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　今年度の市民提案型事業として採択を受けた事業に
ついて、提案団体による成果報告会を開催します。内
容は、プレゼンテーション方式による各団体の活動報
告のほか、審査会委員からの質疑応答などを行う予定
です。
　成果報告会は観覧自由ですので、まちづくり活動に
興味のある方、どのような活動をしているか知りたい
方など、どなたでもお気軽にお越しください。
日時…２月15日㈯　14：30～16：30
場所…市役所本庁舎　市民の土間・土間ホール
採択事業

▽市民が読む五所川原（太宰治生誕110年、木村助男
生誕102年記念）／つがる方言詩「語る会」

▽やってまれフェスティバル2019／やってまれフェス
ティバル実行委員会

売却の方法…一般競争入札により売却します。
　（予定価格以上の最高額で入札した方にその金額で

売却を決定）
参加受付等…購入を希望される方は物品の説明を受け

たのち、申請書類を提出してください。 
期限…２月12日㈬まで
申請書類…入札参加申込書
確認書類…〈個人〉身分証明書の写し
　　　　　〈法人〉登記事項証明書の写し
＊入札参加申込書は、管財課で交付を受けるか、ホー

ムページからダウンロードしてください。
＊入札参加申込書を提出していない方は、購入するこ

とができません。
参加制限…契約を結ぶ能力を有しない方（未成年者等）

および破産者で復権を得ていない方は、購入できま
せん。

入札・開札日…２月19日㈬　10：00～
場所…市役所２階　会議室２A
入札保証金…五所川原市契約事務規則第６条第１項第

４号の規定により免除します。
契約の締結…落札者が決定した日から７日以内に契約

を締結します。
契約保証金…契約時に契約金額の100分の５以上の保

証金の納付が必要です。

▽じょっぱりロード2019／公益社団法人五所川原青年
会議所

▽雪フェス2020／五所川原商工会議所青年部
 

問…企画課　内線2234

代金の納入期限…契約締結の日から10日以内に全額納
入していただきます。

搬出期限…４月30日㈭
　本物件は現状引渡しとし、搬出作業中に破損した場
合や引渡し後の不調や故障、隠れた瑕疵等についての
返金および補償、購入物品の返品等は一切受け付けま
せん。
＊引渡しは保管場所にて行い、運搬等の一切の費用お

よび手続きは購入者の負担となります。
その他注意事項等
　その他詳細については、管財課へお問い合わせくだ
さい。なお、売却内容については、市のホームページ
でもご覧になれます。

～共にすすめる持続可能なまちづくり～
平成３１年度市民提案型事業成果報告会を開催します

売却物件（物品）
物 品 名 スバル　サンバー（軽トラック） 走 行 距 離 2,331㎞
取 得 年 月 日 平成３年９月１日 車 検 満 了 日 令和３年９月12日
最低入札金額 90,000円 車 両 状 態 消防団で令和元年10月まで使用
装備品／設備 ・消防ポンプ［ラビット  Ｐ555］　　・ノーマルタイヤ　　・スパイクタイヤ

備　　　　考
・スパイクタイヤの使用は積雪または凍結の状態のみ使用可能です。
・ランプ、町名、消防団章は撤去必要。車体側面の消防団の文字も削除してください。
・車両は車庫内で保管されていましたが、経年劣化や使用に伴う傷や錆、汚れ等あります。
・構造変更を行う必要があります。

物品（金木町消防団車両）売却のお知らせ	 管財課　内線2173

昨年の成果報告会の様子
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　財政力指数とは、標準的な行政活動を行うためのお金を「自ら」まかなえる割合を示し
たもので、次の式で算出できます。

単年度財政力指数＝　　　 　市税等の年間収入の見込額　　 　　
　　　　　　　　　一定の行政サービスにかかる年間支出の見込額

　この値が高いほど「財政基盤が強い」とみることができ、平成30年度における五所川原市の財政力指数は0.33
で、全国都市791市のうち、718位となっています。ただし、この指数は原則として、人口規模が大きいほど高
くなる傾向にあり、財政力指数のみで一概に自治体の状況を測ることはできないため、あくまで目安とお考え
ください。
　結果として、この指数から市は行政活動に必要な資金を国、県の補助金など外部から多く調達している状況
がうかがえます。こういった状況の中で、財政基盤が弱い自治体（財政力指数１未満の団体）のための措置と
して、国から普通交付税が交付されています。普通交付税については広報ごしょがわら10月号で説明していま
すので、そちらもご覧ください。

　当市における過去10年間の財政力指数の推移を見ると、最も高い比率が平成21年度の0.34で、最も低い比率
が平成24年度の0.31となっており、ここ10年では0.3前半で推移しています。
　平成30年度の0.33は県内10市では３番目に低い値で、人口が同規模の十和田市、むつ市と比較すると、最も
低い数値となっています（上記のとおり、財政力指数は人口規模に比例して高くなる傾向があるため、十和田
市、むつ市と比較しています）。

　平成29年度の財政力指数を全国の類似団体（＊）と比較すると、五所川原市が0.32であるのに対し、類似団体
では0.48と、0.16の差があり、当市の財政力指数は類似団体に比べても、低いことが分かります。
　これは類似団体と比べて、当市独自の収入の見込額が低いことが原因の一つとして考えられます。
＊類似団体：人口と産業構造の２要素の組み合わせにより、市は16の類型に分類されますが、そのうち同類型

に分類される市を指します。

財政力指数って？

ここ10年での財政力指数の推移

類似団体との比較（平成29年度末時点）

今後の動向

　市民の皆さんに財政状況を伝えるため、毎月様々な角度から説明していますが、今月は「財政力指数」につ
いて説明します。

　先ほど述べたように財政力
指数だけでは、その自治体の
財政力を測ることはできない
ものの、同規模団体と比較し
ても、市税収入は厳しい社会
経済状況の影響で伸び悩んで
おり、財政基盤が弱くなって
います。
　このような状態を改善する
ために、当市が抱える課題に
対して、様々な政策を実施し
ていくことで、五所川原市の
魅力を高め、人口および税収
増加を目指していきます。

～「今」「私たち」が考えるごしょがわら～	 財政課　内線2212

平成30年度における財政力指数は0.33  

財政力指数と収入（支出）見込額の推移
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　市では、地域にお住いの皆さんが在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要となったときに必要な
サービスを適切に選択できることを目的として、市民向け上映会「ぼけますから、よろしくお願いします。」を
開催します。ぜひご参加ください。

【日時】　３月15日㈰　13：00～15：00
【場所】　プラザマリュウ五所川原（市内雛田181−2  ℡33−5001）
【主催】　五所川原市
【定員】　200名（先着順）
【申込方法】　電話で地域包括支援センターまでお申し込みください。

締め切りは、３月４日㈬、参加費は無料ですが、アンケート調査
へのご協力をお願いします。定員になり次第締め切りとさせてい
ただきますので、お早めにお申し込みください。

＊市では、平成29年度より、医療と介護の両方を必要とする高齢
者の方が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができるよう医療機関と介護事業所等の関係者の連携
を推進する事業を行っています。

【問い合わせ】　介護福祉課　地域包括支援センター
　　　　　　　℡35−2111（内線2461）

五所川原市在宅医療介護連携推進事業　独りになっても大丈夫「ずっと五所川原で暮らそう」

市民向け上映会　ぼけますから、よろしくお願いします。
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　商工労政課　内線2551　℻35−3617
　電子メール　1904pbc@city.goshogawara.lg.jp
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
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。公表にあた
っては、提出者の住所・氏名は公表しませんが、意見
の内容を簡単に取りまとめる予定です（類似の意見は、
まとめて公表することもあります）。
　なお、賛成、反対のみの意見については、その件数
は公表しますが、案そのものが市の意見ですので、改
めて考え方を公表することはありません。

　半島振興法では、各半島振興対策実施地域における
市町村が「産業振興促進計画」を作成し、主務大臣の
認定を受けることができる仕組みが創設され、認定を
受けた場合には、半島地域内の事業者による税制優遇
措置の活用が可能となり、事業者の積極的な設備投資
を後押しできることとなります。
　当市では事業者の半島税制優遇措置の適用による設
備投資を促進することにより、地域経済の活性化を目
指し、平成27年に産業振興促進計画を策定し、認定を
受けていましたが、この計画が令和２年３月をもって
計画期間を満了することから、現在、新たな計画の策
定作業を進めています。
　令和２年４月からを計画期間とする、この新たな計
画（案）について、下記のとおり意見を募集しています。
公表・意見募集期間…２月10日㈪まで
閲覧場所…商工労政課、市役所・各総合支所行政資料

スペース、市ホームページ
お問い合わせ・意見の提出先
　〒037−8686　五所川原市字布屋町41番地１

募集人員…10名程度
就業場所…市庁舎および出先機関
職務内容…各種事務補助業務
申込資格…パソコン操作（Word Excel等）のできる方
申込方法…２月７日㈮までに履歴書（様式不問）を１通

持参の上、お申し込みください。
＊受付期間中であっても、申込多数の場合は受付を締

め切ることがあります。
選考方法…２月16日㈰に面接試験により選考します。
時給…898円～925円（職務に必要な前歴に応じて決定

します。）

勤務日…週５日
勤務時間…8：30～17：15の間のうち７時間勤務
勤務期間…４月１日～令和３年３月31日
その他勤務条件等
＊休日は土日・祝日・年末年始のほか、年次有給休暇
（20日/年）が付与されます。

