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はじめてのハッピーバースデイ

Ｈ20.7.30
（西舘野・男の子）
お姉ちゃんと仲良しな
結太くん。負けないく
らい明るく元気に育っ
てね！

Ｈ20.7.24
（杉本・女の子）
ゆいの笑顔はいやし系。
保育園でもその笑顔
でお友達をたくさんつ
くってね。

！
ちゃん

●中澤結太
ゆうた

28

ちゃん
ゆい

●田中舘唯

７月５日︑関地区で第 回にんにくまつ
りが開催されました︒
今年も掘りたてのにんにくを求め︑町内
外からたくさんの人が訪れました︒初めて
にんにくまつりを訪れたという参加者は︑
どこを見れば大きいにんにくが取れるのか
担当者に聞きながら︑楽しそうににんにく
を引き抜いていました︒
まつりではにんにく掘り体験︑イワナつ
かみどり︑掘りたてにんにくの試食・販売
などのイベントが行われ︑たくさんの人が
歓声をあげながら参加していました︒
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６月 日︑サンモール周
辺で︑にんにく一坪オーナ
ーによる収穫祭が行われま
した︒
このイベントは︑地域資
源である田子産にんにくの
消費拡大や観光振興など地
域活性化を目的として行わ
れたもので︑２回目の収穫
祭となります︒今回のオー
ナー募集でも田子町内外か
ら多数の応募がありました︒
収穫祭に訪れたオーナー
がにんにくを引き抜くたび
に﹁大きいのが取れたッ ﹂
﹁立派だねえ﹂などの歓声
が上がり︑青空の下の収穫
祭を楽しんでいました︒
平成20年７月に生まれた満１歳のお友だちです。
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平成 年６月 日執行

65

た︵ 各 投 票 所 の 投 票 率 は︑
︒
表１を参照︶

開票は︑即日午後９時か
ら中央公民館ホールで行わ
れ︑松橋良則氏︵ ︶＝無
所属＝が３３３９票を獲得
し︑ 当 選 を 果 た し ま し た
︒
︵表２︶
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６月 日に
は︑ 当 選 証 書
付与式が役場
第一会議室で
行 わ れ︑ 町 選
挙管理委員会
委員長から松
橋良則氏に当
選証書が付与
されました︵上
︒
写真︶

な お︑ 町 長
の 任 期 は︑ 平
成 年７ 月
日から４年間
です︒
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21
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●選挙当日の有権者数

男 2,747人

女 2,977人

計 5,724人

●投票者数

男 1,988人

女 2,235人

計 4,223人

●投票率

男 72.37％

女 75.08％

計 73.78％

●各投票区別投票率（表１）

松橋町長再選

12

73

田子町長選挙

17

任期満了に伴う田子町町
長選挙は︑現職と新人１人
が立候補し︑６月 日に投
票が行われました︒

投票は町内 カ所で午前
７時から午後８時まで行わ
れ︑投票率は ・ ％で前
回の平成 年町長選挙を
３・ ポイント下回りまし

94

（単位：％）

投票区

男

女

計

投票区

男

女

計

1

61.74

78.05

70.17

7

69.59

76.58

73.12

2

62.81

67.16

65.12

8

78.41

80.85

79.67

3

68.25

69.86

69.10

9

65.25

70.16

67.77

4

74.55

72.95

73.71

10

75.61

71.79

73.75

5

73.02

75.00

74.00

11

70.11

72.83

71.51

6

61.54

63.40

62.48

12

77.78

80.36

79.09

●選挙結果（表２）
氏 名

年齢

行政区等

職 業

得票数

松橋 良則

６５

サンモール

町

長

３, ３３９票

羽柴 秀吉

５９

五所川原市

会社役員

８１５票

今月の話題

2
問

のマークは「お問い合わせ先」の意味です

一般財源及び起債発行額の
上限額の設定を行い︑町長
の施策を反映した２カ年実
施計画をとりまとめ︑財政
健全化計画に掲げる経費節
減目標等を盛り込んだ予算
編成方針・編成要領を各課
に通知し︑職員への説明会
を行う︒各課で２カ年実施
計画及び編成方針等を考慮
した予算要求書を作成し︑
財政担当課によるヒアリン
グ・予算査定を経て予算を
策定する︒編成期間は︑毎
年概ね 月下旬から翌年の
１月まで︑約２カ月半とな
っている︒
▼山本議員 予算の執行の
留意点は︒
▼町長 少ない予算で大き
な行政効果を期待できるよ
うな執行が最も望ましい︒
平成 年度以降の大幅な交
付税の減額に伴い財源不足
が続き︑必然的にその方向
に向かっている︒
▼山本議員 事業計画に沿
って予算を執行し︑その効
果の確認方法は︒
▼町長 ﹁主要施策の成果﹂

を毎年度作成し︑施策の成
果や事業の進捗状況の推移
を確認し︑予算編成に反映
させる︒

▼山本議員 経済危機対策
及び追加対策に関し︑どの
ように捉え︑編成し実行す
るのか︑基本的な考えを伺
う︒
︵国︑県からの編成・執
行上の注意があれば併せて
説明願う︶
▼町長 国の経済危機対策
で大きく関係する事業は︑
地域活性化・経済危機対策
臨時交付金事業と緊急雇用
創出事業の２つの事業があ
る︒この事業を活用し︑当
町の景気対策と地域雇用の
拡充を図りたい︒
地域活性化・経済危機対
策臨時交付金事業での交付
金の活用は︑地域の中小企
業の受注機会に配慮するこ
ととなっており︑約２億４
００万円の交付金の配分が
見込まれているが事業の選
択にあたっては︑
①今年度内に完了できる
事業であること︒
②来年度以降︑新たな財
政負担が生じない事業であ

