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広報

祝！ 町制施行90周年
田子町は１９２８年（昭和３年）に町制を施行し今年で９０周年を迎えました。これを記念し、１１月
１７日、タプコピアンプラザで記念式典が開催されました。詳しくは２ページをご覧ください。
（写真：町制施行９０周年記念・特別表彰を受賞された方々）

[CONTENTS]

●今月の話題･･････････････････ 2
田子町町制施行90周年記念式典
田子町職員の給与・定員管理等について
●トピックス･･････････････････ 5
田子高校創立65周年・独立40周年記念式典
●お知らせ････････････････････ 8

ほか

●公民館情報･････････････････ 10
田子町文化賞・スポーツ賞推薦願書受付中 ほか
●図書館情報･････････････････ 11
本を読んでみませんか？～心ゆたかに生涯読書～
●情報スクランブル･･･････････ 12
学校の話題 田子保育園 ほか

●今月の話題

17

90

▽宮村美博（矢田郎）
町議会議員 年、文教常
任委員会委員長など
◎教育の振興発展に寄与
▽秋元正孝（風張）
教育長５年、教育委員
年
◎農業の振興発展に寄与
▽寳田實 （茂市）
農業委員 年
◎産業経済の発展に寄与
▽山本一雄（根渡）
林業に精励、黄綬褒章
（平成 年）
▽釜渕一知（七日市）
造園業に精励、県褒賞
（平成 年）
▽中畑文利（北側）
漆掻き用具職人として業
務に精励、旭日双光章（平
成 年）
◎町民生活の安全確保及び
消防団の発展に寄与
▽石井富幸（原）
消防団在籍 年、消防団
長５年、副団長など、瑞宝
双光章（平成 年）
▽内宮一雄（上相米）
消防団在籍 年、消防団
副団長４年など、瑞宝単光
章（平成 年）
田子高校郷土芸能部による迫力ある舞

▽髙舘岩夫（茂市）
消防団在籍 年、消防団
副団長６年など、瑞宝単光
章（平成 年）
▽岩間友安（関下）
消防団在籍 年、消防団
団付分団長５年、瑞宝単光
章（平成 年）
▽芦村芳美（向山）
消防団在籍 年、消防団
団付分団長３年、瑞宝単光
章（平成 年）
▽沢口富雄（川向）
消防団在籍 年、消防団
第２分団長１年、瑞宝単光
章（平成 年）
◎保健衛生の振興発展に寄与
▽和田憲志（野々上）
学校歯科医 年
◎社会福祉の向上に寄与
▽堀勝子（南風張）
民生委員・児童委員 年
▽宇藤安貴子（宮野）
民生委員・児童委員 年
▽欠端すゑ（川代）
民生委員・児童委員 年
▽原菊次郎（石亀）
民生委員・児童委員 年
◎浄財寄附
▽株式会社阿部繁孝商店
町財政へ５００万円寄附
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でいく所存です」と述べま 木久仁子さんを講師として
「明日は明日の
した。町制施行 周年記念 お招きし、
特別表彰では、地方自治や 風が吹く～人生をより楽し
教育、社会福祉向上などに く楽に送るための食～」を
貢献した 人１団体が表彰 テーマに記念講演をしてい
されました。受賞者代表あ ただきました。
周年記念特別表彰の受
いさつでは、秋元正孝元教
育長が自身で作られた川柳 賞者は次のとおりです。
（敬称略）
を披露し謝辞を述べました。
第２部ではアトラクショ 【記念特別表彰】
ンとして、田子高校郷土芸 ◎地方自治の振興発展に寄与
能部による「田子の杜の芸 ▽澤口勝（遠瀬）
能」が披露されました。迫
町議会議員 年、議長、
力ある演技に、会場からは 副議長など
たくさんの拍手が送られま ▽砂子田康雄（山口）
した。
町議会議員 年、副議長
第３部ではタレントの麻 など
90