＊交通費のほか、６月、12月に期末手当を支給します。
＊社会保険、厚生年金、雇用保険等に加入します。
＊１カ月間の条件付採用期間があり、この期間を良好

に勤務した場合に正式採用となります。
申込先…人事課　内線2152

　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。
加入受付…２月３日㈪より予約加入開始
共済期間…４月１日～令和３年３月31日までの１年間
会費…年間１人350円（途中加入の場合も同額です）
＊団体加入（20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…当市に住民登録をされている方
受付窓口…環境対策課（13番窓口）／金木総合支所（庶

務係）／市浦総合支所（庶務係）
共済見舞金
１等級　死亡した場合（弔慰金）　　  100万円

２等級　後遺障害になった場合　　　　50万円
３等級　30日以上の治療を要する場合　７万円
４等級　30日未満の治療を要する場合　３万円
特例見舞金…交通事故証明書が発行されず交通事故申

立書等による請求は、内容を審査の上、適当と認め
られた場合に１万円が支給されます。

＊交通事故で被災した場合、同乗者や相手方のいない
自転車等の自損事故でも必ず警察署または最寄りの
交番に届出をしてください。　

＊共済見舞金の請求には自動車安全運転センター発行
の「交通事故証明書」が必要です。

申込先…環境対策課　内線2366
　　　　金木総合支所庶務係　内線3205
　　　　市浦総合支所庶務係　内線4015

五所川原市非常勤職員（会計年度任用職員）募集

令和２年度		青森県交通災害共済	予約加入受付中　

半島振興法に係る「五所川原市産業振興促進計画（案）」について

パブリックコメント（意見公募）を実施しています
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　災害により被害を受けた家屋等の修繕に各種保険制度等を利用する際には、公的機関が発行する罹災証明書が
必要な場合があります。市では「五所川原市小規模災害時等における罹災証明書交付事務取扱要綱」を制定し、
罹災証明書交付申請の手続きに関する事項等について定めています。交付申請に係る注意点等は以下のとおりで
す（災害対策本部を設置した場合等は別の基準によって証明書を交付します）。

特に注意する事項（＊被害状況を確認できない場合は、証明書を交付できない可能性があります。）
被害の原因となる災害の種別ごとに交付申請できる期限がありますので、ご注意ください。
・豪雪等の雪害による被害の場合…被害を確認した日から６カ月以内
・その他の被害の場合…被害が発生した日から３カ月以内
申請漏れにご注意ください…その他の被害で、令和元年12月31日までに被害が発生したものについて罹災証明書

の交付を希望する場合は、３月31日㈫までに申請するようにお願いします。　
＊期限を過ぎると、罹災証明書の交付を受けられなくなります。

　金木総合支所で申告していた方は、会場が金木公民
館へ変更となりますので、申告会場においでの際はご
注意ください。

　会場が変更となる地区の皆さんにはご不便をおかけ
しますが、申告相談を円滑に行うためにもご理解とご
協力をお願いします。
　なお、令和２年度（令和元年分）市民税・県民税申
告相談の会場および日程の詳細については、広報ごし
ょがわら１月号でお知らせしています。
問…税務課　内線2253

　軽自動車やバイクなどに課税される軽自動車税は、
４月１日現在の所有者の方に課税されます。
　所有者の死亡、転出、車両の名義を変更したとき、
または処分、紛失したときなどは届出が必要になりま
す。届出のない場合は、引き続き軽自動車税が課税さ
れます。各車種の手続き場所は次のとおりです。手続
きに必要なものについては、各手続き場所へ直接お問
い合わせください。
手続き場所

▽原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車
　税務課、金木・市浦各総合支所総合窓口係

▽軽三輪・軽四輪　
　軽自動車検査協会　青森事務所
　青森市浜田字豊田129−2　℡050−3816−1831

▽軽二輪（125cc超250cc以下）・二輪の小型自動車
　（250cc超）
　国土交通省 東北運輸局 青森運輸支局
　青森市浜田字豊田139−13　℡050−5540−2008
問…税務課　内線2260

金木公民館
大 会 議 室
（和室）

【変更前】
金木総合支所
３階大会議室

【変更後】

変更

罹災証明書の交付申請について	 防災管理室　内線2115

市民税・県民税の申告相談会場が
一部変更になります

軽自動車税の
変更手続きはお早めに

交付申請できる人 申請から罹災証明書交付までの流れ

被害を受けた家屋等の
①所有者
②居住者および同一世帯人
③使用者
④①～③から委任された代理人

＊ただし、④の場合は交付申請
時に委任状の提出が必要です。

＊金木総合支所、市浦総合支所
では申請書の受付のみ行い、
申請内容の審査は本庁総務課
防災管理室が行います。

①交付申請（受付窓口：本庁総務課防災管理室、金木総合支所庶務係、市
浦総合支所庶務係）

必要書類：罹災証明願（様式第１号）、被害の状況を確認できる写真等、
申請者の本人確認をできるもの（運転免許証等）、委任状（様式第５号）

＊代理人による申請の場合のみ。
↓

②申請内容の審査（７日以内を目安）
＊被害判定のために実地調査を行う場合があります。

↓
③罹災証明書（様式第２号）の交付
・罹災証明書を交付する場合は、手数料として１部につき300円の納付を

お願いします。
・申請内容を審査し、罹災証明書を交付しないこととした場合には、罹災

証明書不交付決定書（様式第３号）で通知します（この場合は、申請者
の費用負担は生じません）。

・罹災証明書を交付しないこととした場合で、申請者が希望する場合は、
罹災届出証明書（様式第４号）を交付します（この場合は、申請者の費
用負担は生じません）。
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支給対象者…後期高齢者医療制度に加入している方で
医療保険と介護保険の自己負担額（支払った額から
高額療養費や高額介護（予防）サービス費を除いた
額）の両方の支払いをした方（世帯内に後期高齢者
医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯
で合算します）。

対象期間…平成30年８月１日～令和元年７月31日
　（毎年８月１日から翌年７月31日までの１年間です）
支給額…医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、

所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に、
その超えた額が支給されます。

＊超えた額が500円以下の場合は支給対象外です。
所得区分に応じた自己負担限度額

▽現役並み所得者Ⅲ…212万円

▽現役並み所得者Ⅱ…141万円

▽現役並み所得…67万円

▽一般…56万円

▽低所得Ⅱ（世帯員全員が住民税非課税の方）…31万円

▽低所得Ⅰ（低所得Ⅱのうち世帯員全員の各所得金額
　　　　　　が０円の方）…19万円
支給申請…支給を受けるには必ず申請が必要です。支

給の要件に該当すると思われる世帯には、２月下旬
（予定）に青森県後期高齢者医療広域連合から支給申
請のお知らせが送付されます。お知らせが届いた方
は担当窓口に申請してください。

　　また、対象期間の途中に後期高齢者医療制度に加
入した方や転入してきた方等がいる世帯には、支給

対象となる世帯でも、支給申請のお知らせが送付さ
れない場合がありますので、対象になると思われる
方は担当までお問い合わせください。

申請に必要なもの…支給申請書／高額介護合算療養
費・高額医療合算介護（予防）サービス費の支給申請
について（お知らせ）／個人番号（マイナンバー）がわ
かるもの（通知カードまたは、個人番号カード）／本
人確認書類（官公庁発行、発給の顔写真付き身分証
明書等）／印章（はんこ）／通帳（コピー可）等口座情
報のわかるもの

＊被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提
　出が必要です（事前に提出した場合は不要）。
＊被保険者以外の方が申請または受領する場合は委任
　状が必要です（申請の場合は委任状に加え、被保険
　者の個人番号がわかるもの（コピー可）、申請者の

本人確認書類等が必要なため、事前にお問い合わせ
ください）。

＊重度心身障がい者医療費の助成を受けている場合は、
　市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
＊対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険
　や他市町村の介護保険に加入歴があり、自己負担額
　がある場合は、それらの保険の自己負担額証明書が
　必要です。
＊成年後見人が申請される場合、登記事項証明書（３

カ月以内に発行されたもの）をお持ちください。
申請先…国保年金課　内線2345

　保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付すること
が困難な方または、失業等により保険料を納付する
ことが経済的に困難になったものの、申請を忘れて
いた期間がある方は、保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」「納付猶予制度（50歳未
満）」「学生納付特例制度」がありますので、国民年
金窓口で申請の手続きをしてください。申請書は窓
口に備え付けてあります。申請は、申請時点の２年
１カ月前までさかのぼって申請することができます。
　詳しくは、市役所の国民年金窓口または弘前年金
事務所へお問い合わせください。

問…国保年金課　内線2343
　　弘前年金事務所　℡0172−27−1339

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用で
きます。保険料が自動的に引き落とされるので金融
機関などに行く手間が省ける上、納め忘れもなく便
利です。
　当月分保険料を当月末に引き落とされることによ
り月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも
割引額が多い２年前納、１年前納、半年前納もあり
ます。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、
通帳、金融機関届出印を持参の上、金融機関または、
年金事務所へお申し出ください。
口座振替方法別申込期限

