲気にした」「特別な時
や大切な人へのプレゼントとして、使って欲しい」と
笑顔で話しました。
　今後はさらに改良し、商品化を目指すとのことです。

全国中学校スキー大会での活躍を報告！

全国中学校スキー大会での活躍を報告した
藤元さん（前列左から２人目）と沢田さん（同３人目）

五所川原商業高校の生徒たちと黒田代表（右） 来庁者にストローを配る生徒たち

五所川原
商　　業
高等学校

株式会社
bloomin

食べられる!?ＳＤＧｓ × 地域活性化

赤～いりんごの「Ｒeんごのストロー」完成！
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Practice makes perfect！

グローバルイングリッシュ
五所川原市中央４丁目99　アラモード１階

（ヤマト運輸となり）

☎０９０－４６３７－４１６７

大人の英会話コース

小・中・高コース
初心者から丁寧に教えます！

英会話・英検・受験英語まで！

下塗り強化
がっちりガード

　４月６日、りんご農家を営む土岐彰寿さんが中心と
なって発足した「太宰が飲んだ⁉ 幻のリンゴ酒再現
プロジェクトチーム」の皆さんが市長を表敬訪問し、
クラウドファンディング（インターネットを通じた資
金調達）を活用して開発した幻のリンゴ酒をお披露目
しました。
　太宰の小説「津輕」に登場するリンゴ酒ですが、味
の描写はなく、また刊行当時の醸造方法も現存してい
ないことから、まさに失われた幻の味となっていまし
た。土岐さんらは、文献による調査や当時を知る有識
者への取材を行い、当時のリンゴ品質、戦時中の家庭
でのリンゴ酒の作成方法などの断片的な情報を統合し、
製品化させました。

　土岐さんは「多くの反響があった。味の正解はない
ので今後もチャレンジしていきたい」と話しました。

＊４ページに掲載の産直メロスでも販売しています。

「幻のリンゴ酒」お披露目！

太宰治の小説に登場する当時のリンゴ酒を再現

津　軽
清酒酵母を使った

酸味強めの和風な味わい

RASHO�～太宰に捧げる～
ワイン酵母を使った

程よい酸味の洋風な味わい

プロジェクトチームの皆さん
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　３月29日、旧市役所本庁舎跡地利活用検討委員会（白戸千之委員長）
は「旧市役所本庁舎跡地の利活用に関する答申」を市長に行いました。

【旧市役所本庁舎跡地利活用検討委員会】
目　　　的…旧市役所本庁舎跡地の有効な利活用の検討に関すること
委員の構成…医療および福祉団体の代表者等
開�催�実�績…１月20日、２月24日、３月17日
答�申�内�容…西北五医療圏の中核病院であるつがる総合病院を核とし
　た医療機能や福祉の充実・補完に資する土地の有効活用を図ることを基本に下記の５つ柱が答申されました。

１　つがる総合病院の医療機能の充実・強化
▷西北五医療圏の地域医療を将来に担保するため、医療従事者の労働環境の改善に資するものとすること。
▷つがる総合病院の医療機能の充実・強化を図り、市民が求める医療の提供に資するものとすること。
▷感染症対策の充実･強化を図るための施設を整備し、安心･安全な市民生活の確保に資するものとすること。
▷健診率向上のため、一定機能が集約された健診センターの設置について検討すること。

２�利用者の利便性向上
▷利用者の利便性向上のため、駐車場の整備について検討すること。

３�災害に対応できる病院づくり
▷災害に強い病院を目指し、安心・安全な医療提供体制の確保を図ること。

４　地域包括ケアシステムの充実
▷�地域包括ケアの各部門に精通した人材を配置し、個々のニーズにあったサービスを提供できる体制づくりに資
するものとすること。
▷�医療・福祉・保健の拠点となるべく、既存施設を集約し、県や広域連合、市などが連携を図ることで、地域住
民のサービス向上に資するものとすること。
▷�生活支援ハウス的施設等、退院後や在宅生活に不安のある方が一定期間利用し、リハビリや生活訓練などを多
目的に受けられる施設の整備について検討すること。

５�空地スペースの確保
▷�将来、求められる医療・福祉等のニーズに対応するための施設の建設場所として、また、災害等に対応可能な
スペースとして、一部を現状保存することについて検討すること。

⇒　市では答申を踏まえ、関係市町・関係機関と連携を図りながら、有効活用に向けて取り組んでいきます。

　令和４年１月８日に亡くなられた故津嶋廉造さんに
従六位の位記が授与されました。
　廉造さんは、青森県歯科医師会北五支部会長などを
務め、保健衛生分野での功労により平成21年秋に旭日
双光章を受章しています。
　３月11日に行われた位記の伝達では、佐々木市長か
ら廉造さんの家族である津嶋克正さんに位記が手渡さ
れました。克正さんは「今回、従六位の栄誉を賜り、
大変驚いています。父もさぞかし喜んでいることと思
います。私も父に続き、保健衛生分野で市の発展に貢
献できればと思っています」と話しました。

１ つがる総合病院の医療機能の充実・強化

２ 利用者の利便性向上

３ 災害に対応できる病院づくり

４ 地域包括ケアシステムの充実

５ 空地スペースの確保

故津嶋廉造さんに特旨叙位が授与されました

旧市役所本庁舎解体後の
跡地利活用について答申がありました
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　活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中
心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営
業を開始した事業者に対し、家賃の一部を補助しま
す。
対象地区
▷�五所川原地区…大町、寺町、本町、布屋町、旭町、
東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、
岩木町、川端町
▷金木地区…朝日山
▷市浦地区…相内

　創業または事業承継時の経済的な負担軽減と経営
の安定を図るため、日本政策金融公庫から創業また
は事業承継のために必要な融資を受けた方へ補給金
を支給します。
支給対象者
▷�創業等に係る融資を日本政策金融公庫から受けて
いる方

　市では五所川原圏域定住自立圏の２市４町の広域
連携により、創業をめざす方や事業者の新たな事業
展開を促進するため、創業相談ルームを開設してい
ます。
　創業・起業支援の専門家「インキュベーション・
マネジャー」が、構想・企画の段階から創業・起業
に至るまでの相談に応じます。

　企業立地の推進や起業家の育成、雇用機会の創出
を図るため、市内の空き工場等（工場、倉庫、事務所）
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。
補助対象者
▷�製造業、道路貨物運送業、卸売業、倉庫業、梱包
業、情報サービス業、コールセンター業、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
業を行う方
▷�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　　など
補�助対象経費…空き工場等の月額賃料（消費税を除
く）の２分の１、または10万円のいずれか低い額
＊連続する24カ月分を限度とします。

補助対象者
▷�店舗等を賃借して開業する方、または賃借されて
いる店舗等を引継ぎ、事業承継する方
▷�小売業、サービス業、飲食業を主とする業種（一
部対象外あり）およびコミュニティ施設を開業す
る方　　など
補�助対象経費…対象となる店舗等の月額賃料（消費
税を除く）の２分の１、または３万円のいずれか
低い額
＊連続する24カ月分を限度とします。�

▷�市内において新たに事業所を有し創業する方、ま
たは事業を譲り受け事業承継する方
▷�事業開始前または事業開始１年以内に創業等の融
資を受けている方　　など
支�給額…創業等に係る融資で支払われた利子（約定
利息の１回目から12回目までの額）の全額

料金…無料
場所…市民学習情報センター
日時…毎週火曜日（原則、第５火曜日は除く）
　　　10：00～16：00
＊事前に予約が必要です。
＊�新型コロナウイルス感染症の影響により、変更に
なる場合があります。

経営者を支援します‼
補　助　金

利 子 補 給

創 業 相 談

創業等支援家賃補助事業

創業者等支援利子補給事業

「ごしょがわら圏域創業相談ルーム」を開設しています

空き工場等賃借料補助事業
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　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
図る中小企業者を対象に、青森県「選ばれる青森」
への挑戦資金特別保証融資制度を実施しています。
　市では、創業・法令に基づく認定または国や県等
による補助金の採択を受けたこと・生産性向上・働
き方改革・事業承継のための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。

　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。
　市では、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。

　青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける県内中小企業者の経営の安定を図るため、青
森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度（災
害枠）に「新型コロナウイルス感染症」を継続指定し、
経営の安定に支障を来たしている中小企業者の資金
繰りを支援しています。
　市では、災害枠の資金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。

　青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける県内中小企業者の安定的な資金調達を維持し、
経営の安定を図るため、青森県経営力強化資金特別
保証融資制度を実施しています。
　市では、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。

＊各事業の詳細については、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ先
▷各事業について…商工観光課　内線2572
▷青森県特別保証融資制度について…青森県商工政策課商工金融グループ　℡017－734－9368

補助対象者
▷�市内に住所および事業所を有する方
▷�融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内（うち
据置期間２年以内）で融資を受けた方　　など
補助内容…信用保証料の全額を補助します。

補助対象者
▷�市からセーフティネット保証４号、５号のいずれ
かの認定を受けた方
▷�融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内（うち
据置期間２年以内）で融資を受けた方　　など
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。�

補助対象者
▷�市内に住所および事業所を有する方
▷�融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内（うち
据置期間１年以内）で融資を受けた方　　など
補助内容…信用保証料の全額を補助します。

補助対象者
▷�個人にあっては市内に住所を有する方であって、
市内で営業を開始する方または開始している方
▷�法人にあっては市内に本店登記がある方であって、
市内で営業を開始する方または営業している方
▷�融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内（うち
据置期間２年以内）で融資を受けた方　　など
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。

信用保証料の補助

青森県「選ばれる青森」への挑戦資金【創業・法令に基づく認定・国や県等によ
る補助金の採択・生産性向上・働き方改革・事業承継】への信用保証料の補助

青森県事業活動応援資金【事業活動枠】への信用保証料の補助

青森県経営安定化サポート資金【災害枠】への信用保証料の補助

青森県経営力強化資金（借換制度）への信用保証料の補助

＊補助金は、青森県信用保証協会に補助します。
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　３月25日、市内大字豊成字田子ノ浦地内で人命救助
を行ったとして、吉岡昌子さん（市内在住）に表彰状が
授与されました。
　令和３年12月27日、団体職員の吉岡さんが70代男性
のデイサービス利用者宅を訪れたところ、風除室前で
雪に埋もれている男性を発見。呼吸はあるものの意識
がはっきりせず冷たくなっていたため、男性宅より毛
布等を持ってきて保温した後、119番通報を行い、到
着するまで声を掛け続け、救急隊へ引き継ぎました。
　吉岡さんは「男性を発見したとき、体が勝手に動い
ていた。救助した男性が一命をとりとめたようで安心。
心臓マッサージの講習会があればぜひ受講してみた
い」と話しました。

　３月29日、五所川原消防署に指揮車と救助工作車が
配備されました。
　今回配備された指揮車は、無線等の通信設備を装備
し、複雑多様化する災害現場等で多角的な情報収集や
総合的な指揮統制を行うなどの重要な役割を担ってい
ます。
　また、救助工作車は、フロントウインチ、大型照明、
小型クレーンを１台の無線リモコンで遠隔操作できる
ほか、最新の救助資機材が装備されており、より効果
的な救助活動を行うことが期待される車両となってい
ます。

　五所川原地区消防事務組合では４月１日から、これ
までの６消防署１分署体制から、五所川原消防署、鶴
田消防署、北部中央消防署の３署を配置し、さらに五
所川原消防署には金木分署と東分署を、北部中央消防
署には市浦分署と小泊分署を配置する３消防署４分署
体制となりました。
　中泊町役場前に建設中の北部中央消防署（新庁舎）に
は５月中旬頃の移転を予定していますので、その際は
改めてお知らせします。詳細は、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。

４月１日からの消防署組織体制

問い合わせ先…消防本部総務課　℡35－4382

　通信設備移設工事に伴い、一時的に北部中央消防署
の電話とＦＡＸが不通となります。不通時に北部中央
消防署へ用件のある方は、市浦分署 （℡62－2119、
FAX62－3119）へ連絡してください。

不通となる日程・時間
　　５月12日㈭　10：00～13：00
問い合わせ先…消防本部指令課　℡35－2027

五所川原消防署

金木分署（旧金木消防署）
東分署

北部中央消防署（旧中里消防署）
市浦分署（旧市浦消防署）
小泊分署（旧小泊消防署）

鶴田消防署

消防本部からのお知らせ
人命救助功労者を表彰

五所川原消防署に指揮車と救助工作車を新たに配備！

消防署の名前が変わります

北部中央消防署の電話が一時不通となります

表彰された吉岡さん（前列中央）

配備された救助工作車（左）と指揮車（右）
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　市民健診申込書は４月上旬までに対象者のいる世帯に郵送しています。申込書またはインターネットからお申
し込みください。市の特定健診・健康診査は無料です。
　詳細は申込書に同封の「令和４年度市民健診べんり帳」または市ホームページからご確認
ください。市民健診申込みフォームＱＲコード（右）からも申し込みができます。

　妊婦さんが「風しん」にかかると、胎児が風しんウイルスに感染し「先天性風しん
症候群（白内障・先天性疾患・難聴等の障害）」を持って生まれる可能性があります。
　市では「先天性風しん症候群」を予防するために、抗体検査費用・予防接種を全額
助成します。

対象者…次のいずれかにあてはまる市民の方
▷妊娠を希望する方
▷妊娠を希望する方の同居者
▷風しんの抗体価が低い妊婦の同居者
＊抗体価は１回目の妊婦健診で検査します。
＊次の①・②の方は、助成の対象外です。
①過去に市の同じ助成を受けたことがある方
②�風しんの追加的対策の対象（昭和37年４月２日～昭
和54年４月１日生まれの男性）である方
＊�②の方は、個別送付しているクーポン券で抗体検査
と予防接種が無料となります。