90

19

田子町町制施行 周年記念式典
月 日、タプコピアン
プラザで「田子町町制施行
周年記念式典」が開催さ
れました。田子町は１９２
８年（昭和３年）に町制を
施行、１９５５年（昭和
年）に上郷村と合併し、今
年で記念すべき 周年とい
う年を迎えました。
第１部では記念式典が行
われ、田子町自治会連合会
・川村武司会長の発声で町
民憲章を唱和した後、式辞
で山本晴美町長は「豊かな
自然・美しい景色、諸先輩
方から受け継いだ文化を１
００周年に向けて取り組ん
講演を行う麻木さん

30
式辞を述べる山本町長
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●今月の話題

田子町職員の給与・
定員管理等について

１．総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）
区分

住民基本
台帳人口
(30.4.1)

歳出額
Ａ

人
千円
5,617 4,611,338

29年度

人件費 人件費率 （参考）
28年度の
Ｂ
（Ｂ／Ａ） 人件費率

実質収支

千円
千円
82,538 717,545

％

％

15.6

15.5

町職員の給与・定員管理について
は、地方公務員法などの規定に基づ
き条例等で定められています。
その状況について、町民の皆様へ
お知らせします。

※人件費には、町長・教育長・議員・各種委員に支給される給料・報酬・共
済費等を含みます。

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）
給与費
区分

職員数
Ａ

給料

人

29年度

84

千円
271,137

職員手当

期末・
勤勉手当

千円
48,126

１人当た
り給与費
（Ｂ／Ａ）

計Ｂ

千円
千円
91,958 411,221

千円
4,895

※職員手当には退職手当を含みません。

２．職員の給与等の状況
(1) 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成30年４月１日現在）
一般行政職

区分

技能労務職

平均給料月額

平均年齢

平均給料月額

平均年齢

田子町

279,000円

40.4歳

254,200円

44.7歳

国

329,845円

43.5歳

286,817円

50.7歳

(2) 職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）
田 子 町
採用２年経過日
決定初任給
給料月額

区 分

一般行政職

大学卒

179,200円

192,700円

高校卒

147,100円

156,800円

(4) 職員の手当の状況（平成30年４月１日現在）
区分
期末手当・
勤勉手当

勤勉手当
0.85月分
0.85月分
1.7月分

（支給率）
勤続20年

定年
自己都合
20.445月分 25.55625月分

勤続25年

29.145月分 34.5825月分

勤続35年

41.325月分

49.59月分

最高限度額

49.59月分

49.59月分

配偶者
6,500円
配偶者以外
・子
10,000円
・父母等
6,500円
・満16歳の年度始めから満22歳の年度末ま
での子１人につき 5,000円加算

住居手当

借家（借間）限度額

27,000円

通勤手当

交通機関等利用者限度額
交通用具使用者限度額

55,000円
31,600円

技能労務職

経験年数
15〜19年

経験年数
20〜24年

大学卒

241,800円

307,400円

340,200円

高校卒

224,100円

該当なし

310,000円

高校卒

該当なし

231,500円

該当なし

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合
は、採用後の年数をいうものです。

３．特別職の報酬等の状況
（平成30年４月１日現在）

期末手当

3

期末手当
1.175月分
1.325月分
2.5月分

一般行政職

報 酬

扶養手当

６月期
12月期
計

経験年数
10〜14年

区分

給 料

退職手当

内容

(3) 職員の経験年数別・
学歴別平均給料月額の状況（平成30年４月１日現在）

区 分

給料月額等

町 長
副町長
教育長

７６３，０００円
６０４，０００円
５５６，０００円

議 長
副議長
議 員

２８３，０００円
２４０，０００円
２２５，０００円

町 長
副町長
教育長

６月期 １．５０月分
12月期 １．６５月分
計
３．１５月分

議 長
副議長
議 員

６月期 １．５０月分
12月期 １．６５月分
計
３．１５月分
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■ 田子町定住移住促進通勤支援事業