振 替 方 法 申込期限 割 引 額
２年前納

（４月～翌々年３月分） ２月末日まで 約15，000円

１年前納　
（４月～翌年３月分） ２月末日まで 約 4，000円

６カ月前納
（４月～９月分）
（10月～翌年３月分）

２月末日まで
８月末日まで 約 1，000円

当月末振替（早割） 随時 月々 50円
翌月末振替 随時 無

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
後期高齢者医療	高額介護合算療養費支給申請について

国民年金保険料免除等の申請について 国民年金保険料を口座振替で
前納するとお得です
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　スマートフォンに大手通販会社からショートメ
ールが届き、未納料金があるので連絡するように
と記載されていた。
　心当たりはなかったが、ショートメールに記載
された電話番号に電話したところ「去年、あなた
のスマートフォンから動画配信サイトに登録があ
り、20万円の利用料が未納になっている。
　もし、心当たりがなく不正に登録されたもので
あれば、一旦20万円を支払ってもらった後に返金
します。いずれにしても、支払わないと提訴され
ることになります」と言われ、指示に従って、コ
ンビニエンスストアに行って20万円分のプリペイ
ドカードを購入し、カードに記載された番号を相
手に教えた。
　翌日、別の人からスマートフォンに電話があり
「昨日の件は不正に登録されたものであったので
20万円を返金しますが、他にも50万円分のあなた
名義の不正登録が見つかりました。これも返金し
ますが、一旦50万円を支払ってくださ
い。」と言われた。

○心当たりがない請求（架空請求）は無視しまし
ょう。
○架空請求の請求手段は、ショートメール、メー
ル、ハガキ、電話など様々です。
○実在する著名な事業者名をかたって本物の請求
と思わせたり、支払わないと法的手段をとるな
どと消費者の不安をあおってきます。
○未納料金の請求に心当たりがなければ、決して
相手に連絡してはいけません。
○どうしても請求が気になる場合には、相手に連
絡する前に、五所川原市消費生活センターにご
相談ください。
○お金を支払ってしまうと、これを取り戻すこと
は困難であることが少なくありません。

　市では、高齢者等が地域で安心して暮らすことができるよう、生活における悩みごとの解消や様々なトラブル
の未然防止に向け、地域の見守りに取り組んでいる団体等を通じて消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓
口を紹介しています。
構成団体…五所川原市民生委員児童委員連絡協議会、社会福祉法人五所川原市社会福祉協議会

困ったとき、不審に思ったときは、五所川原市消費生活センターにご相談ください。

五所川原市　相談窓口紹介ネットワーク　連絡先
相談の種類 相談の内容 相談窓口 電話番号・受付時間

消費生活相談

商品・サービスの提供や契約
に関する苦情相談、および多
重債務に関する相談

消費者
ホットライン

局番なし　188（いやや）／月～金
9：00～17：30／土・日・祝　10：00～
16：00（年末年始を除く）

五所川原市
消費生活センター

℡33−1626
月～金　8：30～17：15

（祝日・年末年始を除く）

借金（多重債務）などに関す
る相談

消費者信用生活協
同組合

℡0120−102−143
月～金　第２・４土曜日
9：00～17：00（祝日を除く）

家 庭 相 談 家庭相談全般に関すること 五所川原市
子育て支援課

℡35−2111（内線2482）
月～金　8：30～17：15

（祝日・年末年始を除く）

健康づくり相談 心身の健康に関する一般的な
相談

五所川原市
健康推進課

℡35−2111（内線2385）〈要予約〉
月～金　8：30～17：15

（祝日・年末年始を除く）

介 護 相 談
高齢者の介護・健康・財産管
理・虐待に関する総合的な相
談

五所川原市地域
包括支援センター

℡35−2111（内線2462）
月～金　8：30～17：15

（祝日・年末年始を除く）

生活一般相談 日常生活のあらゆる心配ごと 五所川原市社会
福祉協議会 ℡39−1212　24時間

交通事故相談
交通事故被害者等の損害賠償
の算定、請求、示談の方法、
更生問題等の相談

交通事故相談所
℡017−734−9235
月～金　9：00～16：00

（祝日・年末年始を除く）

事例紹介「架空請求 編」 五所川原市消費生活センターからの助言

五所川原市相談窓口紹介ネットワーク
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　私たち株式会社エノモトは1991年に五所川原市に工
場を設置し、今年で28年になりました。当社では車や
信号機に使われているＬＥＤライト、スマートフォン
やパソコンなどに使用されているコネクタ部品の製造、
金型の設計などを行っています。その中でも広い敷地
面積を誇る津軽工場では製品のプレスからメッキ加工、
成形までを一貫して行っています。
　私たちの製造する製品は表に出ることはほとんどあ
りませんが、髪の毛ほどの太さの金属を複雑に曲げた
り、お米一粒ほどの大きさの部品を作ったりエノモト
にしかできない技術を駆使して皆さんの生活を陰なが
ら支えています。
　金型技術を通じて一人一人が丁寧なものづくりを提
供し、お客様に喜んでいただくこと。これがエノモト
のものづくりです。簡単に、大量に、安価にものがつ
くれる時代だからこそ、長年培ってきた確かな技術と
情熱を超える執念をもってものづくりに挑み、魂を込
めてエノモトにしかできないものづくりを極めていき
ます。
　また、当社では働く「人」をとても大切にしていま
す。〝働きやすい環境の創出がエノモトの成長の源泉〟
を大切な考え方として、ワークライフバランスを重視
した働き方の推進や人材教育、サポート体制の充実を
図り、従業員皆が働きやすく働きがいを感じながら仕
事ができるように会社全体で取り組んでいます。

　当市のマンホールカードを１人につき１枚無償で配布しています。
　マンホールカードは、下水道への関心を深めてもらうため、全国各地に
あるデザインマンホール蓋をコレクションカードにしたものです。

配布場所…立佞武多の館
配布時間…立佞武多の館の営業時間

▽４月～９月　9：00～19：00

▽ 10月～３月　9：00～17：00
＊郵送による配布はしていません。
　簡単なアンケート調査にご協力お願いします。
　詳細は、市のホームページでもご覧になれます。
問…経営管理課　内線2720

五所川原市内誘致企業のご紹介 Vol.10	 株式会社エノモト津軽工場

ここでは五所川原市内にある誘致企業について紹介していくよ！
第10回は漆川玉椿にある「株式会エノモト津軽工場」さんだよ

早速お話を聞いてみよう！

会社
概要

所在地：〒037−0017　五所川原市大字漆川字玉椿191−1　℡33−0570
本　社：〒404−0198　山梨県上野原市上野原8154−19
資本金：4,749百万円　／　従業員数：539名　／　代表者：代表取締役社長 武内 延公
取扱品目・事業内容等：各種精密金型・自動機械装置等の開発、設計、製作
　　　　　　　　　　　上記を利用した各種精密部品製造

従業員が生き生きと活躍する職場です

マンホールカードを配布しています
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　市内児童生徒の美術作品を広く市民に鑑賞していた
だくとともに、市内小・中学校の図工教育・美術教育
の充実と向上を図ることを目的として、第15回市内
小・中学校美術展を開催します。
　市内小・中学校17校の児童生徒の絵画、版画、デザ
イン画、立体作品、学級旗等、工夫いっぱいの個性豊
かな作品が多数展示されます。ぜひご来場ください。

日　時…２月18日㈫～20日㈭
　　　　10：00～21：00（20日㈭は15：30まで）
場　所…ＥＬＭホール
入場料…無料
＊「いじめのない社会啓発カレンダー」を無料配布予定
　（数に限りがあります）　　
問…学校教育課　内線2974

五所川原市内小学校放課後児童クラブ支援員・代替支援員を募集します。

募集人員…５人
必要な資格等…保育士、社会福祉士、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校または中等教育学校教諭のいずれ
かの資格を有する方

就業場所…五所川原市内小学校の放課後児童クラブ
　（金木、市浦含む）
職務内容…放課後、家庭が留守の小学校児童を対象と

して、遊びおよび生活面の指導、育成を行います。
時給…790円～830円　　
雇用形態…会計年度任用職員
加入保険等…社会保険、厚生年金、雇用保険等
雇用期間…４月１日～９月30日
就業時間…平日13：30～18：00（ただし、土曜日および

小学校の長期休業期間中等は8：00～17：00）
休日等…日祝、有給休暇、夏季休暇（２日）
申込み…履歴書・資格証等の写しを持参の上、子育て

支援課にお申し込みください。
応募締切…２月28日㈮

＊４月から時給等の見直しの予定があります。詳細に
ついては面接時説明予定です。

＊面接の日時については履歴書等必要書類の受付時に
お知らせします（３月上旬予定）。

就業場所…市内放課後児童クラブ
職務内容…放課後児童クラブ支援員が休暇等を必要と

する場合において、その支援員の職務を臨時的に行
います。職務内容は支援員に準じます。

時給…790円
就業時間…平日13：30～18：00（ただし、土曜日および

小学校の長期休業期間中等は8：00～18：00）の間で
指定した時間

申込み…履歴書・資格証等の写し（お持ちの方）・印
鑑・給与振込口座通帳・マイナンバーがわかる書類
を持参の上、子育て支援課へお申し込みください。

＊４月から時給等の見直しの予定があります。
＊書類受付時、勤務内容等の詳細の説明および登録手

続きを行います。

前回の美術展の様子

第15回市内小・中学校美術展を開催します

放課後児童クラブ支援員および代替支援員の募集	 子育て支援課　内線2487

放課後児童クラブ支援員

放課後児童クラブ代替支援員
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　12月21日に開催しました＜ふゆめ堂古本まつり＞無事
に終了しました！
　本を持ち寄ってカフェの中で売るというこのイベント、
当日は市内外から多くの方にご来店いただき、かなり賑わ
っていました 。
　中には差し入れまで下さった方もいて、ホント感激で
す！ Facebookの投稿を見て来てくださった方もいて、
嬉しい限りの１日に。
　終了後は出展者を中心に交流会を開催。みなさん持ち寄
りのご飯をいただきながら、わいわい楽しく過ごすことが
できました。
　カフェの中での本のフリマで、しかも希望すれば誰でも