注意点
▷�妊娠中または妊娠している可能性のある方は予防接
種を受けることができません。
▷接種後２カ月間は避妊をする必要があります。

　詳しくは、市ホームページ（右ＱＲ
コード）をご覧ください。

問い合わせ先…健康推進課　内線2381

＊�市民健診べんり帳８ページの個別健診実施医療機関一覧について、かなぎ病院は子宮頸がん検診を、白生会胃
腸病院は胃がん検診（バリウム）を実施しないことになりましたので、ご注意ください。
問い合わせ先…健康推進課　内線2383

種　　類 対　　　象　　　者

特定健康診査・健康診査
40歳以上で次にあてはまる方…五所川原市国民健康保険被保険者／後期高
齢者医療被保険者／生活保護受給者／社会保険加入者（被保険者、任意継
続者）

胃がん検診（バリウム） 40歳以上の男女

胃がん検診（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
過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのない、40・45・50・55・60・65・
70歳の男女

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）

「風しん」から妊婦さんと生まれてくる赤ちゃんを守りましょう‼

令和４年度　　　　　　　　　
～健康面で後悔しないために！ 当市では、健診を受ける方が増えています～

令和４年度　　　　　　　　　市 民 健 診
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一般建設業　青森県知事許可（般－29）第400424号

スチール製テーブル・イス／スノーダンプ／自転車／スキー板・靴／金属製物干し竿／煙突／米びつ／ポリタン
ク／バッテリー／ストーブ／ファンヒーター／ガス台等
＊�１人で持ち運びができる大きさ・重さの金属・小型電子機器製品（ストーブ・ファンヒーター・ガス台は除く）
は、月に１回の紙・金属・小型電子機器等リサイクルの分別（家庭ごみ収集カレンダー内の緑の☆マークの日）
の収集日に出してください。その他、記載のないものは、お問い合わせください。

▷木製や布製など可燃性の粗大ごみ（木製テーブル／木製椅子／タンス／じゅうたん／布団／たたみ等）
▷適正処理が困難なもの（ドラム缶／ホームタンク（室外用）／ばね付きマットレス／消火器等）
▷家屋の改築や補修に伴うもの（浴槽／ふろ釜／ボイラー／流し台／建築廃材／大量のブロックおよびトタン等）
▷家電リサイクル法に定められている品目（エアコン／テレビ／冷蔵庫・冷凍庫／洗濯機・衣類乾燥機）
▷パソコンリサイクル法に定められている品目（ノートブックＰＣ／デスクトップＰＣ本体／ディスプレイ等）
▷その他（バイクおよび自動車等の部品／農機具／農業用資材／自動車のタイヤ／リヤカー等）

　家庭から出る不燃系粗大ごみを年１回無料で回収し
ています。指定のごみ袋に入らない大型の「燃やせな
いごみ」「プラスチック類」「金属・小型電子機器等」
のうち市で処理可能なものについて回収しますので、
希望される方は申し込みをお願いします。
　申込書は町内会を通じて各家庭に回覧されます。回
収希望品目を記入し、各町内会で取りまとめの上、申
込期限までに、環境対策課へ提出してください（総合
支所窓口でも受付可能）。
　申込書が回覧されなかった場合や回収希望品目の追
加変更がある場合は、各町内会の収集日前日までにお

問い合わせください。
申込個数…１世帯につき５品目まで
申込期限…５月20日㈮
収 集 日…５月24日㈫～７月７日㈭
＊�ごみ収集カレンダーのコースごとに収集日は決まっ
ています。
出�し方…粗大ごみに出したものと判断できるよう、名
札または氏名を書いた紙などを貼り、収集日の朝８
時までに出してください。
問い合わせ先…環境対策課　内線2364�

収集できる品目 （金属・プラスチック製等のもの）

収集できない品目 （一般廃棄物収集運搬業許可業者または販売店に依頼し、適正に処理してください）

家庭の不燃系粗大ごみを回収します
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同名の町内も存在しますので、既に配布している家庭ごみ収集カレンダー
のコース名（アルファベット）を参考に回収日を判断してください。また、申込書が回覧されない方は、
環境対策課窓口または電話で受け付けします。

回収コース・回収日 回　収　対　象　町　内　会

Ａ ５/24㈫ 千鳥団地、みどり町１丁目～８丁目、中央１丁目の一部（烏森に隣接する箇所を除く）、中央２丁目、
中央３丁目の一部（中央５丁目に隣接する箇所を除く）

Ｂ
５/27㈮

尻無、十川町、下平井町の一部（４班）、長橋広野（浄化センター周辺）、若葉１丁目～若葉３丁目（若
葉第一・第二・若葉市営住宅）、若葉県営住宅、福井、上川山、中川山、下川山、長橋広野（川山隣
接地域）、中泊、種井

６/３㈮ 小曲、沼田

Ｃ ５/31㈫
上平井町、中平井町、下平井町、平井町、幾世森、末広町、蘇鉄、芭蕉、敷島町（菊地シート・原
表具師店・藤田食堂前の３カ所）、西若葉、若葉苑、新宮、新宮町、新宮ニュータウン、雛田、さ
つき町（五能線と津鉄の線路に挟まれた地域）、旧五所川原小跡地（長橋橋元）

Ｄ ６/３㈮ 旭町、敷島町（菊地シート・原表具師店・藤田食堂前の３カ所を除く）、幾島町、柏原町、大町、寺
町、錦町、元町、成田町、柳町（第一・第二）、雛田、東雲町、さつき町（五能線線路より市内側）

Ｅ ５/26㈭
蓮沼、平和町、日の出町、不魚住、湊〔千鳥（千鳥団地を除く）・船越〕、中央３丁目の一部（中央５
丁目に隣接する箇所）、中央４丁目の一部（中央５丁目に隣接する箇所）、中央５丁目、中央６丁目、
姥萢菖蒲高架橋付近

Ｆ
５/30㈪ 松島町１丁目～８丁目、東松島、青葉町、一ツ谷（旧十川より東側）・一ツ谷第24班、一ツ谷団地

６/27㈪ 石岡第７・８班、漆川（浅井、袖掛の一部）、吹畑

Ｇ
６/２㈭

一ツ谷（旧十川より西側）、さつき町（津鉄線路より一ツ谷側）、鎌谷町（国道339号沿い～防災センタ
ー前を除く）、烏森、唐笠柳字藤巻の一部（烏森隣接地域）、中央１丁目の一部（烏森に隣接する箇所）、
中央４丁目の一部（中央５丁目に隣接する箇所を除く）