(1) 一般行政職の級別職員数（平成30年４月１日現在）
区分

１級 ２級 ３級

人
25

人
20

％
％
％
33.8 9.5 16.2

％
27.0

％ ％ ％
10.8 2.7 100

％
％
１年前の
％
構成比 27.5 8.7 17.4

％
30.4

％ ％ ％
13.0 3.0 100

５年前の
％
％
％
構成比 14.3 9.1 44.1

％
11.7

％ ％ ％
11.7 9.1 100

構成比

⑴年額３０，
０００円
⑵町内に在住する１８歳までの子ども（就労
をしていない高校生までの子または養護施
設等に入所の子）を扶養する方は、年額４
万円とします。
■申請の手続き・申請期間

問

役場住民課子育て定住移住支援室（梅内）
☎２３－０６７８

人 人
2 74

(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由（平成30年４月１日現在）
職員数
対前年
平成29年 平成30年 増減数

主な増減理由

議
会
総務企画
税
務
民
生
衛
生
農林水産
商
工
土
木

3
22
6
6
6
13
3
6

3
22
7
6
7
13
3
6

0
0
事務の見直しによる職
1
員異動
0
1 業務強化のための職員増
0
0
0

小

計

65

67

2

教

育

18

17

△1

小

計

18

17

△1

院
公営 病
道
企業等 水
その他
会計
部門 小
計

11
3
25

11
3
25

0
0
0

39

39

0

122

123

1

特別
行政
部門

合 計

事務の見直しによる職
員減

※職員数は一般職に属する職員数です。

５．職員の福祉制度の状況
項 目

概 要

共済制度

青森県市町村職員共済組合の制度による
定期健康診断（35歳を除く40歳未満）
〃
（35歳及び40歳以上）

健康診断

人間ドック
〃
がん検診
〃

（平成29年度）

互助会組織

問

⑴申請の手続き等詳しいことは、平成３１年
１月に全戸配布のチラシをご覧ください。
⑵平成３１年１月７日（月）〜２月１５日（金）

人
8

※１．田子町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代業的な職
務です。

一般行政部門

■助成の額

５級 ６級 計

人
人
7
12

職員数

■今年度の支援事業の対象となる人
⑴申請する方が平成３０年４月１日及び平成
３１年１月１日現在、田子町に住民登録を
行い居住の実態があること。
⑵申請する方が平成３０年１月から１２月ま
で継続して就労していること。
⑶勤務先から給与所得の源泉徴収票の交付を
受けていること、または、申請する方が所
得税の確定申告を行っていること。
⑷申請する方及びその世帯に属する全世帯員
が田子町の全ての公租公課を助成の申請日
において滞納していないこと（申請時に確
認します）
。
※自営業の事業主であって、町外に事業所が
あり通勤している場合は対象とします。
※在宅勤務者は対象としません。
※申請する方及び同居する世帯員の町税など
の納付情報を調査すること及び勤務地の把
握のために必要な就業先から勤務地の証明
書を提出することに同意することが条件で
す。
※年齢の基準日は、平成３１年１月１日です。

４級

総括主幹、
副参事
参事
主事 主査 主幹 グループリーダー、
課長等
室長等

標準的な
職務内容

参 考

定住、移住促進のために
は、町内で働く場の創設も
必要ですが、雇用の機会を
早急に作ることはなかなか
難しいものがあります。こ
のため、当面の支援措置として、町内に住み
（定住）
、町外で働いてがんばっている方々へ
の応援として、町内に居住する５０歳未満の
人が、通勤して町外の就労場所に継続的に就
労し、１年を経過したとき、その通勤に要す
る費用の一部を助成します。
ただし、田子町内在住の１８歳までの子ど
もを扶養する方にあっては、年齢を問わずそ
の対象とします。なお、勤務業種、就業先か
ら通勤手当を支給されているか否かは問いま
せん。