出展者になれるという、なかなかのチャレンジっぷりでしたが、その分色んな出会いがあって楽しかったで
すし、勉強にもなりました！
　お越しくださった皆さま、出展者の皆さま、そしてステキな機会と場所を提供してくださったふゆめ堂さ
まに、この場を借りてお礼申し上げます。改めて、ありがとうございました 。（山下）

　12月８日、にこにこゴニンカン倶楽部が「にこにこゴ
ニンカントランプ大会」を開催し、たくさんの地元のベテ
ランプレイヤーが集まりました。
　地域おこし協力隊の 瀬も参加しましたが、やはり皆さ
んの戦略が凄くて、点数を思うように稼げず入賞には及ば
ず...。
　試合中参加者は黙々と真剣にプレイしていましたが、１
ゲームが終わるごとに良い戦略だったところやとんでもな
い手札だったことなどについて楽しく会話していました。
大会の様子は各ＳＮＳで動画で見ることができます。

　ゴニンカントランプ世界選手権大会は、１月19日に行われた大会が最後となりましたが、にこにこゴニ
ンカン倶楽部の活動は今後も続き、年１回大会を開催するそうです。（ 瀬）

▽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。

▽私たちが地域おこし協力隊です。

活動報告

【津軽のトランプゲーム『ゴニンカン』】

【ふゆめ堂古本まつり 無事に終了しました】

地域おこし協力隊レポート ～ごしょぐらしはじめました～ Vol.21	 問  企画課  内線2235

　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。

山下　　貴　隊員 髙瀬　祥彰　隊員

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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　12月28日より台湾の嘉義市で開催された「第17回日
台国際野球大会」の選抜メンバーに選ばれた小田桐弘
武さん（弘前学院聖愛中２年、弘前聖愛リトルシニア
所属）が12月11日、市長を表敬訪問しました。
　小田桐さんは、昨年10月に秋田県で行われた秋季新
人大会に主力選手として出場し、チームをけん引して
準優勝に導き、そのプレーが評価され、国際大会の選
抜メンバーに選ばれました。
　また、チームは３月に大阪で開催される「第26回日
本リトルシニア全国選抜野球大会」に出場します。
　小田桐さんは「国際大会では、仲間との交流を深め、
自分の殻を破って生まれ変われるような大会にしたい
です。また、国際大会での経験をチームに持ち帰って
日々練習し、大阪での全国大会はベスト４を目指しま
す」と力強く語りました。

　バレーボールＶリーグ女子１部
五所川原大会が、11月30日、12月
１日の２日間、五所川原市民体育
館で行われました。
　当市は、ＰＦＵブルーキャッツ
の活動を支援しており、同チーム
のサブホームタウンとなっていま
す。サブホームゲームとして行わ
れたヴィクトリーナ姫路戦では、
堀口選手の強烈なスパイクが冴え
るなど、３−１で勝利し11試合ぶ
りの白星を挙げたほか、日立リヴ
ァーレ戦はフルセットの接戦の末、
３−２で勝利し今季初めての連勝
を飾りました。
　会場には、県内外から多くのバ
レーボールファンが訪れ、一流の
迫力あるプレーに大きな歓声が上
がりました。

　12月１日、津軽すこっぷ三味線
世界大会がエルムホールで開催さ
れ、全国各地から集った愛好者が、
華麗なバチ（栓抜き）さばきで自
慢の腕を競いました。
　本大会の魅力は、何といっても、
仮装や踊りもＯＫという自由な雰
囲気の中、芸術性と娯楽性を兼ね
備えた情熱溢れる演奏により、ス
テージと会場が一体となって盛り
上がることだと思います。
　皆さん、思い思いのこだわりの
衣装に身を包み、本大会のスロー
ガンである「もつけ」の精神で、

「感動と笑い」のステージが繰り
広げられ、会場は熱気に包まれま
した。

　１月10日から12日までの３日間、
台湾台北市の百貨店「大葉高島
屋」において、海外では初となる
五所川原市主催の物産展「青森県
まるごと五所川原フェア」を開催
します。
　五所川原の魅力をぎゅっと詰め
込む当物産展には、りんごをはじ
めとする特産品のほか、立佞武多
も展示することとしており、12月
９日に高さ4.6メートルの小型立
佞武多「津軽十三浦伝説・白髭水

（しらひげみず）と夫婦梵鐘（め
おとぼんしょう）」を台湾に向け、
搬出しました。
　冬晴れのもと、穏やかな日の光
がこれから始まる台湾との交流を
明るく照らしているかのようでし
た。
　立佞武多はもちろん、ここにし
かない五所川原らしさをトップセ
ールスにより、しっかりとＰＲし
たいと思っています。

活躍を誓う小田桐さん（中央）

国際大会、殻を破り活躍誓う

11月30日
バレーボールＶリーグ女子１部

ＰＦＵブルーキャッツ

12月１日
第13回  津軽すこっぷ三味線

世界大会

12月９日
立佞武多が台湾に向け出発！

　バレーボールＶリーグ女子１部五所川原大会が開催され、当市が応援
しているＰＦＵブルーキャッツが見事連勝を飾りました。
　私も初めて観戦しましたが、ダイナミックなスパイクや見応えのある
ラリーなど、スピード感いっぱいの熱戦に感動しました。ＰＦＵブルー
キャッツのますますの活躍を期待しています！

市長だより市長だより市長だより市長だより バレーボール＆すこっぷ三味線＆
立佞武多が台湾へ
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◎
広
報
有
料
広
告

◎
広
報
有
料
広
告

五
所
川
原
市
を
応
援
し
ま
す
! !

五
所
川
原
市
を
応
援
し
ま
す
! !

令和二年度　前期入学生・科目履修生募集
●今の学校になじめない・・・という方
●体力的に毎日は無理・・・・という方
●一度辞めてしまった・・・・という方
●科目履修で生涯学習をはじめたい・・・という方 

通信制なら、どうでしょう？

〒037-0044　青森県五所川原市字元町6-1
TEL 0173-26-6662   FAX 0173-26-6663

水・日／休校日
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単
位
認
定

スクーリング
（毎週金・土曜）

1年次 2年次 3・4年次

隔週のレポート
（プリント学習）

特別活動
（行事・ＬＨＲ等）

☆令和２年 2月13日
〜 3月31日

出願書類の審査と面接結果で合否を

判定します。

出願期間

※　転入・編入生は、随時受付中です。

　１月５日～12日にかけて武蔵野の森総合スポーツプ
ラザ（東京都調布市）で行われたジャパネット杯春の
高校バレー　第72回全日本バレーボール高等学校選手
権大会に出場した五所川原工業高等学校バレーボール
部の選手の皆さんが、12月20日、市長を表敬訪問しま
した。
　五所川原工業高等学校は11月10日に行われた県代表
決定戦決勝戦で弘前工業高等学校を破り、２年連続８
回目の全国大会出場を決めました。キャプテンの倉光
雄大さんは「去年は初戦で敗退してしまったが、チー
ム力が高いので、その強みを生かしてベスト４入りを
目指して頑張りたい」と意気込みを話しました。

　合同会社テンコーファームとヤマホ竹鼻製麺所が赤
きく芋の粉末を練り込んだ「紅（あか）きく芋うどん」
を共同開発し、12月18日、完成を市長に報告しました。
　赤きく芋には、糖質の吸収を穏やかにし、血糖値上
昇を抑える効果が期待される成分の「イヌリン」が豊
富に含まれています。

　12月６日、第87回東奥児童美術展（東奥日報社など
主催）で作品が入賞した園児の皆さんが市長を訪問し
た。今回入賞したのは、図画の部「推奨」を受賞した
木村最明さん（こども園第二さつき）、「準特選」を
受賞した矢野愛琉さん（こども園第二さつき）、荒木
関せなさん（こども園第二さつき）、髙木ひなたさん

（五所川原保育園）、版画の部「推奨」を受賞した成田
碧生さん（こども園ひろた）、「特選」を受賞した加藤
優衣さん（こども園かなぎ）の６名です。
　髙木ひなたさんは「みんなでプールに入っている絵
を描きました。細かい部分を書くのが難しかったで
す」と話しました。

　報告会では、同ファームの石岡則秋さんや竹鼻製麺
所の竹鼻文子代表取締役らが佐々木市長と共に、生の
赤きく芋をスライスしたサラダとうどんの試食を行い、
佐々木市長は「サラダもうどんも癖がなくて食べやす
い。健康食品として、地域の有力な特産品になるので
はないか」と話しました。

バレーボールで全国大会へ	

全国大会出場を決めたバレーボール部の皆さん

東奥児童美術展入賞

紅きく芋うどん完成報告会

受賞を報告した園児の皆さん

完成を報告した石岡さん（右）と竹鼻さん（左）

13五所川原市役所　☎35－2111



　11月30日、東京で開催された第10回全国少年少女チ
ャレンジ創造コンテスト全国大会に出場し、銀メダル
を獲得した五所川原市少年少女発明クラブ（チーム
名：スカイブルー）の小山内雅人さん（五三中１年）、
小山内愛梨さん（三輪小５年）、木村織音さん（いず

　12月24日、令和元年度「子供と家族・若者応援団表
彰」内閣総理大臣表彰を受賞した社会福祉法人あーる

　12月24日、令和元年秋の褒章で藍綬褒章を受章した
村元範子さんが市長を訪問しました。

み小４年）が12月18日市長を訪問しました。
　全国大会10回連続出場となる五所川原市少年少女発
明クラブの今回のからくり山車は「お花見」で、弘前
公園での花見風景を再現したもので制作期間は約４カ
月。今回は、動力車１台と山車２台で構成され、弘前
城の山車が真ん中から割れ、中から桜の木が飛び出す
仕掛けのほか、弘前市のマスコットキャラクター「た
か丸くん」と弘前さくらまつり公式応援キャラクター

