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　フェアに展示した立佞武多は、
フェア終了後に同協会で展示し
てくれる事が決定しました。

　かつて、青森、函館間を結んだ
高速フェリー「ナッチャン Rera」
を保有し、今回立佞武多を五所川
原市から台湾まで海上輸送してく
れました。

　現地で多くの食品を扱ってい
る同社へ、市の特産品をセール
スしました。

　同社のツアーで、積極的に当
市へ招客してくれる事が決定し
ました。

　佐々木市長、磯邊市議会議長
は台湾台北市の百貨店「大葉高
島屋」で開催した「青森県まる
ごと五所川原フェア」記念セレ
モニーへ出席したほか、観光、
物流、輸出入に関連する現地企
業を訪れ、台湾からの誘客促進
のためＰＲ活動および台湾への
輸出に向けた特産品のトップセ
ールスを行いました。
　日本台湾交流協会台北事務所
では、持参した「赤～いりん
ご」は、非常に珍しく台湾でも
売れる可能性がとても高いとの
評価を受けるとともに、同協会
としても五所川原市の発展へ最
大限協力すると力強い言葉を頂
きました。
　生果りんご、加工品のほかに、津軽金山焼で台湾の地形をかたどって制作した「台湾プレート」を各訪問先
へ贈答したところ、皆さんに大変喜んでいただき、当市の台湾愛が伝わりました。
　市では、今後も台湾との友好を深めながら、特産品の販路拡大、人的交流などを図っていきます。

トップセールス（１月10日、11日）

青森県まるごと五所川原フェアin台湾 第２弾

ＷＡＧＯＮグループ
洪（コウ）会長を訪問台湾伊藤忠商事

洪（コウ）部長代行を訪問
飛鳥国際旅行社
賴（ライ）社長を訪問

大葉高島屋　花園部長を訪問
社団法人 台南市台日友好交流協会

郭（カク）理事長を訪問

公益財団法人
日本台湾交流協会 台北事務所

観光物産課　内線2579

　次回の「青森県まるごと五所
川原フェア」も同百貨店で開催
する事が決定しました。

佐々木市長のトップセール
スや今回のフェアに関わっ
た現地企業を訪問した時の
様子を紹介するよ
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　「青森県まるごと五所川原フェア」では当市の特産品や加工品を中心とした物産販売を行いました。フェアに
は特産品を出品した企業の皆さんや五所川原農林高等学校の生徒の皆さんが応援に訪れ、商品の美味しい食べ
方や誕生秘話などたくさんのドラマを伝えながら販売
に協力してくれました。「高島屋歴代最大の試食に挑
戦！」をコンセプトに、たくさんの試食を提供し、３
日間の売り上げは約150万円となりました。
　ジュース、生食として振る舞った赤～いりんご（御
所川原、レッドキュー、栄紅）は鮮やかな赤い果肉が
大変珍しいと注目を浴び、たくさんの方に食べていた
だきました。
　また、現地の飲食店関係者からは、ＳＮＳでの反響
はもちろんですが、赤～いりんごの特徴である強い酸
味は、スイーツやお酒にもよく合うことから将来性を
感じると高い評価を受けました。
　市では今後も特産品の販売を行っていく予定です。
台湾へ特産品の出品を検討されている事業者は、観光
物産課までご相談ください。

　台湾への特産品の販売および観光資源のＰＲを行う
ことで、地域経済の発展、地域活性化につなげ、官民
一体となり、五所川原市と台湾との交流を促進し、相
互の文化の理解と経済の発展に資することを目的とし
ています。
　趣旨に賛同し、活動に参加いただける市内の法人・

団体、個人の方を募集します。
年会費…2,000円
申込先・問…五所川原商工会議所内
　　　　　　五所川原市台湾交流協会事務局
　　　　　　℡35－2121

大人気でした！五所川原市の特産品！

五所川原農林高等学校
「紅玉りんごジュース」

大勢のお客さんに赤～いりんごを
試食・試飲していただきました

ごしょつがる農業協同組合
「サンふじ」

有限会社  ヤマホ竹鼻製麺所
「中まで赤～いりんごの麺」

株式会社  津軽金山焼
「台湾プレート」ほか

企業組合 でる・そーれ
「中まで赤～いりんごジャム」

株式会社 JIN CARE
「レッドQ　フリーズドライ」
企業組合  でる・そーれ　

「ストーブ列車石炭クッキー」

五所川原市台湾交流協会会員募集
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「子育て支援施策の充実による定住促進」、「共にすすめる地域の産業・賑わいづくりの推進」
「地域共生社会の実現」、「行財政改革の推進」の４つの方針に基づき予算を編成

　限られた財源の中で、予算規模の縮小を行いながらも「子育て支援施
策の充実」「防災対策の強化」の２点に特に注力しています。
　大型建設事業の縮減や、全事業の精査により、歳出の抑制を図った結
果、平成31年度当初予算に比べ、13億3,400万円、4.1％の減となりました。
　令和２年度当初予算書および令和２年度当初予算概要説明書は、市の
ホームページにも掲載されていますので、そちらもご覧ください。

＜主な歳入の種類＞
◆市税（前年度比＋2,384万円）
　市民の皆さんから直接納めていただいている税で、
市民税、固定資産税、軽自動車税などがあります。農
作物の収穫量が良好だったことや、新築家屋の増加、
また課税する物件の更なる把握に努めたことによる増
収を見込んでおり、前年度比2,384万円、0.5％の増と
なっています。

目的別分類…目的別分類は、経費をその行政目的によ
って分類したもので、行政分野に対する経費の配分
がわかります。

＜主な歳出の種類（目的別）＞
◆衛生費（前年度比△14億8,407万円）
　８月からの子ども医療費の完全無償化の実施に加え、
新たに骨髄提供時の入院等に係る経済的負担を軽減す
る「骨髄移植ドナー等支援事業」を実施するなどサー

◆地方交付税（前年度比＋１億6,050万円）
　地方交付税はどの地域に住む方々にも一定の行政サ
ービスを提供できるよう、国が保障するもので、市税
と並び、多くの自治体において年間収入の柱となって
います。
　国の計画では前年度比2.5％の増と示されています
が、当市では市町村合併における特例措置（合併算定
替）の終了による影響を見込み、前年度比１億6,050
万円、1.5％の増となっています。
◆市債（前年度比△10億5,621万円）
　市債は道路や公園、学校などの建設事業等を行う際
に、その資金として市が借り入れるお金です。
　令和２年度は前年度に引き続き西部クリーンセンタ
ーやふるさと交流圏民センター等の改修工事を実施し、
また、サンビレッジ五所川原等の改修を新たに実施す
る一方で、一般廃棄物最終処分場の完成などにより、
全体では前年度比10億5,621万円、24.1％の減となっ
ています。

ビスを拡充する一方で、一般廃棄物最終処分場の完成
に伴う事業費の減により、衛生費全体では前年度比14
億8,407万円、30.7％の減となっています。
◆農林水産業費（前年度比△３億7,630万円）
　赤～いりんごの成分分析や、りんご並木の再整備に
よる赤～いりんごの振興を図るとともに、新規就農や
地域の担い手の農業用機械等の導入支援を継続実施し、
複合経営に対する支援を拡充することで、当市の基幹
産業である農業の活性化を図る一方で、ごしょつがる
農業協同組合が整備する貯蔵施設に対する補助金が終
了したことなどから、農林水産業費全体では前年度比
３億7,630万円、26.3％の減となっています。
◆教育費（前年度比＋１億6,646万円）
　給食費を10月分から全額支援することに加え、昨年
度に引き続きふるさと交流圏民センター（オルテンシ
ア）の大規模改修工事を実施するとともに、サンビレ
ッジ五所川原と弓道場の改修に新たに着手することな
どにより、教育費全体では１億6,646万円、7.1％の増
となっています。

分担金および負担金
2億3,191万円
0.7%市税

51億6,259万円
16.7%

自主財源
23.0%

依存財源
77.0%

地方交付税
111億7,583万円

36.2%

財産収入ほか
13億6,866万円

4.5%

市債
33億2,849万円
10.8%

国庫支出金
53億1,615万円
17.2%

県支出金
23億7,861万円

7.7%

地方譲与税ほか
16億1,329万円

5.1%

使用料および
手数料

3億4,747万円
1.1%

（その他内訳）
議会費

2億1,766万円
0.7％
労働費

4,587万円 0.1％
農林水産業費
10億5,413万円

3.4%
商工費

3億6,858万円
1.2%

災害復旧費
4,856万円 0.1%
予備費

2,000万円 0.1%

民生費
113億6,543万円

36.8%
目的別

公債費
47億7,044万円
15.4%

衛生費
33億5,750万円
10.9%

衛生費
33億5,750万円
10.9%総務費

28億2,371万円
9.1%

土木費
25億9,341万円

8.4%

その他
17億5,480万円
5.6％

消防費
17億3,512万円

5.6%

教育費
25億2,259万円

8.2%

＜一般会計歳入（309億2,300万円）＞  

＜一般会計歳出（309億2,300万円）＞   

～ 子育てするなら五所川原市で ～
令和２年度五所川原市一般会計予算は309億2,300万円

（前年度予算  322億5,700万円）

令和２年度当初
予算が、五所川
原市議会で可決
されました
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＜主な歳出の種類（目的別）＞
◆義務的経費（人件費、扶助費および公債費）
　（前年度比＋６億4,951万円）
　人件費（職員の給料など）、扶助費（児童・高齢
者・生活困窮者などに対して行う支援に要する経費）、
公債費（市債の返済費）は義務的経費と呼ばれ、支出
が義務付けられているものや任意に削減することが難
しい経費です。
　新たに会計年度任用職員制度が開始することや、子
ども医療費完全無償化の新規実施、また学校給食セン
ターの建設の際に借り入れた市債の元金償還が新たに

開始することなどから、義務的経費全体では前年度比
６億4,951万円、4.2％の増となっています。
◆投資的経費（普通建設事業費など）
　（前年度比△22億1,441万円）
　道路、学校、公営住宅の建設などその支出の効果が
資本の形成に向けられ、施設等が将来に残るものに支
出される経費を投資的経費と言います。
　一般廃棄物最終処分場の建設終了や、ごしょつがる
農業協同組合が整備する貯蔵施設に対する補助金の
終了などにより、投資的経費全体では前年度比22億
1,441万円、42.8％の減となっています。
◆その他の経費（物件費、維持補修費、補助費など）
　（前年度比＋２億3,090万円）
　物件費（消耗品費や委託料など、後年度に形を残さ
ない経費）および維持補修費（公共施設の維持補修に
係る経費）は、会計年度任用職員制度の開始に伴う賃
金の廃止により、前年度比２億8,965万円、7.5％の減
となっています。（物件費△２億5,187万円、維持補修
費△3,778万円）
　補助費等（各種団体への補助金や負担金などの経
費）は五所川原地区消防事務組合に対する増加や、給
食費完全無償化の新規実施などにより、前年度比２億
2,372万円、4.9％の増となっています。