ること︒
③事業費の支出先ができ
るだけ町内向けであるこ
と︒
④今年度の当初予算ある
いは 年度の２カ年実施計
画に掲載されている︑一般
財源を多額に要するような
事業の振り替えについて検
討すること︒
以上４点を予算編成の方
針とし︑事業を実施する︒
緊急雇用創出事業につい
て は︑ 当 初 予 算 に も 計 上
し︑雇用対策の拡充・強化
を図るために︑約２５００
万円の追加事業を実施する
こととしている︒今年度の
雇用対策に係る事業費は約
４５００万円となり︑延べ
人員にして概ね３７００人
の新規雇用者等を想定して
いる︒

▼山本議員 緊縮財政と職
員の採用抑制を基本として
いる現在の行政運営の中
で︑町民︵事業者含む︶の
要望をいかに汲み上げ︑実
現しているか︒さらに︑町
民の満足度を確認あるいは
促すために︑実行した例を

22

平成 年６月定例会
定例会は６月４日に招集され︑５日までの会期で開催
され︑町長の提案理由が示されたあと︑提出された報告
４件︑議案 件を審議し︑原案のとおり可決しました︒
一般質問は次のとおりです︒
※掲載は全文ではありません︒
田子診療所の医師の確保や
教育分野での人材確保︑道
路︑公共交通や防災情報の
充実など︑町の抱える様々
な課題の中から︑解決に向
けて八戸市とどのような連
携が可能なのか︑協議して
参りたい︒
年度予算で
▼山本議員
すが︑いかなるプロセスを
経て作られているのか︑予
算の編成の仕組みについて
説明願う︒
▼町長 予算編成は︑町長
の意向を反映した予算編成
方針により︑各課が原案を
作成し︑これを査定して予
算を策定する積み上げ方式
を採用している︒
前段として︑企画担当に
おいて第５次総合計画との
整合性を図るため︑財政担
当と協議しながら翌年度の

議会だより
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★一般質問
●山本晴美議員
▼山本議員 定住自立圏構
想の概要の説明と取り組み
の現状︑構想に寄せる期待
と町の対応について伺う︒
▼町長 地方は安心して暮
らせる地域を作り上げ︑人
口流出を食い止め︑都市圏
からの住民の流れを創出す
ることが求められ︑全国的
な見地での施策として定住
自立圏構想が進められ︑八
戸圏域では︑八戸市を中心
市として︑広域市町村圏を
構成する市町村で︑定住自
立圏の取り組みを進めるこ
と と し︑ 主 な 検 討 事 項 は︑
当町も含めて郡部の周辺町
村からは︑共通する課題と
して医療や公共交通に関す
る事項が話題に上がってい
る と こ ろ で あ る︒ 当 町 も︑
21
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16

21
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紹介願う︒また︑今後どの
ような仕組みをもって︑要
望の汲み上げ実行︑満足度
の確認を行うつもりか伺う︒
▼町長 地域座談会や各自
治会の総会等に出向き︑町
民との対話を通じ︑町民と
接する機会を多くし︑要望
や意見を気軽に話してもら
え る よ う に 心 が け て い る︒
いただいた要望は︑実情も
踏まえながら計画的に対応
している︒要望の中には地
域で問題解決に取り組んだ
方がよい場合もあり︑行政
も応援しながら自治会など
の地域にお願いしている︒
町は︑地域が抱える課題に
対応していくために︑スク
ラム協定制度を設けてお
り︑自治会と行政がお互い
に協力し︑農道や用水路の
補修︑歩道や集落内の道路
の除雪など︑地域の身近な
問題に取り組んでいる︒
事業者からは︑公共事業
の増大などの要望をいただ
いている︒公共事業にあっ
ては︑町の将来的な財政負
担を考慮した上で︑競争性︑
透 明 性︑ 公 平 性 を 確 保 し︑
町内の中小企業者の受注機

に厳しい経営環境におか
れ︑１００年に一度といわ
れる景気低迷により︑さら
に悪化へと進むことが予想
される︒町として︑地域消
費を拡大し︑地域経済の活
性化を図るとともに︑地域
経済社会の中心的な役割を
果たす︑小規模事業者の経
営改善を支援することを目
的に発行したものである︒
実施結果として︑プレミ
アム分 ％上乗せされた商
品 券 は １ セ ッ ト５ 千 円 と
し︑２千セット１千万円分
を発行したが︑発売からわ
ずか６日間で完売したと聞
いている︒商品券の利用で
きる商店は︑商工会会員で
ある︒２２０会員のうち２
０２会員の参加で実施した︒
町の商工業者は３００で
商工会の会員は２２２名で
ある︒
プレミアム商品券は５月
末現在︑回収率は ％約７
００万円で 会員が取り扱
っていると聞いている︒
その中の主な内訳は︑ガ
ソリン︑食料品︑雑貨︑自
動 車 販 売・ 修 理︑ 美 容 院︑
農薬・肥料の順になってい

る︒経済効果は大きかった
と思っている︒
商工会員の実態と現状と
して︑会員の資格は︑基本
的に商工会の地区内に引き
続き６カ月以上営業証を有
する商工業者となってい
る︒現在２２０名で︑法人
名︑個人１２８名︑その
他６名で構成されている︒
販売体制や商品券の販売
と合わせた独自のＰＲ等の
取り組みがほとんどなく︑
商工業者の対応が受け身の
状態であったこと︒さらに
は︑中心部から離れた集落
の商店の利用が少なかった
ことなどが今後の課題であ
り︑商工会では︑商品券発
売の窓口の一本化や広く行
き渡るようなラリー方式の
採用など︑理事会において
協議を重ねながら取り組む
とのことである︒町は︑今
後も地域経済活性化のため
に支援していきたい︒
88