「桜ミク」がボートに乗って競争する仕掛けも売りと
なっています。
　雅人さんは「本番では、山車がスムーズに動いたの
でよかったです」、愛梨さんは「人形をスムーズに動
かすことが難しかったけど、楽しかったです」、織音
さんは「昨年の大会では、悔しい思いをしたが、今年
は練習どおり、しっかり動いたので良かったです」と
大会を振り返りました。

どの大橋一之理事長が、市長を訪問しました。
　同表彰は、子供・若者を育成支援する活動や子育て
と子育てを担う家族を支援する活動の取り組みに功績
があった個人や団体を顕彰するものです。
　同法人は、障がいや老若男女を問わず楽しく暮らせ
るまちづくりを目指して活動し、就労支援や余暇活動
の支援のほか、障がい者の芸術文化活動やまちづくり
事業、コミュニティカフェの運営、商品開発など、多
岐にわたり活動しています。
　大橋さんは「障がいのある人達が、社会の真ん中に
入れるようなまちづくりに取り組み、また、まちに貢
献できる事業に取り組んでいきたいです」と話しまし
た。

　同褒章は、会社経営、各種団体での活動等を通じて、
産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた
方または国や地方公共団体から依頼されて行われる公
共の事務（保護司、民生・児童委員、調停委員等の事
務）に尽力した方が対象となります。
　村元さんは、平成10年の３月から法務大臣より委嘱
を受け、保護司となり、犯罪をした人や非行のある少
年の改善更生を支援したほか、犯罪の予防を図るため
の啓発および宣伝の活動に従事しました。
　また、五所川原更生保護女性会の会長としても更生
保護活動に尽力されました。
　村元さんは「大変、光栄です。今後も人の役に立っ
ていきたいと思います」と受章の喜びを語りました。

社会福祉法人	あーるど　内閣総理大臣表彰を受賞

藍綬褒章受章を報告

受賞を報告した大橋理事長（中央）と増田理事（右）

藍綬褒章を受章した村元さん（右）

全国少年少女チャレンジ創造コンテスト「お花見」で銀メダル

銀メダルを獲得したチーム「スカイブルー」の皆さん
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じてくれる〝戦傷病者相談員〟、〝戦
没者遺族相談員〟がいます。
　当市を含む西北五地域を担当する
相談員は次の方々です。どうぞお気
軽にご相談ください。
戦傷病者相談員

成田政さん（つがる市柏桑野木田
幾世2−32）℡0173−25−3545

戦没者遺族相談員
佐々木嘉幸さん（中泊町中里字亀
山602）℡0173−57−3336

　市内在住の60歳以上の方が入学で
きる高齢者大学「北辰大学」のクラ
ブ活動発表会です。
　入学していない方でも見学できま
すので、各クラブの１年間の成果を
ぜひご覧ください。
日時…２月５日㈬　10：00～14：00
場所…中央公民館
ステージ発表…10：10～11：45
　健康体操クラブ・歌謡クラブ・舞

踊クラブ
展示発表…10：00～14：00
　書道クラブ・パソコンクラブ・園

芸クラブ・手細工クラブ
問…社会教育課（中央公民館内）
　　℡35−6056

　「人生100年時代」と呼ばれる昨今、
定年後も働き続ける方が多くなって
います。今こそ、やりたかったこと
に挑戦し、本当の自分らしさを発揮
できる仕事を「起業」という形で始
めてみませんか。
　自分の好きなことや趣味を仕事に
したいシニア世代を対象に、楽しみ
ながら起業をする「趣味起業」のコ
ツやノウハウを伝えるセミナーを開
催します。
＊詳しくは、県もしくは市のホーム

ページをご確認ください。
日時…３月５日㈭　18：00～19：30
場所…AOMORI STARTUP CENT
　ER（青森市新町１丁目2−18　青

森商工会議所会館１階）
定員…50名
受講料…無料
問…青森県商工労働部地域産業課
　　℡017−734−9374

　戦傷病者の方や戦没者の遺族に対
して、生活上の問題に関する相談や
年金・給付金などに関する相談に応

　青森県特定（産業別）最低賃金が、
令和元年12月21日から改定されまし
た。
改定後時間額
①鉄鋼業　900円
②電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具
製造業　829円

③各種商品小売業　821円
④自動車小売業　861円
＊青森県最低賃金は令和元年10月４

日から790円に改定されました。
問…青森労働局労働基準部賃金室
　　℡017−734−4114

　ジェネリック医薬品に切り替える
とお薬代が安くなる可能性がある方
へ「お薬代負担軽減のご案内」を２
月に送付し、どのくらい安くなるか
お知らせします。ジェネリック医薬
品の利用を希望する方は、医師や薬
剤師にご相談ください。
問…青森県後期高齢者医療広域連合
　　℡017−721−3821

　人生100年時代、高齢者の生活の
質（ＱＯＬ）の維持・向上ニーズは
多様化し、シニア向け生活産業ビジ
ネスは市場拡大が期待されています。
県では、シニア・介護領域の専門家
を講師にセミナーを開催し、高齢者
向けサービスの全体像と先進的な取
り組み事例等をお話しいただきます。
＊詳しくは、県もしくは市のホーム

ページをご確認ください。
日時・場所

▽弘前会場
　２月８日㈯　10：00～12：00
　弘前市民会館２階　第一小会議

室・第二小会議室

▽青森会場
　２月８日㈯　15：30～17：30
　アスパム９階　津軽
定員…各会場30名
参加料…無料
問…青森県商工労働部地域産業課
　　℡017−734−9374

今 月 の 納 期
・国 民 健 康 保 健 税　８期
問　収納課　内線2273
・後期高齢者医療保険料　８期
問　国保年金課　内線2346
・介 護 保 険 料　８期
問　介護福祉課　内線2453

納期限  3月2日㈪
納付は便利で確実な

口座振替を�

戦傷病者相談員および
戦没者遺族相談員を
ご存知ですか

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）

▽２月13日㈭　10：00～12：00

▽２月27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）

▽２月19日㈬　10：00～12：00
　金木総合支所２階相談室
問　金木総合支所　内線3104
市浦地区（行政・人権合同相談）

▽２月４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）
勇気を出して伝え合おう
思いやり　心づかい

お知らせ

令和元年度北辰大学学園祭

青森県特定（産業別）
最低賃金改定のお知らせ

シニア起業入門セミナーを
開催します

お薬代の負担軽減について

シニア生活産業ビジネス
セミナー開催
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　自然災害が多発した2018年。皆さ
んの寄附によって、北海道胆振東部
地震で被害にあわれた方に支援を届
けることができました。
　また改めて、日ごろの防災・減災
普及の重要性を強く感じ、講習会の
実施やボランティア活動などの取り
組みにも役立たせていただきました。
　これまでの皆さんからのあたたか
いお気持ちに感謝すると共に、これ
からも国内救護、海外救援、防災・
減災の普及啓発など様々な活動を通
して、救うことを続けていきます。
　こうした活動はすべて、皆さんか
ら寄せられた会費と寄附によって支
えられ、国内外で苦しんでいる方へ
のサポートを可能にし、ボランティ
アの育成や未来を担う青少年の学び
の機会を創っています。
　皆さんの赤十字会員への加入なら
びに赤十字活動資金（会費・寄附
金）のご支援について、よろしくお
願い申し上げます。
問…日本赤十字社青森県支部
　　組織振興課　℡017−722−2011
　　日本赤十字社青森県支部
　　五所川原市地区（福祉政策課）
　　内線2492

募集住戸
①新宮団地　１戸（木造／３ＬＤＫ

／１階玄関）
②広田団地　２戸（鉄筋コンクリー

ト／３Ｋ／３階玄関）
③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は３名以上、
②は条件付きで単身から可、一般
は２名以上。③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。

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。

　①21，200円～41，700円程度
　②10，600円～21，200円程度
　③58，000円（一律）
受付…①は２月３日㈪～２月10日㈪、

②③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は４月１日入居
予定です。②③は３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

　申告書作成会場の開設期間は、２
月17日㈪～３月16日㈪です（土・
日・祝日を除く）。
開設場所…五所川原税務署２階会議

室（会場開設前は、申告書作成会
場を設置していません。長時間お
待ちいただく場合がありますので、
開設期間中にお越しください）

受付時間…9：00～16：00（申告書作
成会場の混雑状況によっては早め
に相談受付を終了する場合があり
ますので、ご了承ください）

＊待ち時間もなく便利にご利用いた
だける、国税庁ホームページ「確
定申告書等作成コーナー」を、ご
自宅での申告書作成にぜひご活用
ください。詳しくは国税庁ホーム
ページをご覧ください。

＊申告手続などには、マイナンバー
の記載と本人確認書類の提示等が
必要です。

問…五所川原税務署　℡34−3136

不動産取得税とは
　家屋を新築・増改築したとき、土
地や家屋を売買・贈与・交換などで
取得したときに一度だけ課税される
県の税金です。
軽減制度について
　住宅用の土地を取得した日から３
年以内に、その土地の上に、床面積
が50㎡以上240㎡以下の住宅（「特例
適用住宅」という）が新築された場
合には、土地の取得に係る不動産取
得税が軽減されます。