【共にすすめる地域の産業・賑わいづくりの推進】
□継　経営体育成支援事業費補助金 5,222万円 
　中心経営体等が融資を受け農業用機械等を導入する
際、補助金を交付し主体的な経営展開を支援します。
□拡　複合経営等支援事業費補助金 50万円 
　稲作にかかわらず多種農業の複合を対象に地域農業

の振興を図り、作目を分散させることにより不作によ
る収入減少の軽減を図ります。加えて、六次産業化を
推進することで、農家所得の向上だけでなく、雇用の
創出につなげ、地域の活性化を図ります。

【子育て支援施策の充実による定住促進】
□拡　すくすく学校給食応援事業 9,500万円
　市立小中学校に在学し学校給食を受けている児童生
徒の保護者で市内に住所を有する方を対象に、学校給
食費への支援を行います。４月分から９月分までは、
給食費の４分の１相当、10月分からは全額の支援を行
います。
□拡　子ども医療費給付事業 10,500万円
　令和２年８月診療分より入院・通院ともに出生から
中学校卒業までを子ども医療費の給付の対象とし、安
心して子育てできる市の実現を目指します。
□拡　放課後児童健全育成事業 9,104万円
　保護者が労働等のため、日中、家庭を留守にする児
童を対象に、授業終了後、学校の施設等を利用して適
切な遊び場や生活の場を与え、その健全な育成を図り
ます。民間事業者への委託を行うことで、支援員への
指導・研修体制の充実および児童への均一かつ良質な
サービスの提供を図ります。
□拡　外国青年招致事業 153万円 
　令和２年度からの小学校での英語教育の開始を受け、

英語教育環境を向上させるため、ＡＬＴ職員を１名増
員します。
□新　小中学校教育情報化整備事業（３月補正） 17,050万円
　学習の基盤となる児童生徒の情報活用能力を育成し、
効果的な学習につながるよう、小中学校の校内通信ネ
ットワーク（校内ＬＡＮ）整備を実施します。 
□継　適応指導教室運営事業 115万円 
　いじめや学校不適応傾向などにより登校できない児
童生徒の学習機会の確保、学校復帰へ向けた支援およ
び教育相談を行います。定住自立圏内および板柳町を
含む２市５町での広域化を図っており、令和２年度は、
中泊町、鶴田町、板柳町へ指導員を派遣し、より広域
的な児童生徒のケアを行います。
□新　小学校トイレ改修事業（３月補正） 2,948万円 
　小学校計９校（既に整備済みの中央小学校、大規模
改造事業で対応する金木小学校を除く）の和式トイレ
の洋式化を進め、概ね洋式化率を８割程度まで引き上
げます。令和２年度は五所川原小学校といずみ小学校
を予定しています。

維持補修費
5億8,017万円 1.9%

積立金
1億4,891万円 0.5%

予備費
2,000万円 0.1%

人件費
35億2,554万円
11.4%

義務的
経費
52.6%

投資的経費
9.6%

その他
37.8%

公債費
47億7,044万円
15.4%

扶助費
79億7,271万円
25.8%

災害復旧事業費
2,694万円
0.1%

普通建設事業費
29億3,525万円

9.5%

補助費等
47億8,963万円
15.5%

物件費
30億1,691万円

9.7%

繰出金
26億2,114万円

8.5%

投資･出資金･貸付金
5億1,536万円
1.6%

性質別

性質別分類…性質別分類は、経費の性質を基準として分類したもので、構造の特色がわかります。

令和２年度一般会計の主な新規・拡充・継続事業と予算
凡例…新：新規事業　拡：拡充事業　継：継続事業

次ページへ続きます。
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◆特別会計予算（各財産区特別会計の予算は省略します）
区　　　　分 予 算 額 前年度比（%）

国民健康保険事業勘定 63億2,618万円 0.7
国民健康保険医科診療施設勘定 1億7,335万円 ▲ 1.3
国民健康保険歯科診療施設勘定 3,834万円 2.4
後期高齢者医療 6億8,840万円 11.0
介護保険 65億3,574万円 2.3
高等看護学院 1億203万円 8.4

□継　農業次世代人材投資事業 2,941万円
　地域農業マスタープランに基づき、青年の就農意欲
の喚起と就農後の定着を図るため、就農直後の経営安
定化を支援します。
□継　中山間地域等直接支払交付金事業 4,503万円
　耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に
懸念されている中山間地域等において、農業生産の維
持を図りつつ多面的機能を確保するという観点から直
接支払を実施します。
□拡　赤～いりんご振興対策事業 170万円
　市の特産品である赤～いりんごの栄養成分について
の理化学検査を実施し、民間の商品開発を促進するた

めの環境づくりを図ります。
□継　訪日外国人旅行者誘致促進事業 1,278万円
　平成31年度に台湾台北市の「大葉高島屋」にて行っ
た物産展「青森県まるごと五所川原フェア」を、令和
２年度においても引き続き同百貨店にて開催します。
□拡　創業等支援事業 101万円
　定住自立圏の市町との広域連携により策定し、国の
認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、県と
協働で設置した「創業相談ルーム」を継続実施すると
ともに、創業セミナーや出張相談会を実施し、創業者
の増加につなげます。

【地域共生社会の実現】
□継　市民提案型事業 343万円
　市民協働によるまちづくりの推進に向け、地域の活
性化に向けた市民団体等の自主的な活動を支援します。
□新　地域の未来づくり推進事業 132万円
　人口減少が進み、将来的に生活機能の維持・確保が
困難になる地域において、住民が住み慣れた地域で希

【行財政改革の推進】
□新　消防団運営費 5,721万円
　近年の防災体制強化の全国的な高まりを受け、地域
の防災体制の要となる消防団員の連携を強化していく
ため、消防団の管理を市で所管することで、地域防災
活動の体制強化を図ります。
□新　ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲ導入事業 385万円
　限られた労働力で市民からのニーズに応じるため、
ＲＰＡ（定型的なパソコン操作をロボットが自動化す

◆企業会計予算 
水道事業…効率的に水道施設を管理運営するため、経
費節減に努め、安定的かつ効率の良い事業運営に努
めていきます。

工業用水道事業…契約企業に対し安定的に給水してい
くため、より一層の効率的な事業運営に努めます。

下水道事業…資産の適正な維持管理と経営状況の正確
な把握により、効率的かつ計画的な経営に努めます。
浄化槽設置費の一部補助制度は継続実施します。

水道事業 予 算 額 前年度比（%）
収 益 的 収 入 15億855万円 1.4
収 益 的 支 出 13億7,488万円 2.1
資 本 的 収 入 7億9,420万円 32.8
資 本 的 支 出 13億4,214万円 24.7

工業用水道事業 予 算 額 前年度比（%）
収 益 的 収 入 1億1,532万円 1.9
収 益 的 支 出 9,908万円 ▲ 11.4
資 本 的 収 入 1億1,251万円 336.8
資 本 的 支 出 1億1,598万円 283.7

下水道事業 予 算 額 前年度比（%）
収 益 的 収 入 8億9,676万円 1.2
収 益 的 支 出 11億729万円 5.8
資 本 的 収 入 6億895万円 ▲ 36.4
資 本 的 支 出 7億297万円 ▲ 35.5

望を持って生活を続けられるよう、住民が主体となっ
て様々な生活課題に取り組む組織の設立を支援します。
□拡　自治会振興交付金事業 1,098万円
　市と自治会等の協力・連携などの相互補完関係を通
じて住民自治の充実を図り、協働により「共に支え合
うコミュニティ」の充実を目指します。

る技術）およびＡＩ－ＯＣＲ（ＡＩを用いた文字認識機
能）によって職員の生産性の向上を図り、住民サービ
スの質の向上を目指します。
□新　公共サービス民間提案事業 13万円
　市が行う事務事業に対し、民間事業者からの提案を
募り、質の向上が図られるものを民間事業者へ委託す
ることで、市民サービス向上および行政運営の効率化
を図ります。
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危機管理体制をさらに強化します
　総務部に「防災管理課」を新設します。総務課の課内室であった防災管理室を「課」として組織し、五所川原
地区消防事務組合に委託している消防団業務も引き受け、危機管理体制を今まで以上に強化します。
市へのふるさと納税を推進します
　総務課が担当していたふるさと納税業務について、財政課に「ふるさと納税推進室」を配置し、当市へのふる
さと納税を推進します。
その他の主な変更点
　教育委員会スポーツ振興課の走れメロスマラソン係をスポーツ振興係に統合します。
＊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。

　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28日㈯・29日㈰／４月４日㈯・５日㈰　8：30～17：15

＊詳しくは、広報ごしょがわら３月号（P８）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。

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
売却することを決定します。

入札参加受付および物件の説明等…入札参加を希望さ
れる方は入札参加申込書を提出し、物件の説明と関
係書類の配布を受けてください（物件の説明等を受
けた後に申し込んでも構いません）。	
＊入札参加申込書は管財課から交付を受けるか、また
はホームページからダウンロードしてください。

期限…５月11日㈪まで（閉庁日を除く）
時間…9：00～16：00
場所…市役所２階　管財課
＊入札参加申込書を提出していない方（物件の説明等
を受けていない方）	は、入札に参加することができ
ません。

▽入札および開札　　日時…５月14日㈭　10：00～		　		場所…市役所２階　会議室２Ａ
入 札 参 加 制 限…地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項の各号の規定に該当しない方であること。
入 札 の 無 効…入札参加資格のない方のした入札および入札条件に違反した入札は、無効となります。
入 札 保 証 金…入札金額の100分の５以上
契 約 の 締 結…本契約に議会の議決が必要となります。
　　　　　　　　落札者が決定した日から７日以内に仮契約を締結し、議会の議決後本契約を締結します。
契 約 保 証 金…仮契約時に、契約金額の100分の５以上の保証金の納付が必要です。
代金の納入期限…本契約締結の日から30日以内に全額納入していただきます。
＊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。	

売却物件（土地）

番号 所　在　地 地目
種類 面積（㎡） 予定価格

（千円）
都市計画
用途地域 備　考

１ 大字姥萢字船橋11番１ 宅地 23,386.72㎡ 191,770 第一種低層住居
専用地域

はるにれ団地
地区計画地域

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

市有財産売却のお知らせ 管財課　内線2173

４月から市の組織が変わります

位置図 1

美容院美容院ＧＳ TSUTAYA
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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22日、
中央公民館で行われ、スポーツ顕彰で個人79名、15団
体、文化顕彰で個人22名、８団体が表彰されました。
　受賞者を代表して、音楽の普及、芸術文化振興に精
励し文化功労賞を受賞した三橋一志さんが「今後も五
所川原市のスポーツ、文化の一層の発展をめざして取
り組んでまいります」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（個人）