６/９㈭ 田園町、はるにれ町

Ｈ ６/13㈪ 鎌谷町（国道339号沿い～防災センター前）、田町・栄町、弥生町、布屋町、新町、川端町、岩木町、
本町、東町、浅井、七ツ館

Ｉ ６/16㈭ 高野、前田野目、持子沢、羽野木沢、原子、俵元、梅田、中泉、豊成

Ｊ
６/10㈮ 上藻川、下藻川、高瀬、鶴ケ岡、田川

６/24㈮ 興隆、朝日、福山、野里、戸沢、平町、神山、松野木、杉派立、福岡、若山、石田坂

Ｋ ６/７㈫
桃崎、常盤、常盤台、沖飯詰、桜田、毘沙門、旭・新田、中崎、中野・川端、共栄、上長富、中長
富、下長富、東長富、坂ノ上、南新、北新・仲町、大正町、新町・大町、大日町、伝助町・下町、
中下、南下、長坂、下岩崎、五本松、曙町、北下派立、下村、上町・寺町

Ｌ
６/13㈪ 広田（国道沿いおよび下り松）、藤浦団地

６/27㈪ 唐笠柳、石岡、水野尾、漆川、太刀打（十川町・尻無を除く）、一野坪、石畑、前萢、中村、馬性、
野崎・金山、田中、悪戸、宮田、川代田、米田、二本柳

Ｍ ６/14㈫ 稲実、稲実団地、米崎、光ケ丘、みなみ広田、広平、虫流、ひがし光ケ丘、姥萢（船橋）、猫淵、三
ツ谷、柳沼、マイタウン船橋、第一船橋、榊森の一部

Ｎ－1
Ｎ－2

６/21㈫ 川倉、藤枝、蒔田、神原、沢部

６/17㈮ 昭和町、美晴町、山道町(上・中・下）�、田町、南新町

７/１㈮ 芦野町、寺町、浦町、三軒町、新富町、若松町、見崎町、芦野団地、栄町、本町、川端町、小川町、
米町、北新町、神明町、朝日町、朝日団地、ノア付近アパート

Ｏ－1
Ｏ－2

６/23㈭ 嘉瀬、中柏木

７/７㈭ 喜良市、更生、大東ケ丘、旭ケ丘団地、金木団地、第二金木団地、雲雀ケ丘団地

Ｐ－1
Ｐ－2

５/31㈫ 相内

６/７㈫ 十三

６/14㈫ 桂川、太田

６/21㈫ 磯松、脇元

粗大ごみ回収日程
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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。市では今年度も次のとおり集合注射を実施することになりましたので、下表
を確認のうえ、都合のいい場所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…3,300円 ／ 新規登録料…3,000円
集合注射以外での接種方法
　動物病院において、個別に予防注射を接種させてください。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場合もあります。その場合は「狂犬病予防注射済証（証明書）」を病院から受け取
り、環境対策課または各総合支所に提出のうえ、手続きをしてください。

問い合わせ先…環境対策課　内線2367

日　　時 場　　　所

５
月
１５
日
㈰

11：10－11：25 姥萢集会所
11：30－11：45 稲実集会所
13：00－13：30 栄コミセン
13：40－13：55 サンプラザはるにれ
14：00－14：10 みなとコミセン

５�

月�

１６�

日�

㈪

 9：00－ 9：10 十三収納庫（旧B&G艇庫）
 9：20－ 9：30 磯松コミセン
 9：35－ 9：45 脇元老人生きがいセンター
 9：55－10：05 市浦総合支所
10：30－10：40 太田集会所
11：05－11：15 藤枝集会所
11：25－11：35 蒔田集会所
13：00－13：15 藻川消防コミセン
13：20－13：30 三好コミセン
13：35－13：45 高瀬熊野宮神社
13：55－14：05 田川消防コミセン
14：10－14：25 新宮集会所
14：30－14：40 中央コミセン
14：50－15：05 富士見コミセン
15：15－15：25 小曲農村婦人の家

５�

月�

１９�

日�

㈭

 9：00－ 9：10 下岩崎集会所
 9：15－ 9：30 飯詰コミセン
 9：35－ 9：45 一野坪集会所
 9：50－10：00 一野坪コミセン
10：15－10：35 沖飯詰集会所
10：45－11：05 中川コミセン
11：10－11：20 種井集会所
11：30－12：00 オルテンシア駐車場
13：10－13：30 松島会館
13：35－13：45 田園町集会所
13：50－14：00 唐笠柳八幡神社前
14：05－14：15 松島コミセン
14：20－14：30 ふれあいハウスかいどう
14：40－14：50 水野尾消防コミセン

日　　時 場　　　所

５月
８日
㈰

 9：30－10：00 市浦総合支所
10：40－11：20 金木総合支所
12：40－14：00 五所川原本庁舎

５�

月�

１１�

日�

㈬

 9：10－ 9：20 川倉ふれあいセンター
 9：25－ 9：40 芦野公園招魂堂
 9：45－10:00 金木総合支所
10：15－10：25 更生研修センター
10：30－10：40 大東ケ丘消防コミセン
10：45－10：55 岩見町神社
11：00－11：15 喜良市コミセン
11：20－11：30 旧嘉瀬小学校駐車場
11：35－11：55 嘉瀬コミセン
13：10－13：20 中柏木消防コミセン
13：30－13：40 長富消防コミセン
13：45－13：55 毘沙門・長富コミセン
14：05－14：15 十川集会所
14：20－14：30 漆川闇龗神社
14：40－14：50 しきしまコミセン

５�

月�

１２�

日�

㈭

 9：00－ 9：10 興隆屯所
 9：20－ 9：30 若山集会所
 9：35－ 9：45 ふれあいハウス松が丘
 9：50－10：05 長橋コミセン
10：15－10：25 杉派立集会所
10：35－10：55 俵元集会所
11：00－11：10 原子コミュニティハウス
11：20－11：30 前田野目バス停（屯所）
13：00－13：10 高野文化センター
13：15－13：25 持子沢消防コミセン
13：30－13：40 七和コミセン
13：45－13：55 中泉集会所
14：00－14：15 梅沢コミセン
14：20－14：35 七ツ館・浅井コミセン

５
月
１５
日
㈰

 9：00－10：00 五所川原本庁舎
10：20－10：30 グループホーム浅井
10：35－10：45 七ツ館屯所
10：50－11：05 旧JAごしょつがる栄支店

＊右段へ続く

（コミュニティセンターはコミセンと略記しています）
（コミュニティ消防センターは消防コミセンと略記しています）狂犬病予防集合注射の巡回予定表

狂犬病予防注射をお忘れなく犬を飼われている方へ
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　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された守秘義務を持つ特別地方公務員です。
　生活の不安や子育ての悩みなど地域で困っている方の身近な相談相手であり、市役所や社会福祉協議会などの
専門機関へのつなぎ役として活動しています。
　市では現在、124人の民生委員・児童委員と14人の主任児童委員が、それぞれの地区で地域福祉の推進に取り
組んでいます。

＊地域ごとに担当の委員が決まっています。委員の氏名や連絡先については、お問い合わせください。
問い合わせ先…福祉政策課　内線2493

　新型コロナの影響が長期化する中、すでに総合支援資金の再貸付の終了などにより、特例貸付を利用できない
世帯等へ、就職活動等を行うことなどを条件に自立支援金を最大３カ月間支給します。