　なお、この軽減制度を受けるため
には申告が必要です。また、この他
にも不動産取得税の軽減制度があり
ますので、詳しくは、下記までお問
合せいただくか、県ホームページ（ht
tps://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax
/004_01fudousanindex_00.html）をご
覧ください。
問…西北地域県民局　県税部　課税

課　℡34−2111　内線214

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働問題（解雇・賃金引き下
げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相
談に応じます。
日時…２月４日㈫　13：30～15：30
　　　２月16日㈰　10：30～12：30
　　　３月３日㈫　13：30～15：30
　　　３月15日㈰　10：30～12：30
場所…青森県労働委員会
　（東奥日報新町ビル４階）
対象者…県内の労働者、事業主
相談員…青森県労働委員会委員
費用…無料
利用方法…随時受付
＊事前予約優先
問…青森県労働委員会事務局
　　℡017−734−9832

　県内外の企業等の人事担当者等に
よる企業説明のほか「職業適性診断
コーナー」「職業相談コーナー」を
設置します。ぜひご利用ください。
日時・場所

▽青森会場
　３月４日㈬　12：50～16：00
　ホテル青森　３階「孔雀の間」

▽弘前会場
　３月５日㈭　12：50～16：00
　アートホテル弘前シティ「プレミ

アホール」
対象…令和３年３月卒業予定の大学

生、短大生、専門学校生等、大学
等３年以内既卒者

参加企業

▽青森会場　約70社

▽弘前会場　約50社
参加料…無料
問…ジョブカフェあおもり
　　℡017−731−1311

あなたが支える赤十字の活動

五所川原税務署からの
お知らせ

県営住宅入居者募集 合同企業説明会開催

不動産取得税軽減制度

２月～３月労働相談会

16 広報ごしょがわら　２月号



　梅漬け、豆腐、味噌などの手作り
の加工品や季節野菜などを販売。
日時…２月12日㈬、26日㈬
　　　12：00～13：00
＊都合により、急遽中止となる場合

があります。
場所…市役所２階談話コーナー
問…農林水産課　内線2521

　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…２月12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。

　鳥インフルエンザウイルスは、渡
り鳥によって海外から持ち込まれる
と考えられています。秋から冬は渡
りが始まり、本病発生の警戒が必要
となる時期ですので、次のことに注
意してください。
家きん＊を飼っている場合
＊鶏、あひる、うずら、きじ、だち

ょう、ほろほろ鳥、七面鳥
①渡り鳥や野鳥との接触をさけるた

め、野外での放し飼いをしないよ
うにしましょう。また、飼育小屋
は防鳥ネット（２㎝角以下）で囲
い、野鳥が入らないようにしまし
ょう。

②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔
な状態で飼育しましょう。

③世話をするときには専用の履物、
衣服を身に付け、終了後は履物、
衣類、手指の消毒をしましょう。

④家きんの死亡が続くなど異常が見
られた場合は、すぐにつがる家畜
保健衛生所に連絡してください。

死亡した野鳥を見つけた場合
①素手では触らないようにしましょ

う。
②多数の野鳥がまとまって死亡して

いる場合は、西北地域県民局地域
農林水産部林業振興課または市役
所にご相談ください。

③②以外で死亡した野鳥を処分する
際は、市指定ごみ袋に入れ燃やせ
るごみとして処分してください。

連絡先
▽西北地域県民局地域農林水産部つ

がる家畜保健衛生所　℡42−2276

▽西北地域県民局地域農林水産部林
業振興課　℡0173−72−6613

▽農林水産課　内線2520

　家畜伝染病予防法により、家畜
（鶏を含む）飼養者は毎年定期報告す
ることが義務付けられています。次
の家畜の飼養者は忘れずに報告する
ようお願いします。
報告対象…鶏（青森シャモロック、

比内地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ、
　声良鶏金八など含む）、あひる、

うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面
　鳥、だちょう、鳥類以外（牛、馬、
　豚、山羊、めん羊、いのしし、鹿）
報告内容…令和２年２月１日時点の

頭羽数
報告様式…「定期報告書」様式は市農

林水産課で配布するほか、つがる
家畜保健衛生所ホームページにも
掲載しています。

提出方法…３月６日㈮までに市農林
水産課（内線2520）まで郵送また
は持参してください。

問…西北地域県民局地域農林水産部
　つがる家畜保健衛生所
　℡42−2276

　県では、県内中小企業者の皆さん
が、ＡＩ・ＩｏＴをはじめとする第
４次産業革命の進展に対応し、生産
性向上を図ることができるよう支援
しています。

　このたび、県内中小企業者による
ＡＩ・ＩｏＴ等を活用した先端設備
の投資実現に向け「先端設備等導入
計画」の策定講座を開催しますので、
ぜひご参加ください。
＊詳しくは、県もしくは市のホーム

ページをご確認ください。
日時・場所

（時間は各会場13：30～17：00）

▽弘前会場　２月５日㈬
　弘前市総合学習センター４階
　第３研修室

▽青森会場　２月12日㈬
　アスパム６階　岩木
定員…各会場30名
受講料…無料
問…青森県商工労働部地域産業課
　　℡017−734−9373

　誰でも簡単にできる軽スポーツ講
習会を開催しますので友人、ご家族
でのご参加をお待ちしています。
日時…２月27日㈭　9：00～15：30
　（12：00～13：00昼休み）
場所…市民体育館
参加料…無料
種目…ターゲットバードゴルフ／ニ

チレクボール／バウンドテニス／
ソフトバレー／その他

申込み…当日、市民体育館で受付し
ます。

＊運動できる服装、内履きなどを持
参してください。昼休み以外であ
れば、自分で参加できる時間に参
加できます。

問…スポーツ振興課　内線2954

　名義変更や廃車等の手続きは、混
雑を避け待ち時間が少ない３月13日
以前に手続きしていただくよう、お
願いします。車検は１カ月前から受
けることができますので、３月下旬
に集中しないよう、お早めの受検を
お願いします。
自動車検査予約ヘルプデスク
　℡0570−030−330
＊軽自動車は手続き方法が異なりま

すので、ご注意ください。
問…東北運輸局青森運輸支局
　　℡050−5540−2008

鳥インフルエンザの発生を
防止しましょう

ＡＩ・ＩｏＴ等を活用した
先端設備等導入計画策定講
座開催

農産物加工品直売会

消費生活相談

家畜（鶏含む）飼養者の皆さ
んへ　令和２年定期報告

軽スポーツ講習会

自動車の名義変更・廃車手
続きおよび車検はお早めに
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　市と連携して生活再建相談事業を
行っている消費者信用生活協同組合
による無料相談会です。専門スタッ
フや弁護士がお金や暮らしに関する
悩みなどについて、丁寧に聴き取り
し、一緒に解決の糸口を見つけます。
日時…２月29日㈯　10：00～16：00
場所…弘前市総合学習センター
　　（弘前市末広4−10−1）
対象…お金の問題（多重債務問題な

ど）／遺産相続／不動産売買／税
金等公共料金の滞納／ＤＶ・離婚
問題／その他くらしに関する悩み
事

＊相談は無料。ただし事前の予約が
必要です。

問…消費者信用生活協同組合
　　青森事務所　℡0120−102−143

　市では東北経済産業局の青森県サ
ポーターをお招きし、国の予算案に
盛り込まれた施策のうち、地域経済
活性化に関する支援策や企業向けの
支援策についての説明会を開催しま
す。
　この機会に経済産業省の支援策を
ご理解いただき、多くの企業・関係
機関の皆さんに支援策を活用いただ
きたいと考えていますので、多数の
ご参加をお待ちしています。
日時…２月12日㈬　13：30～15：30
場所…市民学習情報センター大教室
定員…65名
対象者…市内および近隣市町村の企

業・個人事業主、認定支援機関等
問…商工労政課　内線2552

働き方改革説明会～中小企業も今年
４月に残業規制開始～
　事業者を対象に、時間外労働の上
限規制、年５日の年次有給休暇の取
得やタイムカード等による労働時間
把握の義務付けなど昨年４月に施行
された働き方改革関連法に関する知
識を十分に持って労務管理を行って
いただくことを目的とした説明会を
開催しています。１年間猶予されて

いる中小企業の「時間外労働の上限
規制」が今年４月に適用開始されま
すので、ぜひご参加ください。
日時…２月20日㈭　14：00～15：30
場所…五所川原合同庁舎３階会議室
申込先…五所川原労働基準監督署
　　　　監督係　℡35−2309
＊参加ご希望の方は、必ず事前にお

申し込みください。
２月は「転倒災害防止重点取組期間」
です
　積雪や凍結による転倒災害が多く
発生する２月は「転倒災害防止重点
取組期間」です。事業者が転倒災害
防止対策に重点的に取り組むととも
に、日頃から転倒しないように作業
を行うことを心がけましょう。