▽飯塚晟（五所川原市ソフトテニ
ス協会）

▽小田桐竹春（五所川原市バレー
ボール協会）
スポーツ特別優秀賞（個人）

▽ｅスポーツ（サッカー）＝貴田英
貢也（青森明の星高おみセロナ）
スポーツ優秀賞（個人）

▽アーチェリー＝小笠原早紀（青
森西高） ▽空手＝安田稀星（日本
空手協会弘前中央支部） ▽柔道＝
平山才稀（日体大荏原高）、石岡来
望（創志学園高） ▽水泳＝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（五農高） ▽馬術＝斉藤孝
典（三本木農高） ▽野球＝越後谷
優多、工藤秀太、山谷龍之介、髙
橋佑輔（弘前白神リトルシニア）

▽陸上＝石岡妃瀬、山内世梨菜
（五工高）、多勢光（青森山田高）
スポーツ優秀賞（団体）

▽卓球=五所川原商業高校卓球部
スポーツ奨励賞（個人）

▽ｅスポーツ（サッカー）＝高松翔
太（青天の霹靂） ▽グラウンドゴ
ルフ＝鳴海孝男（五所川原市グラ
ウンドゴルフ協会） ▽剣道＝草
木壯介（東奥義塾高）、荒関理玖
（五所川原剣道協会） ▽柔道＝白
川虎太（弘前大）、勝浦飛翔（五
商高）、磯木貴士、金本隼人（青
森北高）、勝浦里子（弘実高）、三
浦琉輝翔（青森山田中）、對馬舜、
一戸風香、一戸大生、川浪倫樟、
佐々木歩睦、菊池翔大（五所川原
柔道少年団） ▽少林寺拳法＝石岡

梨奈（五一高）、今優奈（五工高）

▽水泳＝花田佳悟、花田千恵子、
成田美那子、蒔田茂佳（五所川原
水泳協会）、木村優希（五工高）、
小笠原雅美（五二中、フィットネ
スクラブウイング五所川原）▽卓
球＝工藤彩（金城大）、齋藤成美
（弘実高） ▽トランポリン＝村田
大芽（トランポリンアカデミー）

▽バレーボール＝三上理乃、堀川
莉緒（青森西高）、平山恵理、三
森埜撫（稲垣中） ▽パワーリフテ
ィング＝木村陽向（五一高） ▽ボ
クシング＝佐藤蓮（五工高） ▽野
球＝小野智史、斎藤和広、神貴幸、
寺田明義、土佐実、福士孝幸、藤
森啓悦（つがる市野球協会）、小
田桐弘武、寺田圭汰（弘前聖愛リ
トルシニアチーム）、一戸虎之助、
櫻田朔（青森山田中） ▽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＝三戸彩乃、橘利
佳、沼畑大、三浦里香（木造高）、
葛西蔵輝、野宮永琉舞（五工高）、
佐々木以心（弘実高）、石澤龍弥、
戸田菜月、奈良莉愛、其田空芽
（いずみ小）、長内菜乃（栄陸上ク
ラブ）、對馬瑚七（中央小）、田村
璃苑（松島小）
スポーツ奨励賞（団体）

▽柔道＝五所川原商業高校柔道部、
五所川原第一中学校柔道部、五所
川原柔道少年団▷卓球＝五所川原
第一高校卓球部、五所川原ＴＴＣ

▽トライアスロン＝五所川原市役
所トライアスロンクラブ ▽バスケ
ットボール＝五所川原第一中学校
男子バスケットボール部 ▽バレー

ボール＝五所川原工業高校バレー
ボール部▷野球＝五所川原市代表
チーム、五所川原第一高校軟式野
球部、五所川原第一中学校野球部、
三輪ＢＢＣ ▽陸上＝いずみ小学校
陸上部男子400ｍリレーチーム、
栄陸上クラブ男女混合リレーチー
ム

文化功労賞（個人）
▽音楽＝三橋一志

▽民俗芸能＝原田久子
文化功労賞（団体）

▽音楽＝五所川原合唱団
文化奨励賞（個人）

▽吹奏楽＝大川貴弘、白川実祐、
福長理紗（五所高）、三上なな美
（五一高）、山口真優加、古川千尋、
煤田朝陽（木造高）、鳴瀬千夏（弘
実高） ▽書道＝中嶋久美（読売書
法会） ▽美術＝尾野ツヱ、田邊裕
子、野宮義隆、山内信子、増田初
子（光彩会）、佐藤由麻（五工高）、
相馬そのみ（市浦中）、木村最明
（認定こども園第二さつき）、成田
碧生（みどりの風こども園ひろ
た）▷料理＝齊藤美沙子、齊藤碧
人（東峰小）
文化奨励賞（団体）

▽科学・創作＝五所川原市少年少
女発明クラブスカイブルー ▽かる
た＝五所川原高校競技かるた部、
青森県選抜（五所高） ▽三味線＝
五所川原第一高校津軽三味線部 ▽

吹奏楽＝金木中学校吹奏楽部 ▽デ
ザイン＝五所川原第一高校キルト
同好会 ▽登山囃子＝お山参詣保存
会西北五支部和田組

スポーツ顕彰文化顕彰
個人101名、23団体を表彰

表彰式の様子

文 化 顕 彰

スポーツ顕彰
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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。
＊令和３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。

　現在のペット火葬場使用料は、平成19年７月１日に
改定され現在まで12年以上使用料を据え置いてきまし
たが、その間の物価高騰および先の消費増税等に対応
するため、今回、市外飼養者料金の適正化を図るため
の見直しおよび全ての区分での使用料の消費税率引き
上げにより、下記のとおり４月１日から使用料を改定
しますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
ペット火葬場使用料金表（４月１日～）

区　分
使用料（１体につき）

市内飼養者 市外飼養者
合同火葬 単独火葬 合同火葬 単独火葬

25㎏以上 10,480 15,820
20㎏以上
25㎏未満 4,710 9,430 8,960 14,770

10㎏以上
20㎏未満 4,190 8,380 8,430 13,720

10㎏未満 3,140 6,290 7,390 12,680

問…環境対策課　内線2367

　「五所川原圏域空き家バンク」は、五所川原市・つ
がる市・鰺ケ沢町・深浦町・鶴田町・中泊町にある空
き家の売買・貸借を宅建事業者と連携して仲介する仕
組みです。
　空き家はそのままにしておくと、どんどん古くなっ
ていきます。場合によっては危険な状態になるおそれ
もあります。そうなる前に空き家バンクに登録し、お
持ちの資産を有効に活用してみませんか。

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

ペット火葬場使用料改定のお知らせ

空き家を所有する皆さんへ
空き家バンクに物件を登録しませんか

企画課　内線2234

＊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。

●物件の登録から契約までの主な流れ
①空き家がある市や町に登録申請

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

●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
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　学生提案型事業は、学生団体等が行う地域の課題解
決や活性化につながる公益的活動の費用を市が助成す
る制度です。
補助の対象となる団体…大学、大学院、短期大学、高
等専門学校、専門学校（専修学校専門課程）および
青森職業能力開発短期大学校に在籍する学生３名以
上で構成するグループ。ただし、指導教官や顧問な
どの指導者がいること。
補助の対象となる事業…当市まち・ひと・しごと創生
総合戦略に掲げる「若者の定住促進」、「交流倍増」、

　２月15日㈯、市役所本庁舎土間ホールで、今年度の
市民提案型事業成果報告会が開催され、事業を実施し
た団体が、市民提案型事業審査会（金目哲郎会長・弘
前大学人文社会科学部准教授）をはじめ、会場に集ま
った方々に対して、１年間の活動の成果を報告しまし
た。今年度は、総合戦略型で４団体が事業に取り組み
ました。「雪フェス2020」を実施した五所川原商工会
議所青年部の担当者は「開催一週間前まで雪がなく心
配しましたが、開催することができました。当日はな
かなかの寒さではありましたが、ご来場の皆さんに五
所川原の冬を楽しんでいただけたのではないか」と述
べました。最後に金目会長が「地域の方々を上手に巻
き込んで交流の場を作っており、皆さんの志に感銘を
受けた。今後も皆さんの斬新なアイデアとパワーで五

　文化的な側面から地元の魅力に触れる機会を創出し、
若い世代の地元への愛着や誇りを育むため、高校生に
キャストとして参加してもらい、地元出身の作家の作
品を取り上げた朗読会を開催。朗読会を通じて地元に
対する愛着や誇りの醸成に寄与することができました。

　地域の未来を担う子
どもたちの人材育成事
業として、小学生を対
象とした徒歩事業を開
催。子どもたちが、事
業の中で様々な困難を
体験しながら、仲間と
ともに助け合う思いや
りの精神を育む手助けとなりました。

「元気・健康づくり」に関連した内容で、当市をフ
ィールドに活動・調査研究を行う公益的事業。

補助金の額　
　補助対象経費の全額。ただし、10万円限度。
受付期間…５月22日㈮まで
＊本事業を終了し、本制度で期待する取組目的を達成
したと認められるグループのメンバー全員に市の認
定証を交付します。

＊申請方法などの詳細はホームページをご覧の上、ご
不明な点はお気軽にお問い合わせください。

所川原を元気にする活動を行っていただきたい」と総
括しました。

2020年度学生提案型事業　大募集！ 企画課　内線2234

平成31年度市民提案型事業成果報告会が開催されました

成果報告を行う五所川原商工会議所青年部の担当者

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」

じょっぱリロード2019
（公社）五所川原青年会議所

今 年 度 実 施 さ れ た 事 業
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　まちなかを音楽で盛り上げるをコンセプトに、地域
内外の交流の活性化を図る音楽イベントを開催。台風
の影響で室内開催となりましたが、様々な地域から多
くの来場があり、地域内外の交流を図ることができま
した。

　創業時から音響製品、ＣＤ／ＤＶＤ関連製品、光ディスクドラ
イブの製造組立を主力としてまいりました。その後、技術者の育
成を進め汎用ＴＶ基板の自社開発および販売、基板実装・ユニッ
ト組立や郵便区分機・蓄電池盤など大型製品の受託製造事業、各
種修理業務、コールセンター業務等のアフターサービス事業、シ
ェアードサービス事業、電力支援業務、実装技術支援業務等の人
材支援事業など、お客様の様々なニーズにお応えし事業展開を行
ってまいりました。2018年３月にハイセンスグループの一員とな
り、新たな気持ちで製品修理・コールセンター業務、汎用ＴＶ基
板の開発・販売、各種製造受託事業を軸に更なる事業拡大に取り
組んでおります。
　青森事業所は、今まで培ってきた技術、ノウハウをさらに向上
させ、今後もお客様が求める要求、価値に応え、信頼され必要と
される事業所を目指します。皆さんの一層のご支援とご鞭撻をお
願い申し上げます。