支給対象者
▷総合支援資金の再貸付を借り終わった方
▷総合支援資金の再貸付が不承認となった方
▷�総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込
みにいたらなかった方
▷�緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り
終わった方／６月までに借り終わる方
＊�上記に該当した上で、収入・資産・求職等の要件が
あります。

申請期限…６月30日㈭まで
＊�支給要件などの詳細は、市ホームペー
ジ（右ＱＲコード）をご確認いただくか、
お問い合わせください。
問い合わせ先
▷自立支援金相談コールセンター　℡0120－46－8030
▷自立相談支援窓口(生活応援課内)　℡35－2166
＊受付時間…9：00～17：00(土・日・祝日を除く)

主 

な 

活 

動

各地域の「民生委員・児童委員」をご存じですか？
一人で悩まず、お気軽にご相談ください！

支えあう 住みよい社会 地域から

▷福祉サービスの制度や窓口が分からない

▷病気やけがで生活に困っている

▷身体に障がいがあるので、災害時の避難に対して不安

▷育児や子どものしつけで悩んでいる

▷近所で児童虐待・高齢者虐待らしい様子を目撃した

▷�法に基づいた守秘義務があり、相談内容が漏れることはありません。
　安心してご相談ください。

▷無報酬で活動しているボランティアで、地域住民の身近な相談相手です。

　　地域住民のお宅を訪ねて、安全安心に生活できているか確認します。
　
　　地域住民の集いの場や仲間を作る場所づくりをしています。
　　
　　子どもたちの登下校の時間に通学路に立って、見守りや挨拶運動をします。
　　
　　各地域の協議会単位で、地域の問題やお知らせを相談し合います。

訪�問�活�動

サロン活動

挨�拶�運�動

定例会 （民生委員・児童委員同士の情報交換）

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない方へ 再支給可能

申請期限延長新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
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　期間中は、通常の定期列車の「津軽五所川原発」　9：35、10：40、11：50
　　　　　　　　　　　　　 　「津軽中里発」　　　9：49、10：48、12：04　が運休となります。
問い合わせ先…津軽鉄道株式会社　℡34－2148

津軽鉄道では９時～13時台の定期列車の運行時間を変更し、通常より１往復増便して運行します。

▷�五所川原野球協会（小山内大善会長）＝軟式用野球ボ
ールＭ号（１ダース12球入り　５ダース）
▷�五所川原市文化振興会議　歌謡・楽唱会（佐藤武彦
会長）＝現金３万円
▷�西北五管工事業協同組合（高橋義彦理事長）＝現金20
万円（下写真）

▷�有限会社羽藤商事（岡田殉代表取締役）＝アルコール
消毒液（500ml×12本／１箱×26箱）（下写真）
＊�アルコール消毒液は感染予防対策として市内に26あ
るすべての認定こども園、保育所、幼稚園に引渡し
ました。

津軽五所川原発 芦野公園発 津軽中里着 備　　考

 9：13  9：38  9：47 毘沙門・川倉・深郷田通過

10：10 10：44 10：57
11：15 11：41 11：52
12：20 12：55 13：08

津軽中里発 芦野公園発 津軽五所川原着 備　　考

� 9：18  9：30  9：55
10：24 10：35 11：00
11：19 11：33 12：04 毘沙門通過

12：34 12：46 13：12

津軽鉄道「春の臨時列車」が運行されます！

ご注意を

臨時列車運行期間 ４月30日㈯まで

下　　り

臨時列車

上　　り

臨時列車

目録を手渡した高橋理事長（中央） 消毒液を手渡した岡田代表取締役（右）

～どうもありがとうございました～善 意 の 花 か ご
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　令和４年３月、遊具エリアの新築トイレが完成し、
４月１日より供用開始となりました。

　バリアフリートイレには車椅子対応トイレ、オムツ
交換台、幼児用トイレ、オストメイト対応設備を備え
ています。

意見募集期限…５月10日㈫まで
閲�覧場所…ふるさと未来戦略課、市役所・各総合支所
行政資料スペース、市ホームページ（下ＱＲコード）
＊�計画(案)等の写しや郵送を希望する
場合は、お問い合わせください。
意見の提出について
▷様式は任意とします。
▷使用する言語は日本語とします。
▷郵送、ＦＡＸまたは電子メールでの提出とします。
▷�住所・氏名（法人等の場合はその名称・事務所所在

　令和２年度国勢調査の結果、市の全域が過疎地域として指定されたことを受け、市では「五所川原市過疎地域
持続的発展計画（令和３年９月策定）」の変更作業を行っています。
　この計画の変更にあたり、下記のとおり、市民の皆さんからの意見を募集しています。

地等の連絡先・代表者氏名)を記載してください。
＊�住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見と
して取り扱わない場合があります。
提出された意見について
　市の意見を付して、公表する予定です（提出者の住
所・氏名は公表しません）。
問い合わせ・意見の提出先
　〒037－8686　五所川原市字布屋町41番地1
　ふるさと未来戦略課　内線2233　FAX35－3617
　電子メール　kikaku@city.goshogawara.lg.jp

 危険物取扱者試験に伴う事前講習 
▷実務（危険物の性質ほか） ５月17日㈫　9：00～16：30
▷法令（危険物関係の法令） ５月18日㈬　9：00～16：30
＊受付時間は両日8：30～
場所…市民学習情報センター
受講料…7,000円（２日間）
テキスト代…乙４　4,500円 ／ 丙種　3,900円

 危険物取扱者試験 
受付期間…５月６日㈮まで（電子申請）
　　　　　５月９日㈪まで（書面申請）
試験日・場所…６月４日㈯・18日㈯　弘前市
　　　　　　　６月12日㈰　　　　　五所川原市
　　　　　　　６月５日㈰・19日㈰　青森市

菊ケ丘運動公園のトイレが完成しました！

オストメイト対応設備（左写真）

　オストメイトとは、直腸が
んや膀胱がんなどによりスト
ーマ（人口肛門・人口膀胱）を
造設している方を指します。
ストーマ装具や汚れ物を洗っ
たり、汚れた腹部を洗うこと
ができます。

「五所川原市過疎地域持続的発展計画」（案）に対し、
パブリックコメントを実施しています

皆さんの意見を市政に反映させましょう！

受 講 者 募 集！
危険物取扱者試験・事前講習

問い合わせ先…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
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　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、厚生年金加入者等を除き国民年金の加入手続き
が必要です。�

会社等に努めている方（第２号被保険者）
　厚生年金等に加入している被保険者が、会社を退職
した場合には、国民年金の加入手続きが必要です。

配偶者（厚生年金加入者等）の扶養となっている方（第
３号保険者）
　被保険者の扶養となっている方は、配偶者の退職ま
たは扶養に該当しなくなった場合には、国民年金の種
別変更の手続きが必要です。

　日本赤十字社では、３月16日に福島県
沖で発生した最大震度６強の地震により

被災した方々を支援するため義援金を受け付けていま
す。また、ウクライナでの人道危機対応や避難民を受
け入れる周辺国とその他の国々における救援活動を支
援する海外救援金を受け付けています。