▼尾形議員 世界的な金融
危機による景気の低迷や公
共事業減少に伴い︑地方の
経済状況は悪化の一途であ
るが︑町長の認識とこれま

での雇用︑就労対策を伺う︒
また︑地域活性化・経済
危機対策臨時交付金事業に
よ り︑ 雇 用 対 策 に 有 用 し︑
就労環境の改善に取り組む
べきと考えるが町長のお考
えを伺う︒
▼町長 八戸ハローワーク
からの情報では︑４月末現
在で相談者・就労申込者は
名となっている︒
住民団体の会合︑税の徴
収等においても︑雇用状況︑
就業状況はまさに深刻であ
ると対話を通して痛切に感
じている︒
緊急雇用創出事業とし
て︑本年度当初予算で約１
３００万円を計上し︑さら
に追加事業分として︑本議
会で提案する補正予算で約
２５００万円を計上してい
る︒ふるさと雇用再生事業
として︑ 年度から 年度
までの３カ年で約２７００
万円の事業採択を受け︑
年度当初予算で約７００万
円を計上した︒この２事業
の︑ 年度の事業総額は約
４５００万円となる︒積算
内訳は︑新規雇用等の人件
費分が約３７００万円︑平

4

議会だより

会を増やして参りたい︒
満足度について︑アンケ
ート調査や自治会や各団体
の総会などで直接町民と対
話してお話を聴くなどし︑
把握するように努めている︒
●尾形憲男議員
▼尾形議員 地域商店街の
活性化の起爆剤にしようと
地域活性化・生活対策臨時
交付金・緊急雇用創出対策
事業のうちの︑町地域商業
活性化支援事業により地域
商品券を２０００部１００
０万円分発行した︒これに
事業費２００万円上乗せし
取り組んだこの事業の目的
と実施結果︑プレミアム商
品券取扱店は１９７店舗あ
るが実際に取り扱いした店
舗数と消費動向と経済効
果︑また︑町の現在の商工
業者の数と商工会員数︑商
工会員の実態と現状に対す
る町長の見解と︑プレミア
ム商品券により見えた課題
を伺う︒
▼町長 当町の商工業者は
小規模事業者が多く︑人口
の減少や︑近隣市町村への
大型店舗の進出により非常
20

54

58

63

21

21

23

21

均人件費率が ％で︑雇用
延べ人員にして概ね３６０
０人を想定しており︑大き
な雇用効果を期待するもの
である︒緊急雇用対策事業
は︑失業者の新規雇用をね
らいとしたもので︑ケーブ
ルテレビを通して︑概ね
日間の公募を経て就労者を
確保し︑事業着手するもの
で あ る︒ 今 日 現 在 ま で に︑
発 注 条 件 の 整 っ た︑ ５ 事
業・約１８００万円につい
て発注済みとなっており︑
残り５事業は順次発注をす
る︒
平成 年度の３月補正予
算 に お い て︑
﹁生活対策臨
時交付金事業﹂として総額
で約１ 億６ 千万円を計上︑
繰越明許費を設定し本年度
に繰越している︒
さらに︑ 年度事業とし
て本議会に提案を予定し︑
﹁経済危機対策臨時交付金
事業﹂として︑総額で約２
億１千万円を計上し︑交付
金事業を合わせると︑３億
７千万円の総事業費となる
が︑事業の編成に当たって
は︑地域の雇用・就業につ
いても十分考慮し︑土木・
20

田子地区の中心部以外と
上郷地区では低速インター
ネットサービスしか利用で
きない状態であったが︑光
ファイバ網の整備により︑
町内全域で︑都市部と同等
の高速インターネットサー
ビスの提供が受けられる環
境 も 整 う︒
︵月々の利用料
金は個人負担となる︶

データ放送については︑
今年度検討委員会を設置
し︑住民からの意見要望を
反映した活用方法を検討し
ていくこととしている︒
さらに︑ＴＣＶの放送内
容については︑投稿ビデオ
等を増やして地域と密着し
た番組づくりを進めていき
たい︒

◎議会常任委員会の構成が ▼議会運営委員会︵５名︶
新しくなりました︒
委員長 山本晴美
︵平成 年６月５日選任︶ 副委員長 宇藤大介
委員
任期は︑平成 年５月
日までとなります︒
砂子田康雄 蹴揚清見
尾形憲男
▼総務・文教常任委員会
︵５名︶ ▼消防委員︵３名︶
委員長 宇藤大介
小野寺康
副委員長 砂子田康雄
千葉健一郎
委員
蹴揚清見
滝上和 尾形憲男
澤口勝

◎教育委員会委員の任命に
同意
６月 日に任期満了の教
育委員に北村栄子氏︑立田
美律氏の２名が任命されま
した︒
任期は︑平成 年６月
日から４年間となります︒

議会だより

5

29

▼産業・民生常任委員会
︵５名︶
委員長 千葉健一郎
副委員長 山本晴美
委員
小野寺康 蹴揚清見
椛本義見

23

23

建築等の地域雇用型の事業
が概ね 事業︑２億５千万
円が組み込まれている︒
これらの事業展開によ
り︑まさに厳しい経済危機
をなんとか乗り切りたいと
念じているところである︒
１日も早い経済危機から
の脱却と景気の復興︑そし
て雇用の回復と住民生活の
安定を切に願う︒

る︶
地域活性化・生活対策臨
時交付金事業を活用し︑地
上デジタルテレビ放送受信
機器購入支援事業で対象世
帯︵町民税非課税世帯であ
って①高齢者世帯︵ 歳以
上のみの世帯︶②障害者世
帯③ひとり親世帯④生活保
護世帯︶にはデジタルチュ
ーナーの配布を予定してい
る︒
また︑防災告知システム
整備事業で防災告知端末は
全戸配布する︒
さらに︑データ放送への
移行により︑市況情報︑お
悔 や み︑ 婚 姻︑ お め で た︑
町からのお知らせ︑各団体
からのお知らせの情報︑ゴ
ミカレンダー︑広報たっこ
などの情報を見たい時間に
見たい情報を見ることがで
き︑お天気情報は地上波の
テレビ局各局のデータ放送
から情報を見ることができ
る︒
安心の確保として︑停電
時でも聴くことが可能なＦ
Ｍ方式による防災告知端末
も全戸設置とし︑防災情報
等を受信できる︒