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

雪フェス2020
五所川原商工会議所青年部

　五所川原の冬を楽しむイベントとして、国際雪合戦
連盟の競技規則にのっとったスポーツ雪合戦大会を開
催。今年が初めての開催でしたが、市内外から幅広い
年代の参加者があり、交流人口の増加を図ることがで
きました。

五所川原市内誘致企業のご紹介 Vol.12五所川原市内誘致企業のご紹介 Vol.12 東芝映像ソリューション株式会社  五所川原工場東芝映像ソリューション株式会社  五所川原工場

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12回は吹畑皆瀬にある「東芝映像ソリューション株式会社
五所川原工場」さんだよ。早速お話を聞いてみよう！

会社
概要

所在地：〒037－0003　五所川原市大字吹畑字皆瀬19　℡35－2255
本　社：〒212－0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田1－1－2
資本金：１億円　／　従業員数：995人（五所川原工場144人、工場内他３社250人）
代表者：代表取締役　田　野
取扱品目・事業内容等：自社開発・製造・販売、製造受託事業、修理・コールセンター等アフ

ターサービス事業

基板実装

ＴＶ修理
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　令和２年度（令和元年分）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月号に掲載している「令和２年度市民
税・県民税申告のお知らせ」をご確認ください。こち
らは、市ホームページへも掲載しているほか、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

　令和２年度の軽自動車税種別割から適用される、身
体障害者等減免の対象者の範囲が一部変更となりまし
た。
変更点…障害のある方と生計を一にするご家族もしく
は常時介護者が、車両を所有・使用している場合の
減免対象について、身体障害者手帳をお持ちの18歳
未満の障害者に限り減免を受けられるという要件が
ありましたが、令和２年度よりその要件を廃止しま
す（軽自動車税種別割に限ります）。
　　これにより、18歳以上の方でも減免の対象となり
ます。

軽自動車税種別割の減免対象について
　次の手帳をお持ちで、一定の要件（障害等級）に該
当する方が所有する軽自動車に対し減免を行います。
・身体障害者手帳　　

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

・戦傷病者手帳
・療育手帳　　　　　
・精神障害者保健福祉手帳
＊手帳は、令和２年３月31日までに交付されたもので
なければ、令和２年度の減免申請を受けられません。

＊注意　減免を受ける際には、軽自動車税納税通知書
が送られる５月中に毎年申請していただく必要があ
り、納期限を過ぎてからの減免申請は受け付けてい
ません。
　　また、減免はお持ちの自動車（普通自動車・軽自
動車）のうち一台のみが対象となります。
詳しい内容・相談については、税務課までお問い合わ
せください。
問…税務課　内線2260

　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、令和２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、全ての納税者
＊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㈬～６月１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2264
　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

　住宅・車庫・作業所等の家屋を解体した際は税務課
までお知らせください（解体した年内中に滅失登記の
手続きをした場合、連絡は不要です）。
　家屋を新築・増築して税務課の調査を受けていない
場合もご連絡ください。
＊解体後の連絡がない場合、解体した翌年度以降も課
税される場合があります。
＊税務課の調査を受けていない家屋があることが判明
した場合、さかのぼって課税される場合があります。
＊税務課では平成31年度より、約２カ年かけて家屋特
定事業を行っています。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2264
　　金木総合支所　内線3114
　　市浦総合支所　内線4014

市民税・県民税の申告はお済みですか

家屋を解体・建築した際は、
ご連絡ください

縦覧帳簿で
固定資産を確認できます

軽自動車税種別割における身体障害者等減免の対象者が変更されます

税 務 課 か ら の お 知 ら せ で す
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令和２年国民年金保険料額　
　令和２年の国民年金保険料は、月額16,540円となり、
これまでより月額130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、

マイナポイントについて…国では、マイナンバーカー
ドの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ、
個人消費を切れ目なく下支えするため、９月から３
月末までマイナンバーカードを活用した消費活性化
策を実施します。マイナポイントは、マイナンバー
カードを取得し、マイナポイントの予約をした方が
対象となり、キャッシュレスで２万円のチャージ
または買い物をすると、マイナポイント25％（上限
5,000円分）が付与されます。

マイナポイント予約支援窓口の開設について　
　マイナポイントを利用するためには、マイナンバー
カードを取得するほか「マイナポイント予約（マイキ

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、学生証または令和２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）＊詳しくは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

ーＩＤ設定）」と７月からの「マイナポイント申込」
の手続きが必要です。これらの手続きは、自宅等のパ
ソコンやスマートフォンで行うことができますが、Ｉ
Ｃカードリーダーやソフトをインストールするなどの
準備が必要となります。
　市では、本庁舎２階商工労政課に支援窓口を開設し
ますので、パソコンをお持ちでないなど、ご自身での
手続きが難しい場合は、マイナンバーカードをお持ち
の上、窓口までお越しください（４桁の利用者証明用
パスワードも必要となります）。
＊詳しくは、市のホームページをご確認ください。
問…商工労政課　内線2552

　先の大戦で国に殉じた軍人・軍属等の戦没者の方々
の尊い犠牲に思いをいたし、遺族の方々にあらためて
国が弔慰の意を表すため、特別弔慰金が支給されるこ
ととなりました。
支給対象者…令和２年４月１日（基準日）において「恩
給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金」等の受給者（戦没者等の妻
や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族お一人が対象者となります。
＊下の①～④のご遺族（戦没者等の死亡当時生まれて
いた方）で、先順位の方（同順位の方が複数いる場
合には代表者お一人）が請求することができます。
①令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族援護法
による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子　③戦没者等の父母・孫・祖父母・兄
弟姉妹（戦没者等の死亡当時、生計関係を有してい
ること等の要件を満たしているかどうかにより、順
番が入れ替わります）

④①～③以外の戦没者等の３親等内の親族（甥・姪
等）（戦没者等の死亡当時まで引き続き１年以上の
生計関係を有していた方に限る）

請求の際に必要なもの
・請求者の印鑑（ゴム印は不可。欠けていないもの）
・請求者の戸籍（令和２年４月１日以降のもの）
＊戸籍取得の際には身分証明書が必要です（顔写真付
きのもの（免許証など）であれば１つ、写真がつい
ていないもの（保険証など）であれば２つ必要）。
・代理人が申請する場合、代理人の身分証明書と印鑑
＊前回の裁定通知書や債券がある方は、参考までにご
持参ください。
＊上記③④の方は、他に提出が必要な戸籍等がありま
すので、その都度説明します。

支給内容…額面25万円、５年償還の記名国債
請求期間…４月１日～令和５年３月31日
請求先・問…市民課　内線2324　　金木総合支所　内
線3103　　市浦総合支所　内線4010

戦没者等のご遺族の皆さんへ
第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ

国 民 年 金 保 険 料 に つ い て

マイナポイント予約支援窓口の開設について
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　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の
で、ご了承ください。

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おりませんので、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。

問…環境対策課　内線2364

　2020年11月まで、西部クリーンセンターの改修工事
に伴い、家庭から排出される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ことになります。そ
れによって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。
　つきましては、収集に掛かる時間の短縮のため、可
燃ごみの削減にご協力をお願いします。
　可燃ごみに限り一回の収集につき一世帯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、
何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
　また、紙類はリサイクル品目として回収してますの
で、紙・金属・小型電子機器等リサイクル回収日に出
すようお願いします。
問…環境対策課　内線2363

期間…５月～９月　　定員…60名
場所…主として、し～うらんど海遊館
対象者…満17歳以上74歳以下の市民の方で次の要件に
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。

▽令和元年度中に特定健診（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
参加料…月額2,500円
内容…水中運動、栄養学習会、健康教室等　
申込み…４月17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ことの無い方を優先します。
＊往復はがき片側で事業参加の可否をお知らせします
ので、返信用にはご自分の住所、氏名のみご記入く
ださい。

申込先…保健センター市浦　℡27−7733

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
可燃ごみの減量について

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～

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
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申込先…〒037−0202　五所川原市金木町菅原367-1
　金木公民館　℡53−3581／℻53−2474
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。
＊そば打ち教室は川倉ふれあいセンターで行います。

開催教室一覧

　５月31日㈰に開催を予定していた「第９回走れメロスマラソン」は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況
から、市と実行委員会が協議した結果、やむを得ず中止することに決定しました。
　参加料については、返金の可能性も含め実行委員会で協議中であり、詳細が決まり次第、走れメロスマラソ
ンホームページに掲載し、お知らせします。
　また、走れメロスマラソンは太宰治生誕100年の前年にあたる2008年にプレ大会、2009年に本大会が行われ、
2014年に市町村合併10周年を記念し復活開催して以降、毎年実施してきましたが、太宰治生誕イベントとして
の一定の役割を終えたと判断し、終了することにしました。
　今までご参加いただいたランナーの皆さん、また、大会運営にご協力をいただきました関係者の皆さんには
心より感謝申し上げます。
　皆さんにおかれましては、何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

　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
民館へ申し込みください。

申込締切…５月７日㈭
開 講 式…５月12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
＊曜日・時刻は講師の都合で変更する場合もあります。

　市民教養教室は、初心者の方でも楽しく学べる教養、
趣味など６つの教室を用意しています。
期　間…５月～10月（12回開催）　　
受講料…無料（材料費等は実費）
申込み…はがき、電話またはファックスで、希望教室
名・住所・氏名・性別・電話番号を記入し、金木公
民館へ申し込みください。

申込締切…４月30日㈭
開 講 式…５月７日㈭　10：00～　金木公民館
＊決定通知・日程の通知はしませんが、開講式に出席
してください（開講式で、各教室の日程打合せを講
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。

　平成28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。

公 民 館 か ら の お 知 ら せ

令和２年度「みんなの教室」受講生募集

令和２年度「市民教養教室」受講生募集

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

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
パッチワーク 水曜日 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
はがき絵 金曜日 13：00～15：00
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

第９回走れメロスマラソンの中止および大会終了のお知らせ
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　法政大学の「奥津軽フィールドスタディ」初日に、学
生の皆さんの前で講演をさせていただきました！これは
学生が３泊４日で五所川原市やつがる市などの観光地巡
りや各種体験を通じて、地域づくりを学ぶという取り組
み。私が着任するはるか以前から行われていて、今年で
なんと11年目を迎えます！
　着任して２年しかたっていない人間に何が話せるのか
…とかなり悩みましたが、今現在の自分をありのまま見
せるしかないと思い、思い切ってお話しさせていただき