銀�行振込の場合（窓口からの振込は手数料無料、ＡＴ
Ｍからの振込は手数料がかかります）
▷�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「４２００８８
　８」日本赤十字社青森県支部　支部長　三村　申吾
＊�専用の振込用紙を設置していますので、ご利用くだ
さい。ＡＴＭからの振込の場合も、義援金等の種類
を区別するため、義援金名欄または氏名の後に義援
金名等を明記してください。
＊�このほかメガバンク口座への振込があります。詳し
くは日本赤十字社ホームページをご覧ください。

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）

　手続きがお済みでない方は、市役所国保年金課窓口
またはお近くの年金事務所で手続きをお願いします。
　また、国民年金保険料を納めることが経済的に困難
な場合には、免除申請制度がありますので、希望する
方は、離職票等を持参の上、手続きをお願いします。

問い合わせ先…国保年金課　内線2343

▷令和４年３月福島県沖地震災害義援金
・�口座加入者名　日赤令和４年３月福島県沖地震災害
義援金
・口座記号番号　「００１３０－７－４２１１８４」
＊�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。

▷ウクライナ人道危機救援金
・�口座加入者名　日本赤十字社（ニホンセキジュウジ
シャ）
・�口座記号番号　「００１１０－２－５６０６」
＊�通信欄に「ウクライナ人道危機」と明記してくださ
い。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。

義�援金等受付期間（市役所本庁舎・各総合支所に義援
金等募金箱を設置しています）
▷�令和４年３月福島県沖地震災害義援金　６月30日㈭まで
▷ウクライナ人道危機救援金　５月31日㈫まで

問い合わせ先…福祉政策課　内線2493

税・保険料 問い合わせ先

軽自動車税種別割　　全期
収納課　内線2273

固定資産税　　　　　１期

　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。

国民年金への加入手続きはお済みですか

災害義援金と人道危機救援金を受付しています

今月の納期　納期限　５月31日㈫
納付は
便利で確実な
口座振替を！

暮らしの
情報広場
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　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。
＊�新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から予告なく中止する場合
があります。

＊�相談の際は事前にご連絡をお願い
します。

五所川原地区（行政相談）
▷５月12日㈭　10：00～12：00
▷５月26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2320
金木地区（行政・人権合同相談）
▷５月11日㈬　10：00～12：00
　金木総合支所　相談室
問い合わせ先
　金木総合支所　内線3130
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

　自動車環境対策の観点から、排出
ガス性能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、
その排出ガス性能および燃費性能に
応じて税率を軽減（軽課）し、初回新
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「自動車税種別
割のグリーン化特例」が実施されて
います。
　なお、令和３年４月１日から令和
５年３月31日までに初回新規登録す
る自家用の乗用車については、グリ
ーン化特例（軽課）の適用対象が電気
自動車等に限定されます。

　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（https://
www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
soumu/zeimu/top.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　℡34－3141

　交通災害共済は、全国どこで起き
た交通事故でも、災害の程度に応じ
て見舞金をお支払いする共済制度で
す。青森県民の方であればどなたで
も加入することができます。ぜひ家
族そろって加入しましょう。
共�済期間…令和４年４月１日～令和
５年３月31日（４月１日以降に加
入した場合は、加入申込時～共済
期間末日）

会�費…年間１人350円（途中加入の場
合も同額）

＊�団体加入（10人以上）は、会員１人
につき50円が団体奨励金として団
体に支給されます。

加�入資格…当市に住民登録している方
共�済見舞金額…障害の程度や治療日
数に応じて１等級（100万円）から
６等級（３万円）が支給されます。
また、特例見舞金（１万円）もあり
ますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

＊�交通事故発生時には、必ず警察に
届けましょう。

＊�交通事故にあった日から１年以内
（ただし２等級は２年以内）に請求
願います。

問い合わせ・申込先
▷環境対策課　内線2366
▷金木総合支所地域振興係　内線3121
▷市浦総合支所地域振興係　内線4015

縦�覧書類…五所川原市一般廃棄物最
終処分場整備事業に係る環境影響
評価事後調査報告書

報告書縦覧場所
　市役所本庁舎、各総合支所　行政
資料スペース

縦覧期間…５月２日㈪～６月１日㈬
　8：30～17：15（土・日・祝日を除く）
問い合わせ先
　環境対策課　内線2362

縦�覧書類…（仮称）玉清水ウィンドフ
ァーム　環境影響評価方法書
縦覧場所
　ふるさと未来戦略課、各総合支所
電�子縦覧…http://ncd-japan.com/
goshogawara-eia01.html
縦�覧期間…５月31日㈫まで　8：30～
17：15（土・日・祝日を除く）
意見書の提出
　環境の保全の見地からの意見をお
持ちの方は、書面に住所・氏名・意
見（意見の理由を含む）を記入の上、
縦覧場所に設置してある意見書箱に
投函いただくか、６月15日㈬までに
下記問い合わせ先へ郵送してくださ
い（当日消印有効）。
住民説明会日時・場所
　５月10日㈫　18：30～20：00
　中央公民館１階大ホール
問�い合わせ先…五所川原ウィンドフ
ァーム合同会社環境アセス係（〒
107－0062 東京都港区南青山1－12
－3　LIFORK�MINAMIAOYAMA�
N215）　℡03－4400－6362

　令和４年６月19日に執行の五所川
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
等について説明しますので、関係者
の方は出席してください。
日時…５月20日㈮　10：00～
場所…市役所２階会議室２Ｂ
問い合わせ先
　選挙管理委員会事務局　内線2841

行政・人権相談

人権擁護啓発メッセージ
（令和３年度人権教育より／三好小４～６年生）

『心の中で思うだけでは伝わら
ない「思う心」を行動に移して「思
いやり」をたくさんしていきたい』

令和４年６月19日執行五所川原
市長選挙立候補予定者説明会

ぎ ょ う せ い

令和４年度青森県交通災害共済

五所川原市一般廃棄物最終処
分場整備事業に係る環境影響
評価事後調査報告書の縦覧

（仮称）玉清水ウィンドファ
ーム　環境影響評価方法書
の縦覧および説明会

自動車税種別割の
グリーン化制度について
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　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階商工観光課
▷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
日時…５月11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。

　新形コロナウイルス感染拡大防止
のため、電話相談を受付しています。
相�談内容…業者、契約、物件、報酬、
借地借家、税務、登記、価格等

問い合わせ先
　青森県不動産宅地建物取引業協会
　五所川原支所　℡34－8711

募集職種・人数
▷看護師・助産師　計20名程度
▷薬剤師　２名程度
▷診療放射線技師・臨床検査技師　
　各３名程度
▷臨床工学技士　１名程度
受付期間…６月３日㈮まで
受�験資格…昭和58年４月２日以降に
生まれた方で、上記職種の免許を
有する方または令和５年４月30日
までに取得見込みの方