21

21

34

▼尾形議員 デジタル化に
よるＴＣＶの今後の活用方
法と︑町民の受ける恩恵と
負担を伺う︒
▼町長 町は︑地域コミュ
ニティの活性化︑住民の生
活を便利で豊かにすること
を目的に︑光ファイバケー
ブルを整備し︑デジタル放
送に対応したケーブルテレ
ビの高度化︑難視聴解消の
実施及び︑ブロードバンド
サービスを提供するための
基盤を整備をするものであ
る︒また︑防災告知端末を
全戸に配布設置し︑安心・
安全な暮らしができる環境
を整備する︒
︵宅内工事費
用分１戸当たり１万５千円
から３万円の個人負担とな

22

82

21

10

65

﹁自由研究と工作﹂特集

子どもたちの夏休み宿題
の 参 考 に﹁ 自 由 研 究 ﹂
﹁工
作﹂の本を約１００冊集め︑
展示・貸出します︒これ以
外でも宿題で困ったとき︑

21

図書館では本をさがすお手
伝いをします︒夏休みはお
子さんと一緒に図書館へご
来館ください︒
○でんじろう先生のカッコ
いい！科学おもちゃ

6

公民館情報・図書館情報

19

25

公民館情報

33

位を狙って︑全力を尽くし
ます︒
○正午スタート
当日は︑青森放送テレビ
︵Ｒ Ａ Ｂ ︶ に て 大 会 の 模 様
が放送されます︒

55

■行事等に関するお問い合わせは︑田子町中央公民館︵☎
︲７０７０︶または上郷公民館︵☎ ︲１８１１︶まで
お願いします︒

第 回青森県民駅伝競
走大会

みんなでチャレンジ
ター研修室▽受講料 材料
公民館講座のお知らせ
費込み１０００円程度▽講
●神楽講座
師 山本一枝子氏▽申込
▽ と き ８ 月 ７ 日・ 日
随時
︵ 金 ︶ 午 後 ７時 〜 ９時 ▽ と
●水曜わんぱく塾
こ ろ 中 央 公 民 館 ホ ー ル︑ ▽とき ８月 日︵水︶午
和室▽申込期限 随時公民
後３時〜午後５時▽ところ
館へ
上郷公民館研修室▽参加費
●ヨーガ講座
無料▽テーマ﹁しっぽとり
▽とき ８月 日︵木︶午
であそぼう﹂
後７時〜９時▽ところ 中
●フラワーアレンジメント
央公民館和室▽受講料６０
▽とき ８月 日︵火︶午
０円▽講師 藤川淑子氏▽
後７時〜９時▽ところ 上
持ち物 バスタオル︑タオ
郷公民館研修室▽テーマ
ル等▽申込 前日までに公 ﹁秋の花﹂▽材料費 ２０
民館へ※動きやすい服装で
００円程度▽講師 川村昌
参加してください︒
子 氏 ▽ 持 ち 物 花 ば さ み︑
●生花講座
カッター等▽申込期限 ８
▽とき ８月 日︵金︶▽
月 日︵金︶
ところ トレーニングセン

21

﹁自由研究と工作﹂の本
﹁中学生・高校生におすすめ﹂の本

図書館情報

20

21

第 回田子町民大運動会
●大会スローガン
﹁ひかる汗みなぎる力﹂
県立田子高等学校グラウ
ンドを会場に︑第 回田子
町民大運動会が開催されま
す︒
行政区によりチーム編成
された全８チームが︑ 種
目の競技で優勝を争いま
す︒昨年優勝は︑大会７連
覇の石亀チームでした︒
▼とき ９月 日︵日︶
午前９時 分開会式

55

33

﹁健脚でつなげ郷土の和
と心﹂をスローガンに︑第
回青森県民駅伝競走大会
が９月６日︵日︶に青森市
で開催されます︒
県観光物産館アスパム前
をスタートし︑県総合運動
公園陸上競技場をフィニッ
シュとする ・８㎞を︑８
人のランナーがたすきをつ
なぎます︒
田子町チームは︑選抜さ
れたメンバーで過去最高順

21
玉入れ競技の様子

17

17

町民プール開放中
町民プールは︑８月 日
まで一般開放しています︒
改修後のきれいなプール
で︑夏を満喫してみてはい
かがですか？
※小学３年生以下の児童は
付添が必要です︒
※８月４日︵火︶から６日
︵木︶は︑水泳教室が開催
されますが︑一般開放もし
ております︒
▼入場料 中学生以下 円
高校生以上１０５円
52

水泳教室の様子

13

15

25

20

第４中継点のたすきリレー

○小学生のかんたん！おう
ち実験室

30

22 21 21
11

30

29 17 19

30

7

図書館情報・お知らせ

お知らせ

よってつくられています︒
皆様から自発的に無償で提
供いただく﹁献血﹂により︑
血液を必要とする多くの患
者が救われています︒
今年度の献血は次のとお
り実施しますので︑皆様の
あたたかいご協力をお願
いします︒
▼献血︵全血︶実施日
平成 年８月 日︵水︶
平成 年 月 日︵火︶
平成 年３月 日︵月︶
▼実施時間 午前９時
分〜午後０時 分︑午後
１時 分〜４時
▼受付場所
せせらぎの郷
※献血手帳をお持ちの方
は︑忘れずにご持参して
ください︒
※ 初 め て 献 血 す る 方 は︑
本人確認ができる物をお
持 ち く だ さ い︒
︵運転免
許証・パスポート・健康
保険証など︶
●献血は健康診断にも役
立ちます
会場では採血前に︑血

※65歳以上の人の献血については、献血される人の健康を考え、60歳〜64歳の間に献血経験が
ある人に限ります。

献血のお知らせ

200ml 献血
400ml 献血
１６歳〜６９歳 ※
１８歳〜６９歳 ※
男性45kg 以上・女性40kg 以上
男性・女性とも50kg 以上
90mmHg 以上
血液比重１.０５２以上または
血液比重１.０５３以上または
血液比重等
血色素量12ｇ／ｄＬ以上
血色素量12.5ｇ／ｄＬ以上
年間献血回数 男性６回以内・女性４回以内
男性３回以内・女性２回以内
200ml 献血と400ml 献血を合わせて
年間総血液量
男性1,200ml 以内 女性800ml 以内
年 齢
体 重
最高血圧