ました。地域を盛り上げる、というと立佞武多や特産品に目が行きがちだけど、実は日常の何気ない場面に
こそ地域の困りごとは多いこと、目の前にある課題を「自分にはなにができるか」と自分事として考える必
要があること、などなど…。多くのことをお話しさせていただきました。
　その後も、学生の宿泊先である、民泊をされている方のお宅を訪問したり、別の宿泊施設にお世話になる
ときは一緒に行って夜中まで意見交換したり…かなり濃い時間を過ごさせていただきました。
　最後は民泊の方々もお見送りに来てくださって、涙ながらのお別れでした。滞在時間はわずかながら、確
かな関係を築いていく学生たち。この４日間で一番勉強させていただいたのは、実は自分だったなぁと、こ
れを書きながらしみじみ思うのであります。（山下）

　少雪の今年、台湾の観光客が今シーズン初めての「地
吹雪ツアー」に参加しました。当日は地吹雪はなく、あ
いにく？の快晴でしたが、それでもかんじきを付けて雪
上を歩き、珍しい雪を触ったり、撮影したりと雪を満喫
していました。
　もう一つ、五所川原で初めての「雪フェス2020」が
開催されました。奇跡的に開催日２日ほど前から雪が積
もり始め、開催当日は最高のコンディションで迎えられ
ました。「雪フェス」では雪合戦大会が行われ、学生か

ら社会人まで熱い戦いを繰り広げていました。巨大滑り台もあり、多くの家族連れで賑わっていました。イ
ベントの様子はYouTubeにて視聴することができます。（ 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。

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.23 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。

▽私たちが地域おこし協力隊です。

山下　　貴　隊員 髙瀬　祥彰　隊員活動報告

【今年は雪が少ない・・・】

【法政大学フィールドワークで講演させていただきました】

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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　市では、若者ならではの独創性
のあるアイデアと、外部からの視
点を当市の活性化に生かすことを
目的に、今年度からの新たな試み
として学生提案型事業を行ってお
り、１月18日に活動成果の報告会
を開催しました。
　県内外の３大学から合わせて５
団体が参加し、「若者の定住促進
施策」、「交流倍増施策」について、
当市をフィールドにした調査・研
究の成果を発表しました。
　未来を担う若い皆さんが真摯に
地域課題に取り組んだ結果とあっ
て、どの団体も素晴らしい着想で、
私もたくさんの刺激を受けました。
　こういった取り組みをきっかけ
に、五所川原に積極的に関わって
いただけるよう、そしてまた、ま
ちづくり活動の輪が広がるよう、
次年度以降も開催していきたいと
思っています。

　市では、大規模氾濫時における
要配慮者の避難対策をテーマに、
市職員を対象とした図上訓練を実
施しました。これは、避難行動に
支援を要する方や、避難所での生
活に配慮が必要な方への対応につ
いて、様々な状況をシミュレーシ
ョンすることで、浮かび上がった
課題を確認し、広く共有すること
を目的としています。
　各地で自然災害による甚大な被
害が発生している中、当市では幸
い被害を免れていますが、市街地
の大半が浸水想定区域内にあり、
大規模な被災経験がない私たちに
とっては、水害を想定した訓練を
継続的に実施し、災害に対する対
応能力を高めていく必要がありま
す。今後も、こうした訓練などを
通じ、職員が一丸となって、防
災・減災対策の更なる強化に努め
てまいります。

　２月９日、当市では初めてのチ
ーム対抗雪合戦「雪フェス2020」
が菊ケ丘運動公園で開催されまし
た。
　雪不足により開催が危ぶまれて
いましたが、実行委員会の開催に
かける意気込み、そしてこの大会
を楽しみにしていた選手の皆さん
の思いが通じ、銀世界が広がりま
した。
　雪合戦では、各チームとも軽快
な動きで熱戦が繰り広げられたほ
か、キッズスペースやグルメブー
スも設けられるなど、会場は大い
に賑わい、記念すべき第１回大会
は大成功に終わりました。
　今後、回を重ねながら、地域に
欠かせない冬の風物詩として成長
していくことを期待しています。

　２月７日、第43回青森県消防職員意見発表会が弘前
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東分署の高橋広太消防
士が優秀賞に輝きました。
　発表会では、救急現場において、救急隊員の処置や
家族の励ましの声かけにより傷病者の意識が回復した
経験をもとに、『言葉の投薬』と題し発表しました。
　受賞にあたり高橋消防士は「今後も住民の方々に救
命講習等で声かけの重要性を伝え『言葉の投薬』の有
効性を普及していきたいと思います。いざという場面
で救命講習等を通じて身に付けた勇気と自信、そして
言葉の投薬が生かされた時、五所川原市の救命率向上
につながると確信しています。さらに、若年層へも言
葉の大切さを伝えていくことにより、いじめ問題の対

策にもなるのではないでしょうか。私がかねてより思
案していた『言葉の投薬』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。

　五所川原の冬をもっと盛り上げたいとの想いで、初めて開催された雪
フェスは、主催した五所川原商工会議所青年部やボランティアの高校生
の皆さんなど、若い力が中心となって大成功に終わりました。
　また、学生提案型事業では、学生の皆さんから色々なご意見をいただ
き、私もまちづくりに向けて新たな意欲が湧いてきました。

市長だより市長だより市長だより市長だより 学生提案型事業成果報告会＆
図上訓練＆雪フェス

１月18日
学生提案型事業成果報告会

１月30日
災害対策図上訓練

２月９日
雪フェス2020

青森県消防職員意見発表会で優秀賞

優秀賞を受賞した高橋消防士
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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

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

　１月18日、青森国際ホテル（青森市）において、令
和元年青森県体育功労者等表彰式が開催され、五所川
原市体育協会の冨田重照会長（79歳）が青森県体育功労
者の表彰を受けました。
　冨田会長は、平成９年に五所川原市体育協会の副会
長に就任して以来、同協会の役員を歴任し、各種スポ
ーツ教室を開催するなど、地域スポーツの振興に貢献
されており、その功績が認められ、表彰されました。

　五所川原防犯協会（会長：佐々木孝昌市長）は、川
端町町内会に防犯カメラシステムを２台寄贈し、２月
26日、贈呈式を行いました。
　川端町は、市内随一の歓楽街となっており、駐車苦
情やけんか、未成年飲酒や飲酒運転の情報が多く寄せ
られていたことから、犯罪の未然防止、早期検挙を目
的に設置場所として選定しました。
　贈呈式では、川端町町内会の毛内正会長のほか、カ
メラ設置の街灯が所在する寺町・岩木町町内会の荒谷
英美子会長も同席しました。
　目録を受け取った毛内会長は「防犯カメラ設置によ
り、子どもや女性の見守りカメラとしても活用し、安

心、安全なまちをめざして、町内会で取り組んでいき
ます」と話しました。

　２月21日、五所川原
消防署において、広報
連絡車と災害対応特殊
救急自動車の引き渡し
式が行われました。
　今回更新された広報
連絡車は、災害時の広

報活動のほか、消防水利の点検および災害現場への人
員・資機材搬送など、使用用途は多岐にわたります。
　また、災害対応特殊救急自動車は、令和元年度緊急
消防援助隊設備整備費補助金を活用し整備されました。
　この救急自動車には、オゾンを発生させ、ウイルス
や菌を除菌するプラズマオゾン発生器のほか、静脈可

視化装置（傷をつけることなく静脈の太さや血管走行
を可視化する）や自動心臓マッサージ装置などの資機
材を積載し、緊急消防援助隊登録車両として、大規模
災害への派遣出動にも対応します。

受賞された冨田会長

目録を受け取った毛内会長（右から二人目）と
同席した荒谷会長（右端）

引き渡し式の様子

令和元年青森県体育功労者表彰

川端町町内会へ防犯カメラを寄贈

五所川原消防署に広報連絡車、金木消防署に災害対応特殊救急自動車を整備

更新された車両
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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

　日立造船株式会社が五所川原市、
中泊町、つがる市および鰺ケ沢町の
沿岸域および沖合において実施して
いる「（仮称）青森西北沖洋上風力
発電事業」の環境影響評価について、
対象事業の実施を他事業者に引き継
ぎましたので、環境影響評価法第30
条第１項の規定に基づき、下記のと
おり、お知らせします。
対象事業の名称…（仮称）青森西北沖
洋上風力発電事業

対象事業の種類…風力発電事業
対象事業の規模…最大50万ｋＷ
事業者の名称、代表者の氏名および
主たる事務所の所在地

▽変更前
事業者名称…日立造船株式会社
代表者氏名…取締役社長　谷所　敬
主たる事務所の所在地…大阪市住之
江区南港北一丁目７番89号

▽変更後
事業者名称…青森西北沖洋上風力合
同会社

代表者氏名…代表社員　日立造船株
式会社　職務執行者　藤田　孝

主たる事務所の所在地…大阪市住之
江区南港北一丁目７番89号

問…日立造船株式会社　社会インフ
ラ事業本部　風力発電事業統括部

　担当　竹内、横山
　℡06−6569−0214（土・日・祝祭日
を除く、9：00～17：00）

　手話奉仕員養成講座の受講生を募
集します。聴覚障害者の生活や福祉
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。

▽入門課程（初心者向け）
日時…５月12日～10月20日の毎週火
曜日　19：00～20：30

場所…つがる市生涯学習交流センタ
ー「松の館」

対象…聴覚障害者との交流を希望し、
手話を学びたい方

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

▽Ａ区画（30㎡）　16区画

▽Ｂ区画（60㎡）　22区画

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

▽Ａ区画　1,570円

▽Ｂ区画　3,140円

▽Ｃ区画　4,450円
申込期間…４月１日㈬～随時
農園使用期間…４月～11月
栽培作物…野菜・草花等（体験農園
使用期間内（11月）までに栽培・
収穫が完了できるもの）

＊申請書は金木総合支所産業建設係

内容…手話実技・講義・交流
受講料…無料
＊テキスト代3,000円（税別）は実費
負担となります。

▽基礎課程
日時…４月24日～11月６日の毎週金
曜日　19：00～20：30

場所…中央公民館
対象…入門課程修了者または手話検
定４級以上の方

内容…手話実技・講義・交流
申込先…西北五ろうあ協会　工藤
　　　　℻29−2421
　　　　福祉政策課　内線2497

募集住戸
①新宮団地　１戸（木造／２ＬＤＫ
／１階玄関）
②新宮団地　１戸（木造／３ＬＤＫ
／１階玄関）
③広田団地　２戸（鉄筋コンクリー
ト／３ＬＤＫ／１階・２階玄関）
④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２名以
上、②③は３名以上、④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。
　①16,100円～31,600円程度
　②21,200円～41,700円程度
　③13,800円～25,600円程度
　④58,000円（一律）
受付…①②は４月１日㈬～４月10日
㈮、③④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、①②が６月１日入
居予定、③④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