採用日…令和５年４月１日
試�験案内…詳細は、つがる西北五広
域連合ホームページ「令和４年度
つがる西北五広域連合病院事業医

療職員採用試験案内」をご確認く
ださい。

問い合わせ・申込先
　つがる西北五広域連合
　病院運営局人事課　℡26－6363

一般公募（申請者多数の際は公開抽選）
▷広田団地（五所川原地区）　２戸
・家賃12,500円～24,500円
▷富士見団地（五所川原地区）４戸
・家賃16,300円～41,300円
常時公募（先着順）
▷富士見団地（五所川原地区）２戸
▷岩井団地（市浦地区）　　　３戸
募集期間…５月11日㈬～20日㈮
＊土・日を除く
＊�詳細はお問い合わせいただくか市
ホームページをご確認ください。

問い合わせ・申込先
　�建築住宅課　内線2662／金木総合
支所産業建設係　内線3114／市浦
総合支所産業建設係　内線4041

　グラウンドゴルフに興味のある方、
運動不足の方、普段歩きたいけど歩
けない方など、年齢関係なく気軽に
楽しめるスポーツのグラウンドゴル
フを一緒に楽しんでみませんか。
日時…毎週月・火・水・木・金曜日
　（天気の良い日）　13：00～16：00
場所…北斗グラウンド
年�会費…2,000円（用具は貸し出しま
す）

申込み…随時受付しています。
問い合わせ・申込先
　�五所川原市グラウンドゴルフ協会
事務局　神　℡090－3129－4130

▷月イチヨガ教室
日時…５月20日㈮　14：00～
＊毎月第３金曜日開催
場所…有限会社白戸建設
参加費…500円

募集人数…６名先着順
▷�暮らしの春フェス　持続可能な暮
らしの提案
日時…５月28日㈯、29日㈰
　　　10：00～16：00
場所…有限会社白戸建設
内�容…リメイク家具、小物展示、リ
ユース販売、包丁研ぎ、暮らしの
相談会、水素茶試飲会
問い合わせ・申込先
　有限会社白戸建設　℡35－6291

　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
ための相談です（前日までに要予約）。
かかりつけ医のいる方は、申込時に
お知らせください。
日時・場所
　５月25日㈬　10：00～12：00
　市役所１階相談室
持ち物…健診（検査）結果
問い合わせ・申込先
　健康推進課　内線2382

　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。また、設
定日以外にも、相談対応をしていま
すので、ご連絡ください。
日時・場所
　５月12日㈭　10：00～11：30
　�保健センター五所川原（働く婦人
の家）１階集団指導室
＊予約がない場合は開催しません。
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

月イチヨガ教室・暮らしの春フ
ェス　持続可能な暮らしの提案

五所川原市グラウンドゴル
フ協会会員募集

令和４年度つがる西北五広域連
合病院事業医療職員採用試験

エンゼル相談

健康づくり相談室

相 談

イ ベ ン ト

健 康 ・ 福 祉

試 験 ・ 募 集

消費生活相談

不動産無料相談会

市営住宅入居者募集（５月）

エンゼル相談
申し込みフォーム
ＱＲコード
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　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…５月19日㈭　13：30～15：30
場所…市役所１階相談室
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2389

▷５月29日㈰　10：00～16：00
　�アクロスプラザ五所川原・ユニバ
ース五所川原東店

▷５月31日㈫　10：00～12：00
　金木総合支所
▷５月31日㈫　13：30～16：00
　かなぎ病院
＊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

　いすに座って行う運動教室です。
日時…５月11日㈬、26日㈭
　　　13：30～14：30（受付13：15～）
場所…中央公民館１階大ホール
＊４月から会場が変更となりました。
対�象…要介護認定を受けていないお
おむね65歳以上の市民の方

参加費…無料
持�ち物…動きやすい服装、飲み物、
汗ふきタオル

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。
問い合わせ・申込先
　地域包括支援課　内線2463

　市では体操やゲーム、脳トレーニ
ング等をメニューとした介護予防教
室を行っています。
対�象…要介護認定を受けていないお
おむね65歳以上の市民の方

日時・場所（受付は9：45～、13：15～）
①�５月10日㈫　⑴ふまねっとでコグ
ニサイズ　　⑵ステンドグラス風
カラフルアートを飾ろう

　金木公民館　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　13：30～15：00
②�５月12日㈭　脳を活性化！３色パ
ステルアート～春の絵はがき作り～
　コミュニティセンター栄�10：00～11：30
　市役所２階会議室2BC� 13：30～15：00
③�５月24日㈫　免疫力を高めるヨガ
　金木公民館　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　13：30～15：00
④�５月27日㈮　ふまねっとでコグニ
サイズ

　コミュニティセンター栄�10：00～11：30
　市役所２階会議室2BC� 13：30～15：00
参加費…無料
持�ち物…飲み物、筆記用具、汗ふき
タオル（ヨガに参加する方はヨガ
マットか大きめのバスタオルを持
参してください）

申�込み…前日までに電話または窓口
でお申し込みください。

問い合わせ・申込先
　地域包括支援課　内線2463

　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…おおむね65歳以上の市民の方
日時…①５月17日㈫、31日㈫
　　　②５月30日㈪
　　　9：30～11：00（受付9：00～）
集�合場所…①市民体育館前、②市浦
コミュニティセンター前
実�施場所…①菊ケ丘運動公園、②大
沼公園（悪天候時は市浦コミュニテ
ィセンターのホールを歩きます）
持�ち物…動きやすい服装、雨具、飲
み物、汗ふきタオル、手袋、ポー
ル（希望者にはポールを貸し出し
ます）
講�師…全日本ノルディック・ウォー
ク連盟公認指導員
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。
問い合わせ・申込先
　地域包括支援課　内線2463

　認知症の早期発見につながる検診
です。タッチパネル式のパソコンで
簡単な質問に答える検査です。予約
制のため、ご希望の方は地域包括支
援課までご連絡ください。
対�象…65歳以上または若年性認知症
が心配な市民の方
日時…５月12日㈭、19日㈭、26日㈭
　　　各日15：00～15：30
場所…健生五所川原診療所
定員…各日１名
料金…無料
＊�上記以外の日時、場所で受診希望
の方は、電話または窓口にお問い
合わせください。
問い合わせ・申込先
　地域包括支援課　内線2463

①公的な身分証明書になる…未成年の方や免許証を持っていない方はこの１枚で身分証明ができます！
②�口座開設やパスポートの新規発給に利用できる…本人確認に加えマイナンバーを提示しなければならない場面
でも、この１枚で対応できます！

③�オンラインで行政手続きができる…ぴったりサービスなどのオンラインサービスを利用することで、子育てや
介護などの手続きをまとめて行うことができます！

こころの相談
～１人で悩まず相談してください～

献血バス巡回日程

ゆーゆー元気教室

いきいき教室（介護予防教室）

ノルディック・ウォーク

もの忘れ検診

マイナンバーカードを作ろう！ こんなメリットがあります！

21五所川原市役所　☎ 35－2111



小ホール（ふるさと交流ホール）

▷演歌舞踊の旅
　５月８日㈰　13：00～16：30　無料
　あさひプロダクション　℡090－8610－5800

＊�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。

　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。今月は青森県薬剤師会西北五支部より寄稿いただきました。