世の中には︑病気やけが
の治療のため︑輸血を受け
たり︑血液製剤を必要とす
る人たちが数多くいます︒
そ し て︑ そ の 血 液 製 剤 は︑
健康な人からの﹁献血﹂に

●採血基準（全血献血の場合）

俊太郎
このほか読み物を中心に
たくさんのおすすめ本をそ
ろえます︒読書感想文課題
図書を借りるときは早めに
ご来館ください︒

20

図書館おやすみカレンダー

30

1010

▼色の濃い日が休館日です︒

11

図書館の開館時間
水〜土 午前 時〜午後６時
日曜日 午前 時〜午後４時
図書館休館日
毎週月曜日・火曜日・祝日・
第４木曜日︵館内整理日︶
田子町立図書館
☎ ︲７２２１

10

８月の図書館行事

▼８／５︵水︶
赤ちゃん絵本の紹介／せせ
らぎの郷
▼８／８︵土︶午前 時
読書マラソン表彰式︑紙芝居
と本の読みきかせ
▼８／ ︵土︶午前 時 分
本の読みきかせととしょか
んクラブ折り紙で﹁はこ﹂を
作ろう
22

最後に残る自由研究……

○中学生理科の自由研究ｅ
ｃｏ 実験室
○たのしいリサイクル工作
●﹁中学生・高校生におす
すめ﹂の本
○そうだったのか！日本現
代史／池上彰
○イチローイズム／石田雄
太
○わたしの源氏物語／瀬戸
内寂聴
○二十億光年の孤独／谷川

●哲学
▽生きる勇気、死ぬ勇気／五木寛之
／114イ
●社会
▽平均年収2500万円の農村／藤原
忠彦／318フ
●医学など
▽いのちのメッセージ／日野原重明
／490ヒ
▽おいしくて満足感たっぷりメタボ
を防ぐ100レシピ／498オ
●家政・料理・お菓子作り
▽イギリス式節約お片付け／井形慶
子／590イ
▽はぎれでつくる手縫いのこもの／
594ハ
▽ひんやり和のおやつ／596カ
▽にんにくと玉葱の本／596ソ
●園芸
▽ガーデンツリーお手入れ便利帳／
627タ

●時代小説・ミステリーなど
▽三毛猫ホームズの十字路／赤川次
郎／913ア
▽訪問者／恩田陸／913オ
▽誘惑／北原亞以子／913キ
▽くちなわ坂／東郷隆／913ト
▽十津川警部欲望の街東京／西村京
太郎／913ニ
▽十津川警部捜査行14東海特急殺し
のダイヤ／西村京太郎／913ニ
▽龍神の雨／道尾秀介／913ミ
●その他の小説など
▽ＩＮ／桐野夏生／913キ
▽かあちゃん／重松清／913シ
▽甘苦上海２／高樹のぶ子／913タ
▽薬屋のタバサ／東直子／913ヒ
▽１Ｑ８４ BOOK １・２／村上
春樹／913ム
▽シングルベル／山本幸久／913ヤ
●手記・ルポルタージュなど
▽息子介護／鈴木宏康／916ス
▽ツレがうつになりまして。／細川
貂々／916ホ

圧測定︑血液比重︑血液型
検査を行い︑献血された血
液は︑さらなる検査︵総蛋
白︑アルブミン︑コレステ
ロール︑ＡＬＴ︑γ ︲ＧＴ
Ｐ︑ 赤 血 球 数︑ 白 血 球 数︑
血小板数等︶を行い結果を
本人に直接お知らせします
ので︑健康管理や病気の早
期発見に役立てていただけ
ます︒
●輸血用血液の安全を確保
するため︑次の事項に該当
する場合は献血をご遠慮し
ていただくことがあります
◎現在治療中の方
◎３日以内に抜歯・歯石除
去をされた方
◎今までに輸血や臓器の移
植を受けたことがある方
◎現在妊娠中︑授乳中また
は６カ月以内に出産・流産
をされた方
◎Ｂ型Ｃ型ウイルス肝炎と
言われたことがある方
◎エイズ検査が目的の方
◎海外旅行帰国後４週間以
内の方
▼留意事項
◎１９８０〜１９９６年に
英国に滞在されたことのあ
る方は献血できません︒
▼受付時間 午前 時 分
か ら 午 後 時 ま で︵ 土・
日・祝日を除く︶
問役場総務課総務グループ
☎ ︲３１１１

浄化槽を正しく使いま
しょう
浄化槽は︑微生物の働き
を利用して汚水を浄化する
もので︑適正な維持管理が
必要です︒
そのため︑法律で次のこ
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
始後及び年１回︶
法定検査は︑浄化槽が適
正に維持管理され︑本来の
浄化機能が十分発揮されて
いるかを判定するもので︑
社団法人青森県浄化槽検査
センターが行います︒
なお︑浄化槽の使用開始
時や廃止時︑使用者が変更
になった時などは︑八戸環
境管理事務所へ報告してく
ださい︒
▼連絡先
青森県浄化槽検査センター
☎０１７︲７２６︲９５００

人槽区分

補助金額

130㎡未満

５人槽

180,000円

130㎡以上

７人槽

220,000円

二世帯住宅等

10人槽

286,000円

問

役場町民課住民環境グループ☎20−7113

家屋︵建物︶等に関す
る届出・調査について

固定資産税の家屋︵建物︶
等に関しては︑次の該当物
件に対し届け出の必要があ
り︑調査を受けなければい
けません︒
▼増加 ○新築された建物
○増築された建物 ○改築
された建物
▼減少 ○取り壊しされた
建物 ○面積が減少された
建物