ふれあい体験農園
参加者募集

令和２年度
手話奉仕員養成講座

　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９日㈭　10：00～12：00

▽４月23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15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）

▽４月７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

（令和元年度人権教室より／
松島小４年生）

知らんふりもいじめ！
と意識して行動していきたい

行政・人権相談

お知らせ
「（仮称）青森西北沖洋上風
力発電事業」における事業
者の変更（公告）

県営住宅入居者募集
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に実施します。皆さんのご理解をお
願いします。
問…農林水産課　内線2522

　国が行う令和２年度の戦没者慰霊
巡拝の日程（予定）が決まりました。
　申請締切が近いものは下記のとお
りです。
締切日が４月15日㈬の国と地域
①カザフスタン共和国
②イルクーツク州・ブリヤート共和国
③ハバロフスク地方・ユダヤ自治州
締切日が４月24日㈮の国と地域
①インドネシア
②中国東北地方（旧満州地区全域）
　申請を希望する方や詳細を知りた
い方には、厚生労働省からの文書の
写しを差し上げますので、お問い合
わせください。
問…市民課　内線2324

　市では、重度の視覚障害をお持ち
の方を対象に、広報ごしょがわらを
朗読し、録音したＣＤ等の貸し出し
を行っています。
　朗読は年２～３回、各々15ページ
程度で、録音機器を貸し出しますの
で、自宅で録音作業ができます。
　朗読ボランティアに興味がある方
はご連絡ください。
問…福祉政策課　内線2496

　2019年の物価変動率（0.5％）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
0.5％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（５月振込分から）
　全部支給　43,160円
　一部支給　43,150円～10,180円

▽特別児童扶養手当
　（８月振込分から）
　１級　52,500円
　２級　34,970円

▽特別障害者手当等
　（５月振込分から）
　特別障害者手当　27,350円

　間もなく雪解けが進み、融雪出水
を迎える時期となりました。浅瀬石
川ダム・津軽ダムを管理している国
土交通省東北地方整備局岩木川ダム
統合管理事務所では、令和２年１月
17日から、Twitter（ツイッター）を
用いた防災、イベント情報の発信を
行っています。
　Twitterの持つ「情報拡散力」に
着目し、災害時は岩木川沿川住民の
安全・安心の向上に役立つ情報を、
また平常時は両ダムで実施する各種
イベント情報等を中心に発信してい
ます。
　ぜひ、この機会に岩木川ダム統合
管理事務所Twitterにアクセスして
いただき、いざという時の“備え”と
してご登録をよろしくお願いします。
問…岩木川ダム統合管理事務所
　　広報担当　℡0172−85−3035

▽緑の募金のお願い
期間…４月１日㈬～５月31日㈰
　「緑の羽根」は、ふるさとを愛す
るシンボルです。豊かな自然がもっ
と広がることを願い「緑の羽根」募
金活動を展開します。いただいた募
金は森林整備・緑化推進事業に活用
されています。緑あふれるふるさと
を創っていくために、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／
火遊びはしない／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
　市では、カラス・カモ類・猿など
による農産物（果樹・水稲・シジミ
など）への被害防止のため、鳥獣被
害防止特措法に基づき、五所川原市
鳥獣被害対策実施隊が捕獲事業を行
います。安全管理を徹底し、計画的

　障害児福祉手当　14,880円
　経過的福祉手当　14,880円
問…子育て支援課（児童扶養手当・
特別児童扶養手当について）
　内線2483
　福祉政策課（特別障害者手当等に
ついて）　内線2494

　これまで、主に午前に太田・十三
地区、午後に磯松・脇元地区を送迎
していましたが、４月１日㈬からは
午前のみの運行となります。
　運行時刻と経路の詳細は、診療所
で掲示および配布していますので、
ご利用の方はお間違えのないよう、
お願いします。
運行時間・経路

▽ 9：00～十三地区→市浦診療所

▽ 9：15～桂川地区→9：25～太田地
区→9：40～相内地区→市浦診療所

▽ 9：50～磯松地区・脇元地区→市浦
診療所

問…市浦医科診療所　℡62−2009

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

活動区間…保安橋（鶴田町）から五所
川原大橋区間（岩木川右岸）

期間…７月～令和３年６月（予定）
手当…月額4,500円程度
募集人員…１名
申込み…５月12日㈫必着で履歴書と
「川とのかかわり」について簡単に
記述したもの（任意様式）を郵送し
てください。
＊応募多数の場合は選考します。
＊応募資格等詳細はお問い合わせく
ださい。

申込先…国土交通省青森河川国道事
務所河川専用調整課
　〒030−0822
　青森市中央３丁目20−38
　℡017−734−4537

防災・イベント情報をいち早く
入手　～浅瀬石川ダム、津軽ダ
ムの情報をTwitterで発信～

農林水産課からのお知らせ

令和２年度慰霊巡拝の
実施予定について

声の広報発行事業
朗読ボランティア募集

河川愛護モニター

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

４月１日㈬から市浦医科・
歯科診療所患者送迎バスの
運行時刻が変わります
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働者はこれらの制度を利用できます。
　令和３年１月１日からは、子の看
護や家族の介護等のために利用でき
る「子の看護休暇」「介護休暇」が
時間単位で取得できるようになり、
より制度を利用しやすくなります。
問…青森労働局雇用環境・均等室
　　℡017−734−4211

　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…４月７日㈫　13：30～15：30
　　　４月19日㈰　10：30～12：30
　　　５月12日㈫　13：30～15：30
　　　５月17日㈰　10：30～12：30
　　　６月２日㈫　13：30～15：30
　　　６月21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

振込口座の変更届出について
　高額療養費等の給付申請の際に届
出した振込口座を変更（解約・金融
機関の店舗統廃合等）した場合は、
必ずお住まいの市町村へ届出してく
ださい。
＊届出がないと振込みができなくな
りますので、お早めに届出をお願
いします。

パンフレット「いきいき
健康づくりのために」の
活用について
　青森県後期高齢者医療広
域連合では、被保険者の皆
さんの日頃の健康管理にご活用いた
だくため、パンフレット「いきいき
健康づくりのために」を作成し、被
保険者証の交付時に同封しています。
ぜひお役立てください。
問…国保年金課　内線2345

　令和２年４月から、下記のとおり
開設している市民課窓口延長時でも
個人番号カード交付および電子証明
書の更新手続きが可能となりました
ので、ぜひご利用ください。
＊個人番号カード交付は、交付場所
が「市役所本庁」と通知されてい
る方のみ対象となりますので、ご
了承ください。

市民課窓口延長日時
　毎週月曜日　17：15～18：15
＊月曜日が休日の場合は翌開庁日。
ただし、年末年始は除く。

場所…市役所本庁
＊個人番号カード交付場所および必
要書類は、送付している交付通知
書をご覧ください。

＊電子証明書更新手続き対象者には
順次、有効期限通知書が送付され
ますので、必要書類等をご確認く
ださい。

＊その他、不明な点等はお問い合わ
せください。

問…市民課　内線2317

　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。
　参加を希望される方は、電話での
申し込みをお願いします。
日時…４月10日㈮　14：00～15：30
場所…五所川原商工会議所（商工会
館５階）

対象…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

問…五所川原商工会議所
　　℡35−2121

　労働者が仕事と育児・介護を両立
することができるよう、育児・介護
休業法では、育児休業、介護休業、
子の看護休暇、介護休暇、所定外労
働・時間外労働・深夜業の制限、短
時間勤務等の制度を定めており、労

　高校生と保護者の方を対象に見学
説明会を開催します。授業体験や入
試対策などもあります（学食ランチ
付き、８月30日㈰を除く）。
オープンキャンパス日程
第１回　５月24日㈰
第２回　６月21日㈰
第３回　７月26日㈰
第４回　８月30日㈰
第５回　９月27日㈰
第６回　令和３年３月７日㈰
時間…各回10：30～15：30
場所…東北能開大青森校（飯詰字狐
野171−2）
＊詳細はホームページ（http://www
　3.jeed.or.jp/aomori/college/）をご
覧ください。

問…東北能開大青森校　学務援助課
　　℡37−3201

　松くい虫被害やナラ枯れ被害は、
昆虫が原因で発生する伝染病です。
　これらの被害が、県内各地で発生
するようになると、農林水産業をは
じめとする産業・経済のほか、本県
が誇る自然景観や観光資源などに大
きな影響を与えるため、次の３点を
守りましょう。
①被害の原因とされる昆虫は、マツ
とナラ類を伐採した際に発生する
においに集まる習性があります。
昆虫の活動期（６～９月）には、
マツとナラ類を伐採しないように
しましょう。
②マツ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

市民課窓口延長時の個人番
号カード交付および電子証
明書更新手続きについて

令和２年度
中小企業融資制度等説明会

松くい虫被害およびナラ枯
れ被害の予防について

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

仕事と育児・介護の
両立支援制度

東北能開大青森校
オープンキャンパスでミラ
イのヒントを見つけよう

４月～６月労働相談会
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付を行わないこととしました。
　車検更新の際は、運輸支局等にお
いて自動車税種別割の納付確認を電
子的に行うことができるため、自動
車税種別割納税証明書の提示が省略
できるようになっています（ただし、
振替直後の車検更新には納税証明書
が必要となる場合があります）。
　詳細は県ホームページ（http://ww
w.pref.aomori.lg.jp/life/tax/012kou
zaindex.html）をご覧ください。
問…西北地域県民局　県税部　納税
管理課　℡34−2111　内線205

　市では、在宅の重度心身障害者に
対して福祉タクシー利用券を交付し
ています。
対象者…市内に居住する在宅の重度
心身障害者（身体障害者手帳１級
または愛護手帳Ａの方）。ただし、
障がいによる自動車税の減免を受
けている方は対象外です。

申請期間…４月１日㈬～令和３年３
月31日㈬（閉庁日を除く）

持参する物…身体障害者手帳または
愛護手帳、印鑑

申請先…福祉政策課
　　　　金木総合支所総合窓口係
　　　　市浦総合支所総合窓口係
問…福祉政策課　内線2499

　ドッグヨガ体験教室、シニア犬の
ケア等講座、動物ふれあい体験、乗
馬体験などを行います。
日時…５月３日（日・祝）、４日（月・祝）
　10：00～16：00
場所・問…青森県動物愛護センター
　　　℡017−726−6100

①Excelの基本マスター
日時…５月26日㈫　9：30～16：30
内容…基本操作からグラフ作成まで
を習得

申込期限…５月11日㈪
②Excelの関数活用
日時…６月23日㈫　9：30～16：30
内容…実用的な関数の活用方法を習
得

申込期限…６月８日㈪

　教育委員会では、五所川原平和博
（昭和32年７月、当市開催）のミニ展
示会を市立図書館で７月３日㈮～９
月30日㈬に開催する予定です。
　そこで、五所川原平和博に関する
資料、特に「景気音頭」（上原げん
と作曲、石本美由紀作詞）の音源
（レコード等）や踊りに関する資料
を探しています。なお、提供してい
ただいた資料は、展示会終了後に複
写した後、お返しします。
問…社会教育課　内線2932