　「かかりつけ薬剤師・薬局」という言葉を聞い
たことがあるでしょうか？「かかりつけ薬剤師・
薬局」を持つことで、私たちの生活にどのような
メリットがあるのでしょう？「かかりつけ薬剤
師・薬局」について正しい知識を持ち、正しく活
用しましょう。

　かかりつけ薬局とは？　

　かかりつけ病院を持つのと同じように “かかり
つけ薬局” を持つことで、複数の病院や診療科か
ら出されたお薬を一元的そして継続的に把握する
ことができます。それにより安心して、お薬や健
康に関する相談ができる身近な薬局、それが “か
かりつけ薬局” です。

　かかりつけ薬剤師とは？　

　研修認定を受けた薬剤師が、あなたの健康管
理・薬に関するアドバイスをする制度が “かかり
つけ薬剤師” 制度です。複数の受診でもらった数
多くのお薬の内容や、過去の服薬・副作用・アレ
ルギー情報などを把握して、あなたに合ったアド
バイスを行います。

　かかりつけ薬剤師を持つメリットとは？　

▷�薬を安全・安心に使用していただくため、処方
薬や市販薬など、あなたが使用されている薬の
情報を一元的に把握し、薬の重複や飲み合わせ
のほか、薬が効いているか、副作用がないかな
どを継続的に確認します。

▷�薬の飲み残しや飲み忘れなどを起こさないよう
にサポートします。
▷�在宅で療養中の方にも、ご自宅などにお伺い
し、薬に関するサポートやアドバイスを行いま
す。
▷�休日、夜間などの時間外でもご相談に応じま
す。

　かかりつけ薬剤師を探してみよう！　

　「かかりつけ薬剤師ってどうやって探すの？」
と思ったら、例えば薬が必要になって薬局を訪ね
たとき、対応してくれた薬剤師と顔見知りになっ
ていろいろ質問してみたり、薬の相談会などを行
っている薬局があれば参加したりして、かかりつ
け薬剤師を探してみるのもひとつの方法です。
　かかりつけ薬剤師が決まったら、薬局で簡単な
手続きが必要となります。研修認定を受けた薬剤
師が患者さんから同意を得ることにより、かかり
つけ薬剤師としてのサポートが開始されます。
　「かかりつけ薬剤師・薬局」は、あなたの健康
をサポートします。ぜひ、かかりつけの薬局を持
ち、信頼できる薬剤師を決めて活用してみません
か？

５月の休館日　２日、９日、16日、23日、30日

「かかりつけ薬剤師・薬局」とは？
すずらん調剤薬局鯵ケ沢店　管理薬剤師　田 村　龍 一 先生

オルテンシア
℡   33－2111
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展示「子どもの読書週間×市立図書館開館
45周年記念イベント
第１弾『未来に伝えたい45冊』」

　市立図書館が開館した1977年から2021年まで
に発行された児童書の中から、未来に伝えたい
本を年ごとに１冊ずつ選びました。お父さん・
お母さん、おじいちゃん・おばあちゃんの思い
出の本があるかもしれません。ぜひ、ご家族で
お楽しみください。
日時…５月15日㈰まで
場所…市立図書館１階ロビー

　この本は、南小学校第17回卒業生が卒業記念と
して制作したものです。劣悪な環境にある津軽新
田を開拓しつづけた人たちのお話に加え、卒業生
たちが彫った版画の絵が、読んだ人の心を揺さぶ
ります。最後の方には、津軽新田物語年表も掲載
されています。

津軽新田物語

南小学校第17回卒業生／編
1977年発行

▷�インターネットから貸出券交付申込・登録内容変更
ができます！
　貸出券交付申込や氏名・住所・連絡先などの変更手
続きがインターネットからできるよう
になりました。詳細は図書館ホームペ
ージ（右ＱＲコード）をご覧ください。�

▷「五所川原おはなしぽぽんた」のおはなし会
　５月21日㈯　13：30～14：30
　市立図書館２階
　テーマ…「かば」
　対象…どなたでも

未来をつくる仕事図鑑　学研プラス　2021.2

　空飛ぶ車開発者に、臓器モデル開発者。先端の研究・開発に携わっ
ている人たちは、どんな風に仕事をしているんだろう？小中学生時代
はどんな子だった？ロボット、食品、防災、美容、映像、農業など14
分野28人の研究者にインタビューした社会見学本。やりたい仕事が見
つかるかも！

ふぃ～らあ倶楽部FEELER　フィーラーステーション 2022

　２・３月号の特集は「ケンミンは、冬の津軽平野をこう、遊ぼ。」
です。
　当市出身の女性デュオのサエラさん、五所川原と中泊町を結ぶ本州
最北の私鉄「津軽鉄道」を舞台にした漫画『ちゃぺ』などが紹介され
ています。
　津軽のエンタメを思う存分お楽しみください。

市立図書館　℡34-4334 開館時間　9：30～18：00（土日祝は17：00まで）
金�木�分�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

市
立
図
書
館
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ム
ペ
ー
ジ

　市立図書館が開館した1977年から2021年まで

市立図書館 開館45周年市立図書館 開館45周年市立図書館 開館45周年市立図書館 開館45周年市立図書館 開館45周年

今 月 の お す す め
資料詳細・
予約は
こちら

資料詳細・
予約は
こちら
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人口のうごき � 令和４年３月末　住民基本台帳　（　）内は前月比

総人口…52,104人（－193）　　男…23,930人（－95）　　女…28,174人（－98）　　世帯数…25,608世帯（＋24）

日　程 病　　　院　　　名 電話番号

消防署救急病院
紹介電話
℡34－4999

５月３日㈫ 川崎胃腸科内科医院（敷島町56） ℡34－3330
５月４日㈬ 増田病院（新町41） ℡35－2726
５月８日㈰ 白生会胃腸病院（中平井町142－1） ℡34－6111
５月15日㈰ 増田病院（新町41） ℡35－2726
５月22日㈰ 白生会胃腸病院（中平井町142－1） ℡34－6111
５月29日㈰ かねひらクリニック（旭町55－2） ℡35－3167

　中型立佞武多「金太郎」の面に墨を入れる「書き割
り」が３月29日、立佞武多の館で行われました。
　金太郎は、五月人形をイメージした題材で、子ども
たちが参加できるねぷたとして制作しています。
　太さの異なる筆を使い、最後に力強く瞳を描き入れ
た鶴谷昭法技能技師は「思っていたよりかわいい感じ
に仕上がった。子どもらしく丸みを帯びるように作る
のが難しかったが、明るめの色を使っているので、ぜ
ひ子どもたちに見てもらいたい」と話しました。

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。

中型立佞武多　　　　　に 　 が入る　　　　　「金太郎」 魂

中型立佞武多「金太郎」の書き割りを行う鶴谷技能技師
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