8

お知らせ

延べ面積

51

八戸環境管理事務所☎０１
７８︲ ︲１９００

町では、合併処理浄化槽を設置する方への補助制度
を実施しています。
▼合併処理浄化槽とは？
トイレから出るし尿だけでなく、台所・洗濯・お風
8
呂などの生活排水も合わせて処理できる浄化槽です。
15
し尿のみ処理する単独処理浄化槽と比べて汚れが少
なくなり、河川・湖沼などの水質浄化に役立ちます。
▼補助対象者
居住のために新たに合併処理浄化槽を設置する個人
の方が対象となります。賃貸住宅・店舗への設置は対
象となりません。また、町税等の滞納者も対象となり
ません。
▼申請に係る諸注意
申請は先着順で予算枠が終了次第、打ち切らせてい
ただきますので、ご了承ください。
浄化槽設置工事の前に申請手続きが必要ですので、
工事後の申請は補助金交付の対象にはなりません。今
年度中に設置をする方は、平成22年３月末日までに完
了してください。
▼補助金額

5

※その他︑医師が総合的に
判断し献血をご遠慮いただ
く場合があります︒
問役場福祉課健康福祉グル
ープ☎ ︲７１００

10

定額給付金の申請手続
きはお済みですか？

町では定額給付金の申請
の受付をしています︒申請
受付期間は︑平成 年 月
１日︵木︶までとなります︒
まだ申請していない方
は︑申請書に振込先金融機
関などを記入の上︑通帳の
コピーとともに同封の返信
用封筒で返送してくださる
か︑下記の受付場所に提出
してください︵通帳は受付
場所でコピーできます︶
︒
詳しくは申請書と一緒に
郵送してある留意事項など
をご覧ください︒ 月１日
を過ぎると︑受け取りを辞
退したものとみなされます
のでご注意ください︒
▼申請受付場所
役場総務課総務グループ
21

10

合併処理浄化槽設置事業費補助金
交付制度について
32

20

町では、田子町墓園墓地区画の永代使用者
を募集しております。
使用希望者は、現地図面を町民課にて受け
取り、必ず現地を確認のうえ使用申込をして
ください。

失等した際は︑１カ月以内
にと規定︶か︑登記されて
いない場合は役場に届ける
必要があります︒
問役場町民課税務グループ
☎ ︲７１１２
たばこの価格は全国一律
です︒たばこを購入する際
は︑田子町内で買いましょ
う︒
問役場町民課税務グループ
☎ ︲７１１２

たばこは田子町内で買
いましょう

農地の無断転用をなく
そう

役場町民課住民環境グループ☎20−7113
問

▼申込方法
◎提出書類 田子町墓園使用許可申請書、世
帯全員の住民票
◎提出場所 役場町民課住民環境グループ
※印鑑をご持参ください。
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▼使用申込できる方の範囲
・本町に本籍を有する方
・本町内に墓地を有する方
・本町に将来居住を希望する方
・本町に以前居住していた方

ものに転
用すると
計画的な
土地利用
が で き
ず︑ 周 辺
農業へ支
障を生じ
ることが
あるなど
周りの皆
さんの迷
惑になり
ます︒
このた
め︑ 農 地
の転用は
農地法で一定の規制が設け
られており︑一時的な場合
も含め︑農地以外に利用す
る場合には︑許可申請や届
出などの手続きが必要です︒
○農地転用とは︑農地を住
宅や倉庫などの建物の敷
地︑資材置場︑駐車場︑山
林︑道路などの農地以外の
用地に転換することをいい
ます︒
青空駐車場や農業用施設
を建てる場合も転用になり
ます︒
○無断で農地を転用した場

大字田子字小平次郎
大字田子字小平次郎
大字田子字小平次郎
大字田子字蒼前
売渡
大字田子字木和田
希望
大字田子字木和田
大字田子字野月
大字田子字野月
大字田子字野月

田
田
田
田
畑
畑
畑
畑
畑

1,486
1,480
725
3,556
5,043 価格応相談
4,605
311
428
429

貸付
大字田子字山ノ神
希望

畑

1,493

応相談

合や転用許可に係る事業計
画どおりに転用していない
場合︑県知事が工事の中止
や原状回復などの命令を行
う 場 合 が あ り ま す︒ ま た︑
懲役や罰金など罰則の適用
もあります︒
○農業者年金受給者の方
は︑経営移譲した農地が転
用されると︑農業者年金が
支給停止となる場合があり
ますので農業委員会へご相
談ください︒
○農地の贈与税の納税猶予
を受けている人は︑転用す

問

田子町農業委員会☎２０−７１２０

希望価格等

面積㎡

地目

20

農地転用には許可・届出が
必要です！
農地は農業生産の基盤で
あり︑食料の生産はもとよ
り景観・環境保全や防災な
ど︑重要な機能と役割も果
たしています︒しかし︑一
度農地以外のものにされる
と元に戻すことが難しく︑
許可なく勝手に農地以外の

▼永代使用料および管理手数料（共用部分）
永代使用料
管理手数料
Ｃ区画
204,000円
3,200円
Ｅ区画
301,000円
3,200円
※永代使用料は一括納付、管理手数料は年額
で年１回の請求となります。

町たばこ税とは︑たばこ
を買った際にかかる税金で
す︒
町たばこ税は︑たばこを
買った場所の所在する市町
村の収入となります︒
たばこ１箱あたり約 円
が市町村の収入となり︑町
民皆様の暮らしに役立って
おります︒

Ｃ区画
Ｅ区画

お知らせ

9

32区画
12区画
奥 行

間 口

所 在

区分

20

4.00㎡
5.90㎡
2.00×2.00
2.50×2.36

残区画
▼墓地区画概要
区 画
寸 法

面 積

毎年度︑固定資産税に該
当する土地や家屋等を所有
する方には︑その物件等の
明細書を送付しておりま
す︒現在所有している建物
が増減していないか︑変更
されていないかを必ずご確
認ください︒
※課税漏れがある場合は︑
過年度分︵過去３年分︶が
課税されます︒
なお︑家屋等に関する変
更︵リフォーム等︶がある
場合は︑ご自身で届け出の
必要性を判断せず︑速やか
に担当課までご確認・届け
出してください︒
※家屋の変更等は︑登記に
よる申請手続き︵建築・滅