４．職員数の状況

日帰り（35歳以上）
脳検診（45歳以上）
胃がん
大腸がん

30名
20名
（※特定検診）
71名
24名
     6名
   13名

名 称

田子町職員互助会

きさらぎ会

加入者

常勤の職員
（診療所等除く）

常勤の職員
（診療所・老健
・訪問看護）

主たる事業

冠婚葬祭時の給付
地産地消事業等

冠婚葬祭時の給付
環境整備事業等

主たる財源

会員会費

会員会費

田子町役場総務課 ☎２０−７１１１
●詳しくは町のホームページをご覧ください。
http://www.town.takko.lg.jp
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●トピックス

ナイターバレーリーグ が役場を訪れ、図書贈呈式 典には生徒・教職員や来賓
開幕 （※写真１）
が行われました。青森銀行 な ど が 出 席 し、 創 立 周
従業員組合は、地域貢献事 年・独立 周年の節目を祝
月１日、田子中学校体 業の一環として図書の贈呈 いました。
育館で第 回ナイターバレ を行うことで教育図書の拡
式典では、同校の教育の
ーボールリーグ開会式が行 充を目指しており、沼山執 充実・発展に寄与したとし
われました。田子町バレー 行委員長は「活字を読むこ て、歴代校長、歴代ＰＴＡ
ボール協会の佐藤剛大会長 とによって知識を身につけ 会長、学校医、永年勤続教
は、
「けがなくシーズンを ていただきたい」と目録を 職員に感謝状が授与されま
終えられるように頑張って 贈呈しました。山本晴美町 し た。 中 村 ま り 子 校 長 は
ください」と選手を激励し 長は「読んでイメージを膨 「これまで田子高校の魅力
ました。今回からは小学生 らませるのは大事なことだ 発信に力を入れてきました。
も参加しており、チーム「バ と思います。大切に使わせ 更なる未来につなぎ、今ま
リボンズ」の本木大智さん、 ていただきます」とお礼の で卒業した２８８０名の築
遠澤龍寛さん、川端叶夢さ 言葉を述べました。図書は き上げてきた母校を守るた
ん、松橋未来さんが元気に 町内各小学校に贈呈されま め、これからも精進してま
選手宣誓を行いました。
す。
いります」と述べました。
今年度は全 チームが
生徒代表よろこびのことば
月下旬まで熱戦を繰り広 田子高校創立 周年・ では、生徒会長の上村哲太
げ、リーグ戦終了後には、 独立 周年記念式典
さんが「今後さらに田子高
上位８チームによるクライ （※写真３）
校生としての自覚を持ち、
マックストーナメントも開
地域のために努力していき
催されました。
月 日、 田 子 高 校 で たいです」と決意を新たに
閉会式と結果については 「田子高校創立 周年・独 しました。
次号でお知らせします。
立 周年記念式典」が開催
されました。田子高校は、 元気いっぱい生活発表
子どもたちのために
昭和 年４月に青森県立三 会 （※写真４）
図書贈呈 （※写真２）
戸高校田子分校（夜間定時
月 日、田子幼稚園で
制）として認可され、昭和
年４月に青森県立田子高 平成 年度生活発表会が行
校として独立しました。式 われ、園児たちは練習した
42