　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８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。

　県では、自動車税種別割の口座振
替の申し込みを受け付けています。
令和２年度分から口座振替を希望さ
れる方は納税者本人の通帳と預金届
出印を持参の上、４月30日㈭までに、
取扱金融機関または地域県民局県税
部にお申し込みください（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です）。
　また、これまで口座振替後に送付
していました口座振替済通知書およ
び自動車税種別割納税証明書につい
て、令和２年４月以降振替分から送

場所…①、②ともにラソ・パソコン
教室（姥萢字船橋238−3）

受講料…各コース2,200円（税込）
対象…企業（事業主）からの指示に
よる在職者（事業主本人も可）

定員　各コース15名（先着順）
申込み…ＦＡＸ（017−777−1187）で
　お申し込みください。申込用紙は
　ホームページ（http://www.3.jeed.
　or.jp/aomori/poly/）からもダウン
ロードできます。

問・申込先…ポリテクセンター青森
　℡017−777−1186

　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25日㈯　10：00～11：30
　小規模多機能型居宅介護ふれあい
ホームいこい（漆川）　℡26−5518

▽５月23日㈯　10：00～11：30
　高齢者グループホーム憩いの家
　（一ツ谷）　℡33−4301

▽６月27日㈯　10：00～11：30
　小規模多機能型居宅介護ケアホー
ムのりた（松島町）　℡34−4856

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

　津軽野盆栽会では、令和になって
初めての新しい会員を募集していま
す。年齢・性別は問いません。
　一緒にこれから、ＢＯＮＳＡＩを
始めてみませんか。
日時…４月５日㈰、19日㈰
　　　５月10日㈰、24日㈰
＊毎月日曜日２回開催
場所…中央公民館２階工作室
申込み…津軽野盆栽会　会長　津島
　　　　℡080−6008−7654

五所川原平和博の資料を探
しています
資料提供のお願い

消費生活相談

自動車税種別割の
口座振替について

春の動物ふれあいフェステ
ィバル2020
「ペットと共に守る幸せ」

ＩＴ活用力セミナー

津軽野盆栽会会員募集

福祉タクシー事業のお知らせ 市民サロン市民サロン
いこいカフェ開催
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高所作業車導入で、高い所、こう配のある屋
根等で大活躍します。14ｍものびます
足場も自分たちで組むため安く施工できます。

五所川原塗装工業会
有限
会社秋元塗装

ご連絡先

下塗り強化
がっちりガード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

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

活動期間…４月～令和３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
　　　（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28日㈯～４月８日㈬
＊先着40名に達し次第締め切り。中
央公民館で受付します。

問…伊藤　℡090−5239−6854

　初心者から経験者までの教室です。
日時…４月12日㈰、４月26日㈰
　　　10：00～11：30
場所　中央公民館第３会議室
＊大正琴をお持ちの方は持参してく
ださい。レンタルもあります。

＊事前にお申し込みください。
問…事務局　杉森　℡34−8039

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

問…奈良　℡35−0917

　日本の伝統文化「将棋」を始めて
みませんか。
　マナーを守り、楽しみながらの上
達を目指します。
日時…毎週土曜日　13：00～16：00
＊閉館日を除きます。

場所…中央公民館
対象…年齢、性別、棋力を問いませ
ん。市民以外の方でも参加できま
す。ルールから覚えたい方も歓迎
です。

料金…年2,000円（道具、資料代等）
指導責任者…青森県将棋連盟会長
　　　　　　北畠悟氏
問…北畠　℡090−5238−9496

　音楽家グループ「みむみむの森」
が、コンサートと劇が融合した新し
い形の音楽会を開催します。
日時…５月５日㈫　19：30開演
場所…オルテンシアふるさと交流ホ
ール

出演…ピアノ／三村真理、役者／岡
田由記子（ゲスト）

曲目…ピアノソナタより「月光」
　「悲愴」「テンペスト」「熱情」
入場料…一般3,800円
申込先…みむみむの森ホームページ
（https://mimumimu.org/）もしく
は℡070−6479−7294

　みんなでバドミントンをしません
か。初心者、低学年、運動好きな子
大歓迎です。
対象…小学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・見学も受け付けています。
詳細はお問い合わせください。

問…髙橋　℡090−2272−1948

　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19日㈰か
ら練習します。
申込期限…５月31日㈰
申込先…五所川原ねぷた囃子保存会
　事務局 三由 ℡090−5848−3722

　毎週金曜日は、ウォーキングでリ
フレッシュしませんか。
日時…４月３日～10月30日の毎週金
曜日　9：30～１時間程度
＊雨天時は中止
集合場所…菊ケ丘運動公園駐車場
　（テニスコート隣）
コース…菊ケ丘運動公園を起点に周
辺をウォーキング

参加料…無料
その他…事前申し込みは不要／ノル
ディック・ウォークも体験可（ただ
し、ポールレンタルの場合は200
円を当日徴収）／保険証持参（主
催者では保険に加入していませ
ん）／全日本ノルディック・ウォ
ーク連盟公認指導員が同行

問…福士　℡090−3984−1981

　津軽凧を描いてみませんか。また、
冬に空高く凧を揚げてみませんか。
日時…毎月第２・第４火曜日
　　　18：00～21：00
場所…金木公民館和室（大小会議室）
問…金木津軽凧の会
　　会長　津島
　　℡52−3646

五所川原市少年少女
発明クラブ
令和２年度　クラブ員募集

大正琴無料体験教室

サークルいけばな
「燦燦会」会員募集

将棋教室開催

金木津軽凧の会

コンサート×おしばい
「ベートーヴェン物語」

五所川原ねぷた囃子保存会

五所川原ジュニアバドミン
トンクラブ員募集

〝ごしょがわら歩歩歩の歩〟主催
「毎週金曜日はウォー金グ」の日
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▽展示「春のおでかけ気分」
　３月31日㈫～５月６日㈬　市立図書館１階ロビー
　春になったら、なんだかお出かけしたくなりません

か。旅行やピクニックなど、つい出かけてみたくな
る本を展示します。

▽ 2020・第62回こどもの読書週間
　４月23日㈭から５月12日㈫はこどもの読書週間です。

今年のテーマは「出会えたね。とびっきりの１冊
に」です。図書館ではみなさんが「とびっきりの１
冊」に出会うのをお手伝いする特別なイベント・展
示を行います。

▽年齢別おすすめの絵本展
　４月21日㈫～５月31日㈰　市立図書館児童室
　「たくさんあって選べない」「○才におすすめの本は

?」とよく聞かれます。そこで司書が年齢別におす
すめする本を展示・貸出します。どんな本を読もう
か悩んでいるこどもたち、保護者のみなさん、ぜひ、
参考にしてみてください。

▽図書館の本でやってみたvol.10「オリジナルの『ど
くしょノート』をつくろう」

　４月25日㈯　10：00～　市立図書館２階
　「どくしょノート」とは図書館で借りた本の記録を

つけるノートです。どんな本を借りたのか、おもし
ろかったか、どんなところがおもしろかったか記録
をつけて、５年後に見返してみるとなかなか楽しい
発見があるかもしれません。リボンでとじる自分だ
けのオリジナルノートを作ってみましょう。

▽おはなし会&ブックトーク
　４月５日㈰　11：00～11：30　市立図書館２階
　対象：０～３歳くらいまでの乳幼児とその保護者

＊すてっぷひろば会場内で行います。
＊第２土曜日の「だっこでいっしょおはなし会」が

リニューアルします。日時にお気を付けください。
▽「五所川原おはなしぽぽんた」のおはなし会

　４月18日㈯　13：30～14：30　市立図書館２階
　対象：どなたでも

　対　　象：小学生　先着10名
　申込期間：４月10日㈮～23日㈭
　期間中に電話または図書館カウンターでお申し込み

ください。

▽今月の一冊

大ホール（コンサートホール）

▽関ジャニ∞　47都道府県ツアー UPDATE
　４月24日㈮　18：00～　完売
　ジャニーズファミリークラブ　℡0570－033－366

小ホール（ふるさと交流ホール）

▽ピアノコンサート
　４月４日㈯　13：00～16：30　無料　
　坂牛哉子ピアノ教室　℡0173－72－2009

▽ミュージカルパラダイス
　４月５日㈰　14：30～16：00　無料
　トーオー楽器㈱　℡0172－33－8511

▽創立50周年・合併15周年記念式典
　４月10日㈮　13：30～16：00　無料　
　五所川原市交通安全母の会連合会
　℡080－1803－0204

▽スプリングコンサート
　４月12日㈰　15：00～16：30　無料
　加藤ピアノ教室　℡22－2955

▽令和２年度五所川原市教職員全員研修会
　４月22日㈬　13：50～16：30　関係者
　五所川原市教育委員会学校教育課　
　℡35－2111（内線2971）

▽演歌の旅
　４月26日㈰　13：00～16：40　整理券
　あさひプロダクション　℡090－8610－5800

たのしい！
おべんとう・
パーティーメニュー 
	 さくら		ももこ／原作
	 ダンノ		マリコ／料理

はじめてでも簡単にお
いしくできるおべんと
うメニューをまるちゃ
んといっしょに作って
みませんか。おべんと
うを持ってピクニック
にでかけよう♪

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

主催者の都合により変更になる場合があります。
お問い合わせは、各主催者までお願いします。　

＊４月の休館日　６日、13日、20日、27日

オルテンシア
℡ 33－2111

図書館
℡ 34－4334
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　新型コロナウイルス感染症に関す
る情報について、厚生労働省からの
最新情報を、市庁舎１階行政資料ス

ペース、金木総合支所および市浦総
合支所に掲示しています。
　また、市のホームページにおいて
も、関連情報を掲載していますので
ご覧ください。
問…健康推進課　内線2372

　死にたいほどつらい方、眠れない
日や憂鬱な気分が続く方、育児・家
事等がつらいといった相談のある方、
身近な人を自殺で亡くされたご遺族
の方などを対象としています。
日時…４月16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

　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、ご相談に応じます。
　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

▽５月８日㈮　10：00～11：30
　中央公民館１階和室
＊今回から会場変更のため、ご注意
ください。

▽５月22日㈮　10：00～11：30
　金木公民館和室（小会議室）
＊市浦会場開催日については、市浦
地区在住の方を対象に、赤ちゃん
訪問などの際に日程をお知らせし
ています。