▽朝の駐車場・玄関付近は特に注意、
除排雪で安全通路を確保しましょ
う。

▽ステッカーなどで「転倒危険場所
の見える化」をしましょう。

＊詳しくは「STOP ！転倒災害プロ
ジェクト」で検索してください。

問…五所川原労働基準監督署
　　安全衛生係　℡35−2309

　各種成果の発表やりんごの試食を
行います。ぜひお越しください。
日時…２月18日㈫　13：30～16：00
場所…平川市文化センター「文化ホ

ール」
発表内容…リンゴ黒星病の感染危険

度の判定方法／リンゴの授粉およ
び果実肥大に関する最新研究／シ
ャインマスカットの省力果房管理
技術／今年話題のいろいろなリン
ゴ病害虫について

問…りんご研究所
　　℡0172−52−2331

　ポリテクセンター青森では、求職
者を対象に受講生を募集します。

▽電気メンテンナンス科（３月期生）
募集期間…２月７日㈮まで
選考日…２月13日㈭
訓練期間…３月２日㈪～８月28日㈮
定員…10名

▽住宅リフォーム技術科（４月期生）

募集期間…２月10日㈪～３月16日㈪
選考日…３月19日㈭
訓練期間…４月２日㈭～９月30日㈬
定員…15名
受講料…無料（テキスト代等は自己

負担）
問…ポリテクセンター青森訓練課
　　受講者係　℡017−722−1771

　創業したての方々、創業準備中の
方々の発表を聞き、参加者同士が交
流するイベントです。起業・創業に
興味のある方、創業支援機関や地域
の元気な人たちとつながりたい方は
お気軽にご参加ください。
日時…２月６日㈭　17：30～20：30
場所…ヒロロ４階ホール
参加費…1，000円
申込み…事前申込は不要です。当日、

会場にお越しください。
＊イベント詳細は、Facebook「み

ちのく銀行地域創生部」に掲載し
ています。

問…みちのく銀行地域創生部
　　創業支援室　℡017−774−1252

　司法書士会では毎年２月を「相続
登記はお済みですか月間」と定め、
相続登記の手続を促す啓発活動の一
環として、相続登記および法定相続
情報証明制度に関する無料相談会を
実施しています。
相談内容…相続登記および法定相続

情報証明制度
相談期間…２月３日㈪～28日㈮
　（土・日・祝日を除く）
相談場所…青森県内の各司法書士事

務所
＊ご相談にスムーズに対応させてい

ただくために、事前に各司法書士
事務所へご相談のご予約をお願い
します。

費用…初回相談無料
＊２回目以降や具体的な手続きは有

料です。
問…青森県司法書士会
　　℡017−776−8398

「解決の糸口を見つけに
行こう！」相談会

第１回弘前地域クラウド交流会

経済産業省施策説明会開催

五所川原労働基準監督署か
らのお知らせ

ポリテクセンター青森
受講生募集

青森県産業技術センターりんご
研究所　令和元年度（第40回）
試験成果・情報発表会

市民サロン市民サロン

２月は「相続登記はお済み
ですか月間」です
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自然災害から経営を守る

青森県農業共済組合 津軽支所
〒037－0011  五所川原市金山字竹崎203－4　℡ 33－1513

加入申込受付
3/25まで

1反歩2箱相当の負担でりんご共済に加入できます。
自然災害からりんご経営を守りましょう。

りんご共済りんご共済
ぶどう共済もあります

安心のネットワーク

アートリフォーム株式会社アートリフォーム㈱

全面改装リフォーム
中 古 住 宅 改 装
減 築 、 増 築

現 地 確 認
見積り無料

屋根、外壁リフォーム専門店

屋根・外壁のリフォーム

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

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

門松を設置した五農高森林科学科の生徒の皆さん

目録を渡した前田会長（右）と工藤幹事（左）

目録を渡した前田会長（右）と工藤幹事（左）

　主食用水稲について、国による生産目標数量の配分
が平成30年度から廃止されたものの、米の需給と価格
の安定を図るためには、引き続き需要に見合った生産
を行う必要があります。
　現在では青森県農業再生協議会が中心となって生産
数量目標を設定しており、この目標値および交付金単
価等についての説明会を開催します。

▽さくら保育園（大澤公至園長）48名
　お遊戯訪問、みかん２箱

▽五所川原保育園（多勢眞園長）ケーキ52個

▽株式会社五所川原中央青果（木村吉幸代表取締役社
長）みかん５箱　　　　 　（以上３件くるみ園へ）

▽五所川原料飲店組合（一戸儀雄理事長）
　10万1，567円

▽金木ロータリークラブ（前田光一会長）
　ソフトテニスボール10ダース、バレーボール２個、

野球ボール１ダース（金木中学校へ）／マレットセッ
ト１セット、ドラムセットスティック２組、ティン
パニマレット２組、バスドラムマレット１本（金木
小学校へ）

▽五所川原野球協会（小山内大善会長）
　軟式野球ボール６ダース（市内中学校へ）

▽五所川原ロータリークラブ（島村寿子会長）
　50，000円

▽五所川原農林高等学校（菊地建一校長）
　大型門松２対

▽金木ロータリークラブ（前田光一会長）
　シャワートイレ３台（津軽三味線会館へ）

対象者…五所川原地区にお住まいで転作組合に所属し
ていない農業者（今回対象とならない農業者に対す
る説明会は別日に行います）

日時…２月４日㈫　9：30～10：30（受付9：00～）
場所…市民学習情報センター　１階　大教室
参加費…無料
問…農林水産課　内線2514

申請方法はこちら→
マイナンバーについてのお問い合わせは…
マイナンバー総合フリーダイヤル　℡0120−95−0178

令和２年度		経営所得安定対策事業に係る説明会

目録を渡した一戸理事長（右）と小野組合青年部会長（左）

善意の花かご 〜どうもありがとうございました〜

マイナンバーカードの
申請はお早目に！

どうもありがとうございました
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美容室・フォトスタジオ完備
レンタルだけでもＯＫ！

kimono レンタル＆ブティック

詳しくはコチラへRICH
ご予約・お問合せ　☎0173－33－3339
五所川原市中平井町66－1　〔営業  10：00～17：30・定休日  毎週水曜日〕

あなたを華やかに彩る
ＲＩＣＨの振袖

振袖フルセット
レンタルプラン

￥80,000＋税～

（振袖、襦袢、袋帯、草履、バッグ、ショール
着付用小物一式、髪飾り込み）

○着付・ヘア ○写真六切２ページ３カット
（前撮時、着付・ヘア・サービス）付
＊メイクは、別途料金となります

▽展示「文学賞あれこれ」
２月１日㈯～２月29日㈯
市立図書館１階ロビー
芥川賞、直木賞、本屋さん大賞、太宰治賞など文学
作品の賞は様々あります。過去に賞を受賞した作品
をその賞の創設の経緯などとともに紹介します。

▽展示「敬老の日読書のすすめ」
３月中頃まで　市立図書館１階ロビー

「敬老の日読書のすすめ」は「心ゆたかに生涯読書」
を目標に、読書推進運動協議会が中・高年の方々に
読書を楽しんでいただくために進めている運動です。
2019年の「敬老の日に薦める本」24冊に選ばれた本
の展示・貸出を行っています。展示期間が長めにな
っているので、たくさんの本をお楽しみください。

▽五所川原子ども司書　冬休みの活動報告
五所川原子ども司書のみなさんが、冬休みの活動と
して図書館の仕事をお手伝いしに来てくれました。
カウンターでの貸出・返却のほか、おすすめ本の紹
介ＰＯＰを作成したり、本を貸出できるように検
収・装備・登録したり、破れた本の修理などを行い
ました。12月24日から27日までの４日間で延べ24人
の参加がありました。参加してくれた五所川原子ど

▽だっこでいっしょおはなし会
２月８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
２月15日㈯　13：30～14：30　市立図書館２階
対象：どなたでも
２月のテーマ：「オーストラリア」

も司書のみなさん、ありがとうございました。

▽今月の一冊図書館
℡ 34－4334

　11月９日、市浦中学校で創立50周年の式典が行われ、
全校生徒42名のほか、保護者、教職員ら約160名が出
席し、50周年の節目を祝いました。
　式典前のアトラクションでは、生徒の皆さんが郷土

芸能である「脇元の小馬踊り」「十三の砂山踊り」「相
内の虫送り」を披露しました。
　式典では、浅石英一校長が「子どもたちが夢や希望
を育て、未来社会をたくましく切り拓いていくための
力を育む学舎として新たな伝統を築くよう、心を一つ
にしてまい進していきます」と式辞を述べました。
　生徒を代表して生徒会長の八木澤渚さん（３年）は

「これまでの50年間の
伝統と歴史を重んじ、
みんなで協力して新た
な道を創り上げます」
と宣言しました。
　同校からは、2,787名
の卒業生が巣立ってい
ます。

合唱を披露する生徒の皆さん

市浦中学校創立50周年	新たな道を創り上げる

るるぶ地図でよくわかる 

世界の国大百科 
	 JTBパブリッシング

日本と関わりの深い42カ国の特
徴、見どころ、特産品、グルメ
などをたくさんの写真で紹介。
旅行ガイド「るるぶ」から生ま
れた世界の国がぐっと身近にな
る地図帳です。

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
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営業時間：10：30～22：00
定 休 日：8/13、12/31、1/1

各種宴会 承ります

■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

〒037－0076
青森五所川原市大字小曲沼田97－56

　休日・夜間にお子さんの具合が悪
くなったら、こども救急電話に相談
しましょう。看護師からお子さんの
症状に応じたアドバイスが受けられ
ます（治療行為ではありません）。
こども救急電話相談電話番号
　♯8000または℡017−722−1152

対応時間

▽平　日　19：00～翌朝8：00

▽土曜日　13：00～翌朝8：00

▽日曜日　 8：00～翌朝8：00

　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。
　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。予約不要です。
日時・場所

▽３月13日㈮　10：00～11：30
　中央公民館３階第１研修室
＊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（体重計をご利
用の方）、母子健康手帳

問…子育て世代包括支援センター
　　内線2394

　『けん診受けよう！キャンペーン』
の公開抽選が下記の日時・場所で行
われます。
　当選者へは個別にご連絡します。
また、抽選後に当選番号を市役所玄
関前、金木総合支所、市浦総合支所
および市ホームページに掲載します
ので、ご確認をお願いします。
日時…２月26日㈬　14：00～
場所…市役所１階土間ホール
問…健康推進課　内線2373