田子町墓園永代使用者募集のお知らせ

農地の売買、貸借の希望が出されています。詳細につ
いてはお気軽にお問い合わせください。

農地情報

ると贈与税の納税猶予が取
り消しとなり︑利子税を含
めて贈与税を支払うことに
なります︒
○農地が農業振興地域整備
計画に係る農用地区域内で
あれば︑まず農用地区域内
からの除外の許可を受けた
あと農地法の許可を受け︑
転用することになります︒
許可手続きには一定の期
間を要しますので︑申請書
の提出・ご相談はお早めに
お願いします︒
問田子町農業委員会事務局
☎ ︲７１２０

コミュニティバスアン
ケート調査について

町では︑コミュニティバ
スの円滑な運行を図るた
め︑全世帯及びバス利用者
を対象にアンケート調査を
実施しています︒調査員が︑
各世帯を訪問︑また︑停留
所及びバスに乗車して聞き
取り調査をします︒

皆様のご協力をお願いい
たします︒
▼期間
平成 年 月末まで
問役場町民課住民環境グル
ープ☎ ︲７１１３
50

安全に検針するため︑メ
ーターの位置から離れた場
所に犬をつないでいただき
ますようお願いします︒
また︑鎖の長さや首輪の
ゆるみ等の確認もお願いい
たします︒
問東北電力㈱八戸営業所料
金課☎０１７８︲ ︲５６
２４

業︑弁護士業︑税理士業︑
コンサルタント業︑デザ
イン業︑理容業︑美容業
などの事業
︵課税所得×３％︶
あん摩・マッサージ︑指
圧・はり・きゅう・柔道
整復その他の医業に類す
る事業︑装蹄師業
◇課税所得＝前年の収入金
額ー必要経費ー事業専従者
控除ー各種控除ー事業主控
除年額２９０万円 ︵※１︶
※１ 事業期間が１年にも
満たない場合︑月割りによ
り計算します︒
なお︑地域県民局から送
付される納税通知書によ
り︑原則として８月と 月
の二期に分けて納めていた
だきます︒
また︑県では︑便利で安
全・確実な口座振替の申込
みを受け付けています︒お
早めにお近くの取扱金融機
関や地域県民局県税部まで
お申し込みください︒
問三八地域県民局県税部課
税第一課個人事業税担当
☎０１７８︲ ︲５１１１
内線２１０

10

お知らせ

11

青森・岩手県境不法投
棄現場県民見学会の参
加者募集

個人事業税
▼解散場所・時間
個人事業税は︑一定の事
①上郷公民館前解散
︵午後３時 分︶ 業を行う個人に対し︑原則
として前年の所得をもとに
②田子町役場前解散
︵午後４時５分︶ 課税される県の税金です︒
個人事業税が課税される主
▼交通手段
な事業の種類及び納める額
専用バスで移動します
は次のとおりです︒
名︵応募者
▼募集人員
次の事業を行っている個
多数の場合は抽選予定︶
人で︑
※参加費は無料ですが︑事
○県内に事務所・事業所が
前の申し込みが必要です︒
ある方
▼募集締切 ８月 日︵木︶
○事務所・事業所を設けて
▼申込み・問い合わせ
いない方で住所地が県内
田子町現地事務所
にある方
☎ ︲７０４４
に対して課されます︒
▼事業の種類︵納める額︶
愛犬家のみなさまへ
◎第１種事業︵課税所得×
検針業務にご協力を
５％︶
物品販売業︑不動産貸付
業︑ 駐 車 場 業︑ 運 送 業︑
製造業︑請負業︑旅館業︑
飲食店業︑代理業などの
事業
◎第２種事業︵課税所得×
４％︶
畜産業︑水産業︑薪炭製
造業︵主として自家労力
を用いて行うものを除く︶
◎第３種事業
︵課税所得×５％︶
医業︑歯科医業︑薬剤師
20

43

40

20

21

20

▼見学会の趣旨
県では︑青森・岩手県境
不法投棄現場の原状回復対
策事業を進めており︑県内
各地の処理施設で廃棄物の
処理を行っております︒
見学会では︑撤去作業の
進捗状況や浸出水処理施設
など現場の汚染拡散防止対
策等を公開し︑県民の皆様
のご理解とご協力をお願い
するものです︒
▼開催日 ９月６日︵日︶
▼見学場所
青森県・岩手県境不法投
棄現場︵青森県側︶及び浸
出水処理施設
▼集合場所・時間
①田子町役場前集合
︵午後１時 分︶
②上郷公民館前集合
︵午後１時 分︶
35

55

20

27

11

●夏の水死事故をなくそう

原子力発電施設等安全
対策等研修のお知らせ

10

■警察署 コーナー

夏は海や川での水難事故
が多発する時期です︒子ど
もの水遊び︑魚釣りには一
声︑保護者は子どもから目
を離さない︑など十分に注
意し︑楽しい夏にしましょ
う︒

10

青森県では︑原子力施設
のメンテナンス業務に必要
な知識や技術のための研修
を実施しています︒
入門編から実技研修まで
をカバーする充実した内容
ですので︑原子力分野に全
く経験のない企業の方も歓
迎です︒お気軽にお問い合
せください︒
▼主な研修予定
①酸素欠乏・硫化水素危険
作業主任者講習︵ 月１
日︵木︶〜３日︵土︶東
北町青森原燃テクノロジ
ーセンター︶
②横型ポンプ点検研修︵第
１回
月１日︵木︶〜
２日︵ 金 ︶
︑ 第 ２回
月８日︵木︶〜９日︵金︶