持ち物…バスタオル（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

　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
　４月22日㈬　10：00～12：00
②金木公民館
　４月24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　　　　

日時…４月24日㈮　13：00～
場所…市役所２階会議室２Ｃ
演題…「胃と腸のはなし」
演者…健生五所川原診療所
　　　所長　津川信彦先生
問…西北五医師会　℡35−0059

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。

ヘルス・インフォメーション
健康だより

こころの相談

健康づくり相談室

エンゼル相談

みんなの健康教室

感染症情報について

救急医療当番医
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５日㈰　済生堂増田病院
　℡35－2726（新町41）

▽４月12日㈰　かねひらクリニック
　℡35－3167（旭町55－2）

▽４月19日㈰　白生会胃腸病院
　℡34－6111（中平井町142－1）

▽４月26日㈰　田町小山クリニック
　℡34－3431（田町4－5）

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

献血バス巡回日程

▽４月19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

乳 幼 児 健 診	 子育て世代包括支援センター　内線2394

４カ月児健診
Ｒ１年12月生まれ

５月12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10月生まれ

５月26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11月生まれ

５月20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
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小曲 TSUTAYAとなり

韓国料理
TEL 0173−33−8636TEL 0173−33−8636 くぅるくぅる
〒037－0076　青森県五所川原市小曲沼田6－13

営業時間　17：00～22：00　　定休日　月曜日・第一火曜日

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

申込先　総務課広報係　内線2117

掲載料金はこのサイズで１５,０００円

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

広告掲載で五所川原市を応援していただけませんか？

　五所川原市では、妊娠・出産・子育ての様々な悩みや質問に保健師がお答えするワンストップ相談窓口「五
所川原市子育て世代包括支援センター」を民生部健康推進課内に開設しています。一人で悩んでいることはあ
りませんか？どんなことでもお気軽にご相談ください。

対　象…五所川原市に住所がある妊産婦、乳幼児の保護者等
受　付…月～金曜日（土日祝日、年末年始除く）8：30～17：15
場　所…市役所１階20番窓口（健康推進課）
連絡先…内線2393／℻35−2130
　　　　電子メール　kenkousuisin@city.goshogawara.lg.jp

①豚肉は３㎝長さに、人参は短冊切り、白菜はザク切り、たけのこ、なると巻きは薄切りに
　する。ピーマンは細切りにする。きくらげは水で戻し、食べやすい大きさに切る。
②中華鍋にごま油を半量入れ、熱し、豚肉を炒める。次に人参、たけのこを加え炒め合わ
　せ、残りの具とＡを加えてひと煮立ちさせる。
③Ｂを混ぜ合わせ、②へ流し入れ、全体を混ぜながらとろみをつける。最後に残りのごま
　油を回し入れ香りを付ける。
④ご飯を器に盛り、その上に③をかける。

作
り
方

材料（4人分）
ご飯（１人150ｇ）………600ｇ
豚薄切り肉………………50ｇ
人参……１/６本（20ｇ）／白菜……・２枚（200ｇ）
たけのこ（水煮）…30ｇ／ピーマン…１個（40ｇ）
なると巻き（かまぼこ）……………１/５本（40ｇ）
きくらげ（乾）…１ｇ／ゆでうずら卵…４個
むきえび………30ｇ／ごま油…………大さじ１
　　水………………………１カップ
Ａ　鶏ガラスープの素……小さじ１/２
　　砂糖………小さじ１／料理酒…大さじ１
　　しょうゆ…小さじ１／塩……小さじ１/３
Ｂ｛ 片栗粉……大さじ１／水……大さじ３

1人分　エネルギー 426kcal　　食塩相当量 2.3ｇ

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

簡単！栄養ばっちり！１品料理テーマ

中 華 丼

～どんな相談に応じてくれるの？～
妊　　　娠 出　　　産 子　育　て

母子健康手帳をお渡しする際に、
個別にお話を伺います。困り事や
悩み事がある方は、継続的にサポ
ートします。

出産や産後に関して不安なことが
あればお話を伺います。必要に応
じて医療機関等とも連携してサポ
ートします。

子育てへの不安がある場合は、継
続的にサポートします。必要時、
利用可能なサービスをご紹介しま
す。

子育て世代包括支援センターからのお知らせ

｛
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　令和４年３月末までに限り、全国的に統一した方法で風しん対策を実施しています。
対策対象者…昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までに生まれた男性
令和２年度送付対象者…昭和37年４月２日から昭和47年４月１日までに生まれた男性
→クーポン券を同封した桃色の封筒を３月末に送付します。
＊クーポン券を既に使用した方（令和元年12月31日時点の状況）には送付していません。
平成31年度送付対象者…昭和47年４月２日から昭和54年４月１日までに生まれた男性
→クーポン券未使用の方（令和元年12月31日時点の状況）へ３月末に、はがきを送付します。
　クーポン券の有効期限を延長していますので、詳細をはがきでご確認いただき、ご利用ください。
クーポン券ご使用の流れ…クーポン券が届いた方は、内容をご確認の上、ご利用ください。

　「2019年度ごしょりんドリーム企画　けん診受けよう！キャンペーン」公開抽選会が２月26日、市役所１階市
民の土間ホールで行われました。
　当選番号は下記のとおりです。おめでとうございます。当選した方には、３月上旬に個別通知しています。

No. 賞　　　　　　品 当　　選　　番　　号
１ 10万円相当　50型液晶テレビ 7215
２ 10万円相当　スチームオーブンレンジ 2851
３ ５万円相当　ブルーレイディスクレコーダー 12011
４ ５万円相当　掃除機 5994
５ ５万円相当　炊飯器 1829
６ ３万円相当　空気清浄機 3824
７ ３万円相当　デジタルカメラ 6114
８ ３万円相当　ストーブ 4166
９ ３万円相当　布団乾燥機＋衣類スチーマー 1218
10 ３万円相当　自転車 6736

11～20 クオカード　１万円分（10名） 1028、2211、3699、3725、4805、5013、
6480、6805、10119、10164

21～50 クオカード　5,000円分（30名）

　401、　489、　754、1881、2300、2346、
2387、2592、2713、2741、3812、4195、
4437、4684、5337、5572、5655、5671、
5778、6604、6681、6827、6880、7007、
7108、7364、7467、7552、7566、7585

　送付したクーポン券は、事業に参加している全国の医療機関で使用できます。医療機関によって、実施する
曜日や時間帯等が決まっている場合がありますので、必ず医療機関に「風しんクーポン券の利用」について、
事前に伝えてから受診してください。
　風しんの追加的対策について、市のホームページ、最新の全国医療機関一覧等は厚生労働省ホームページ
「風しんの追加的対策について」でご確認ください。

風しんの追加的対策のお知らせ	 健康推進課　内線2375

けん診受けようキャンペーン公開抽選会が行われました	 健康推進課　内線2373

クーポン券 ・風しん抗体検査
・風しん定期予防接種
＊十分な風しんの抗体がない人のみ使用

★医療機関等で使用できます。

抗体あり
風しんへの抵抗力があります。

予防接種を受けましょう
無料で接種できます。

抗体なし
風しんへの抵抗力が低いです。
風しんにかかるリスクがあります。

抗体検査
クーポン券利用で無料と
なります。
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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。

　６月11日㈭に当市を通過する東京2020オリンピック聖火リレーについて、市民の皆さんと一緒に聖火リレー
を盛り上げていくため、住民説明会を開催するとともに、ボランティアスタッフを募集します。

▽住民説明会の開催について
　聖火リレー当日は、リレールートおよびその周辺に
おいて交通規制が実施されます。そのため、住民の皆
さんを対象に、以下のとおり青森県実行委員会主催に
よる説明会を開催します。申し込みは不要です。
日　　時…４月15日㈬　14：00～15：30
場　　所…市民学習情報センター
参加方法…開始時間までに直接会場へお越しください。
説明内容…聖火リレーの概要および交通規制の内容等

について。

▽ボランティアスタッフの募集について
　聖火リレーを安全で円滑に進行するため、沿道やそ
の周辺での各種業務に携わっていただけるボランティ
アを募集します。詳細は下記のとおりですので、内容
をご確認の上、お申し込みください。皆さんのご応募
をお待ちしています。
日時…６月11日㈭　14：00～19：00（予定）
＊活動時間は変更となる可能性があります。
場所…聖火リレーコース沿道およびその周辺
主な活動内容…コース沿道での走路確保や観客整理／

コース沿道周辺の準備や片付け　等
募集期間…４月17日㈮まで（必着）
募集人数…30名程度
＊申込者多数の場合は、書類選考の上、決定します。

＊選考結果は５月上旬に通知します。
申込方法…申込用紙に必要事項を記入の上、郵送、Ｆ
ＡＸまたは電子メールでお申し込みください。
＊募集要項および申込用紙は市ホームページでダウン
ロードいただけるほか、市役所本庁舎企画課、金木
総合支所、市浦総合支所窓口でも配布しています。

申込要件…2002年（平成14年）４月１日以前に生まれた
方（令和２年６月11日時点で未成年の方は、保護者
の方の同意が必要です）／聖火リレーの実施に当た
り、最後まで役割を全うできる方（長時間にわた
り、屋外で立ったままでの活動について支障のない
方、指定の活動場所・時間で活動できる方）／５月
中旬～下旬に開催予定の事前説明会に参加できる方
／公共交通機関や自家用車等により事前説明会会場
およびリレー会場に集合できる方／記録、広報等を
目的とした写真、動画撮影に同意いただける方（撮
影した写真や動画はホームページ等で公開される可
能性があります）／暴力団等の反社会的勢力または
反社会的勢力と関係を有していない方

処遇…活動報酬は無償とし、交通費および食費は原則
自己負担とします／ボランティア保険は、市で対応
します／活動に当たり、青森県聖火リレースタッフ
ユニフォーム（ポロシャツ）を支給します。

問　東京2020聖火リレー青森県実行委員会（青森県企画政策部企画調整課内）℡017−734−9136
　または企画課　内線2233（ボランティアスタッフの募集については企画課へ）

■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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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２年
平成31年
比　較

火　災
月別

区　分

3
2
1

累計
6
4
2

救　急
月別
141
161
△20

累計
335
333
2

救　助
月別
1
1
0

累計
2
2
0

五所川原市管内  ２月の火災、救急、救助出動件数

人口
53,859人
（－40）

男
24,711人
（－8）

女
29,148人
（－32）

人口と世帯数
令和２年２月末　住民基本台帳　（　）内は前月比

世帯数
25,592世帯
（－10）

五所川原市民憲章

2020 ４
月
号
	№

288
令

和
２

年
３

月
25日

発
行

広
報

～みんなで聖火リレーを盛り上げよう！～ 東京2020オリンピック聖火リレーに係る
住民説明会の開催＆ボランティアスタッフの募集について
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