　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…２月20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2378

　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…２月10日㈪、25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）

＊降雪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

献血バス巡回日程

ヘルス・インフォメーション
健康だより
救急医療当番医

こども救急電話相談

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。

▽２月２日㈰　かねひらクリニック
　℡35－3167（旭町55－2）

▽２月11日㈫　こどもクリニックおとも
　℡39－2151（鎌谷町163－1）

▽２月16日㈰　木村内科医院
　℡35－2815（松島町二丁目89－4）

▽２月24日㈪　櫛引クリニック
　℡33－1155（鎌谷町516－10）
消防署救急病院紹介電話
　℡34－4999

▽２月２日㈰　10：00～16：30
　ＥＬＭ

▽２月13日㈭　 9：30～11：00
　青森県農業共済組合　津軽支所

▽２月13日㈭　12：30～15：30
　東芝映像ソリューション株式会社
＊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

エンゼルひろば

ノルディック・ウォーク
参加者募集

けん診受けよう！
キャンペーン公開抽選

こころの相談
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　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）。
　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市役所相談室
　２月19日㈬　10：00～12：00
②金木公民館
　２月28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2374

　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…２月６日㈭　13：00～14：00
　　　２月20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
講師…健康運動指導士
　　　鬼武由美子氏
内容…有酸素運動＆全身の筋トレ
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

　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

▽２月21日㈮　13：30～14：30
　下岩崎集会所

▽２月26日㈬　10：00～11：30
　毘沙門・長富コミュニティセンター

▽２月28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
　　内線2463

　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…２月９日㈰　10：00～12：00
内容…ミニ講座「認知症の方への具

体的な対応方法」（講師：青森県認
知症介護指導者　和島まゆみ氏）

場所…中央公民館２階
参加費…200円（お茶代）
問…（公社）認知症の人と家族の会　

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

　西北五圏域では、医師不足が非常に深刻であり、特
に病院勤務医師の過剰労働が問題になっています。こ
のままでは、当圏域の医療体制が崩壊する可能性もあ
ります。そのため、皆さんで受診のルールを確認して、
地域の医療を守りましょう。

　従業員の健康管理は、雇用主の義務になっています。
もし、従業員の体調がすぐれない場合は、積極的に受
診を勧めてください。そのために、業務を分担できる
ような体制を整備しましょう。

　まずは、各消防本部に設置してある医療機関紹介ダ
イヤルに確認しましょう。
医療機関紹介ダイヤル

▽五所川原地区消防本部　℡34−4999

▽つがる市消防本部　　　℡42−3999

▽鰺ケ沢地区消防本部　　℡0173−72−3999
　また、新聞、市ホームページ（http://www.city.gosh
ogawara.lg.jp）または県公式ホームページ（あおもり医
療情報ネットワーク）（http://www.qq.pref.aomori.jp）
で休日診療を実施している診療所を確認できます。
＊市ホームページ
　「もしものときは」の「夜間・休日医療機関」をクリ

ック
＊あおもり医療情報ネットワーク
　「休日夜間当番医を探す」をクリック

　日ごろから気軽に相談できる「かかりつけ医」を持
ちましょう。軽度の症状や慢性の病気は「かかりつけ
医」を受診しましょう。

　休日や夜間の救急外来は、緊急性の高い患者さんの
対応を目的としています。緊急時以外は、平日の時間
内に受診するように心がけましょう。

　「ロレツが回らない」「片側の体や手足がしびれる」
「言葉が出ない」または「人の話が理解できない」な
どの脳卒中が疑われる場合、「突然の胸の痛み」「動
悸」または「めまい」などの心筋梗塞が疑われる場合
など緊急性が高い場合は、迷わずにすぐ受診しましょ
う。

元気はつらつ教室

健康づくり相談室

ゆーゆー元気教室

カフェ　ｄｅ　つえぎ

みんなで守ろう　受診のルール
適正受診の必要性 雇い主は、従業員の健康を管理しましょう

休日に具合が悪くなったら、
医療機関紹介ダイヤルで確認しましょうかかりつけ医を持ちましょう

診療時間内の受診を心がけましょう

緊急性の高い場合は、すぐに受診しましょう
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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（こど

も）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）
＊受診できない場合は、子育て世代包括支援センター

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に

あります。台数に限りがありますので、駐車できな
い場合は、市役所来庁者駐車場、または有料駐車場
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。

問…子育て世代包括支援センター　内線2394

　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9：45～、13：15～）

▽２月５日㈬　ゆがみ解消！美姿勢ストレッチ
　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

▽２月12日㈬　お風呂でしゅわしゅわ♪バスボブ作り
　金木公民館　　　　　　　10：00～11：30
　保健センター市浦　　　　13：30～15：00

▽２月25日㈫　大人も楽しむ「指ぬりえ」
　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
　　　　内線2463

　睡眠は、生活習慣の一部であり、からだの様々な機
能と深く関わりがあります。睡眠不足や睡眠障害など
の睡眠の問題は「疲労感」「気分が安定しない」「判断
力が鈍る」など、生活の質に大きな影響を与えます。
　昨年度の講演会では『睡眠を見直すキッカケになっ
た』『良い睡眠のためにできることから始めたい』な
ど大変好評でした。ぜひ、ご参加ください。
日時…３月６日㈮　受付13：30～、講演14：00～15：30
場所…市民学習情報センター１階大教室
テーマ…眠れない時に聞きたい話
講師…八戸市立市民病院　精神神経科
　　　部長　平野敬之先生
参加費…無料
定員…50名程度（対象は五所川原市民の方）
申込み…２月21日㈮までに電話でお申し込みください。
申込先…健康推進課　内線2374

材料（4人分）
もずく酢…………………２パック（140ｇ）
ゆでたけのこ……………60ｇ
豆腐（絹）…………………120ｇ
しいたけ…………………２個（40ｇ）
きぬさや…………………８枚（20ｇ）
　　鶏ガラスープの素…小さじ2／3Ａ　　水……………………2.5カップ（500㎖）
白こしょう・ラー油……各小さじ1／2
｛
作り方
①たけのこ、きぬさやは細切りにする。豆腐も５

㎜幅の細切りにする、しいたけは薄切りにする。
②鍋にＡとたけのこ、きぬさや、しいたけを加え

て火にかけ、沸騰してきたら中火にして１、２
分煮る。

③②に、もずく酢と豆腐を加え、再び火を止め、
白こしょうを加えて器に盛り、ラー油を回しか
ける。

1人分　エネルギー 58kcal　　食塩相当量 1.0ｇ

あなたも作ってみませんか

料理紹介 五所川原市食生活改善推進員会

働き世代のための簡単にできる食事テーマ

もずく酸辣湯スープ

４カ月児健診
Ｒ１年10月生まれ

３月３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
Ｈ30年８月生まれ

３月24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
Ｈ28年９月生まれ

３月18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

乳　幼　児　健　診

いきいき教室（介護予防教室）

すいみん講演会のお知らせ
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問　環境対策課　内線2365

　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。

市では、安全で安心して暮らせるまちにするために、地域で取り組む以下の「地域の目」活動を推進します。

▽地域住民が、玄関や庭先での掃除、買物、犬の散
歩等の日常活動を行う際、防犯の視点をもって見
守りを行う「ながら見守り」を推進します。

▽こどもの登下校の時間帯に、自宅で「家事をしな
がら」、屋外で「散歩しながら」、会社で「一息い
れながら」など周囲の風景を見て、こどもを見守
る活動を推進します。

　　通学路や公園は、周囲からの視線がなければ、
犯罪の起こる可能性がある危険な場所となるので、
住民の見守りの目が、こども達の安全に繋がりま
す。

▽商業等の事業者に、日常の事業活動を行いながら
防犯の視点をもって見守りを行う「ながら見守
り」を推進します。

～『登下校見守る目運動』の推進～
　こども達が登校する午前７時から８時と、下校
する午後２時から５時の時間帯に、大人は積極的
に外での用事、例えば玄関先の掃除や花の水やり、
犬の散歩、買い物などをしながら、こどもを見守
ることを生活の一部にしようという運動です。

▽こども・女性110番の家とは協力者が「こども・
女性110番の家」のステッカーを見やすい場所に
貼ることで、こどもや女性が「声かけ」「つきま
とい」など、何らかの被害に遭ったとき、また　
は、遭いそうにな
ったときに一時的
に保護するととも
に、警察などへ連
絡して被害者の安
全を確保するとい
うボランティア活
動です。

不審者を取り押さえ
たり、相談所のよう
な対応はしません。
　また、ステッカー
を見やすい場所に貼
ることにより、地域の防犯にもつながります。
　市では、当該活動にご協力いただける方を募集し
ます。
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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）

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心全国統一防火標語

令和元年
平成30年
比　較

火　災
月別

区　分

0
3
△3

累計
26
24
2

救　急
月別
177
209
△32

累計
2,047
2,129
△82

救　助
月別
1
0
1

累計
12
9
3

五所川原市管内  12月の火災、救急、救助出動件数

人口
53,980人
（－33）

男
24,751人
（－20）

女
29,229人
（－13）

人口と世帯数
令和元年12月末　住民基本台帳　（　）内は前月比

世帯数
25,631世帯
（＋12）

五所川原市民憲章

地域の安全安心を推進します

地域住民の『ながら見守り』の推進 『こども・女性110番の家』協力者の募集

24