六ヶ所村日本原燃施設内︶
▼受講料 無料
問青森原燃テクノロジーセ
ンター☎０１７８︲０１７
５︲ ︲４６７１ ０１７
５︲ ︲４６８１
ホームページ

http://www.agtcnicco.jp
短歌

さだめ

▼担当 青森県エネルギー
総合対策局原子力立地対策
課

※ 今 月 号 の﹁ 田 子 町 誌 ア ラ
カ ル ト ﹂ は︑ 紙 面 の 都 合 に
より休載いたします︒

この川を居場所と決めし流木はながれに逆らい石に
しがみつく
柳田麗子

新井田衣

運命とて時の流れに背をおされながせる涙も生きる
あかし

証か

花束をかかえて来たる女の子一本あげると我に差し
出す
山本静枝

平凡に時の流れに逆らわず旅のさなかの進む道一つ
貝守多恵

新井田衣

二つ葉の幼葉ながらほんわりとすでに牛蒡の香りを
もてり
柳田麗子

おさなば

裏山に山鳩の鳴き春を知る久しく外に洗い物干す

タプコプ短歌会（代表

●夏休み中の非行防止
これから夏休みを迎えま
すが︑開放感や生活リズム
の変化から夜遊び︑飲酒喫
煙︑家出︑万引きなどの非
行に走ったり︑思いがけな
い事故や犯罪に巻き込まれ
る危険性が高くなります︒
安全で楽しく有意義な夏休
み を 過 ご せ る よ う︑ 家 族︑
地域住民一体となって見守
ってあげましょう︒
︻お盆の迎え火・送り火︼
・水バケツを準備する
・風の強い日は燃やさない
・火が完全に消えるまでそ
の場を離れない
︻水遊び︼
・子どもだけで海や川など
に行かせない
・泳ぐ前に健康状態の確認
をする
・準備運動を必ず行う
・子どもから目を離さない
・飲酒後は絶
対に泳がない
・遊泳禁止の
場所には近づ
かない
▼三戸消防署 田子分署

情報スクランブル

11

63 63

柳田麗子）

タプコピアン文芸

■消防署 コーナー

●楽しい夏休みを過ごすた
めに
楽しい夏休みがやってき
ました︒この時季は︑花火
やお盆の迎え火・送り火に
よる火災︑海や川などでの
事故が発生しやすいので︑
次の事に注意しましょう︒
︻花火遊び︼
・大人と一緒に遊ぶ
・水バケツを準備する
・広い場所で遊ぶ
・人や建物に絶対向けない
・不発の花火を燃やさない
・花火は一本ずつ遊ぶ
・遊び方をよく読む

10

り進めていきました︒およ
そ１時間でブナの下草は刈
り終え︑栗園に取りかかり
ま し た︒ こ の こ ろ
になると子どもた
ちにも疲れが見え
始 め︑ 作 業 が な か
なか進まなくなり
ま し た︒ そ れ で も
休憩のジュースを
飲 み 干 す と︑ ま た
元気に刈り払いを
進 め て い き︑ 午 前
中で作業を終える
ことができまし
た︒
１・２ 年 生 は 学
校に残り校舎周辺
の花壇の草取り等
の環境整備に取り
組 み ま し た︒ 少 な
い人数ですが一生
懸 命 頑 張 り︑ す っ
かりきれいにして
くれました︒
全部の作業が終
わってから︑体育館で手伝
ってくれたお父さんと一緒
に昼食を食べて子どもたち
は満足そうでした︒
年
月

６

日現在

30

町の人口

平成
21

人口／6831（−23）
男／3311（−９）
女／3520（−14）
（

）内は前月比です

ここね

●久保心寧（伊佐武・美紀）／関上
）
内はご両親、 ／

のあとは行政区です

●8月3日（月）
生きがい倶楽部
●8月5日（水）
乳児健診
（せせらぎの郷）午前9:30〜11:30

●8月7日（金）
認知症予防教室
（せせらぎの郷）午後1:30〜3:30

●市村ミキ（91歳）茂市
●長畝弘枝（42歳）七日市
●岩間フズヱ（97歳）関下
●山沢宮子（46歳）西舘野
●佐藤りよ（77歳）飯豊
●中村武雄（78歳）飯豊
● 田一男（66歳）石亀
●冷淸水すゑ（84歳）新田
●川下勇吉（64歳）川代
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
）内は享年、
（

（上郷公民館）午前10:00〜午後2:00

●8月10日（月）
生きがい倶楽部

お悔やみ

※（

健康・介護に関する
ご相談はせせらぎの郷へ
☎20-7100

生きがい倶楽部

誕生
※
（

8月の主な保健・介護予防事業予定表

（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00

世帯数／2295（−５）

）のあとは行政区です

清水頭小学校

27

学校の話題

●山づくり︑環境整備
創遊村の入り口付近に
﹁未来の森﹂と名付けられ
た一画がありま
す︒設置されてあ
る看板の文章の中
には﹃この緑豊か
な自然を次の世代
に残すため﹁未来
の森﹂と定めま
す﹄という一文が
あります︒
本校では一昨年
から学校林刈り払
いに代えて３年生
以上で﹁山づくり﹂
をしています︒こ
れは︑子どもたち
が平成 年︑創遊
村入口付近に植樹
したブナの木を保
育していくために
下 刈 り を し た り︑
その上方にある栗
園の整備をしたり
していくというも
のです︒今年度は６月 日
に実施しました︒子どもた
ちは草刈り鎌で︑お父さん
方は刈り払い機で下草を刈
15

（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00

●8月19日（水）
個別接種
（せせらぎの郷）午前9:30〜10:00

献血（せせらぎの郷）
午前9:30〜午後0:30、午後1:30〜4:00

●8月21日（金）

●8月26日（水）
こども健診
（せせらぎの郷）午前9:30〜11:30

●8月27日（木）
デイケア
（せせらぎの郷）午前9:30〜午後1:00

元気たべもの教室
（上郷保育園）午後3:00〜3:30

●8月28日（金）
認知症予防教室
（せせらぎの郷）午後1:30〜3:30

生きがい倶楽部
（上郷公民館）午前10:00〜午後2:00

糖尿病予防教室
（せせらぎの郷）午前11:00〜午後1:00

元気たべもの教室
（上郷保育園）午前9:30〜11:00

●8月31日（月）
元気たべもの教室
（田子保育園）午後3:00〜3:30

生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00

認知症予防教室
（せせらぎの郷）午後1:30〜3:30

生きがい倶楽部
（上郷公民館）午前10:00〜午後2:00

●8月24日（月）
生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00
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