13

11

月５日、青森銀行従業
員組合の沼山堅執行委員長

10

27

65

65

40

11

40

53

（写真

）
選手宣誓の様子
１

）
目録を手渡す沼山執行委
員長（左）
（写真

２

（写真

）
出席者で校歌斉唱

３

）
年長宇宙組による「千年
の舞」

（写真

5

11

40

17

30

11

11

65

４

●トピックス

成果を元気いっぱいに披露 いしそうに食べていまし 条例表彰式が行われ、地方
しました。宇宙組の皆さん た。
自治の発展や消防に貢献し
は扇を使っての日本舞踊を
同月 日には原みねさん た５名が表彰されました。
凜々しく踊っていました。 （杉本）の満１０４歳敬老祝
表彰式の中で山本町長
園児全員で行ったリズムダ い金贈呈式が老健たっこで は、
「今後も町政各分野に
ンスでは、なわとびとフラ 行われました。原さんは大 関わり、継承と人材育成を
フープ、ダンスを披露しま 正３年 月２日生まれ。贈 切にお願いいたします」と
した。会場からは曲のリズ 呈式を前日から楽しみにし 述べました。
ムに合わせて手拍子が鳴り ていたそうで、山本町長か
被表彰者を代表し、田子
響いていました。ガチャガ ら祝い金と花束を受け取る 町消防団第５分団の岡田親
チャバンドではそれぞれ鍵 と涙ぐんでいました。
和団長は「本日の受賞の感
盤ハーモニカや太鼓、タン
また、同月 日には佐野 激と喜びを忘れることなく、
バリンなどの楽器を担当 ミワさん（舞手）の満１０ 町発展と住民福祉の向上の
し、
「おうま」
「さんぽ」の １歳敬老祝い金贈呈式が佐 ため、今後も各々の立場で
２曲の演奏に挑戦しまし 野さんのご自宅で行われま より一層精励する所存であ
た。各教室では園児たちが した。佐野さんは大正６年 ります」と謝辞を述べまし
描いた絵や作品が展示さ
月 日生まれ。杖をつき た。
れ、保護者らは目を細めて ながら歩くことができ、
被表彰者の功績は次のと
眺めていました。
（敬称略）
月には自宅近所で栗拾いを おりです。
◎地方自治の振興発展に貢
したそうです。
敬老祝い金贈呈式
現在田子町では原みねさ 献
（※写真５・６・７）
んが最高齢者で、１００歳 ○第２条第１項第５号該当
以上の方は５名となりまし （議会議員 年以上）
▽蹴揚清人 田子町議会議
た。
員 年
優れた業績を讃えて
▽千葉健一郎 田子町議会
表彰 （※写真８）
議員 年
◎消防に貢献
月 日、役場第一会議 ○第２条第１項第 号該当
室で平成 年度田子町表彰 （消防団団員 年以上）
月 日、月舘ハチエさ
ん（遠瀬）の満１０１歳敬
老祝い金贈呈式がみろく苑
で行われました。月舘さん
は大正６年 月 日生ま
れ。みろく苑の職員から手
作りのケーキが贈られ、お
11

20

11

18

15

12

10

30

（写真

（写真

）
月舘ハチエさんとご家族

）
原みねさんとご家族

５

６

さん

（写真

（写真

）
花束を受け取る佐野ミワ

）
受賞された方々（前列）

７

８

21

11

15

22

30

11

11

29

10

11

6

●トピックス
９

10

）最後に集合写真

7

90

（写真

きのこも入れる
（作り方）
と栄養価が高ま
①白菜を一口大に切る。
ります。
② A を煮立ててスープを作り、スプーンです
くった豆腐・白菜・ツナ缶も加えて煮る。
③白菜がしんなりしたら水溶き片栗粉を入れる。
とろみがついたらできあがり。
☆とろみを強めにつけて具と絡めることで、
白菜のビタミン C やカリウムも逃さず摂取
できます。
☆ツナ缶も入れることでスープに旨みが溶け
出し、おいしさが増します。
（地域包括支援課栄養士 岡﨑）

60

）
懐かしの友人に再会

白菜 1枚（100g）
、絹豆腐 100g、ツナ缶 大さじ1
A（水 1カップ、鶏ガラ 白菜は冬の食卓に欠かせな
スープの素 小さじ1/2、 いおなじみの冬野菜です。
真冬の寒さに当てると
醤油 小さじ1/3、塩 少々、 甘味と旨味が増します。
ごま油 小さじ1/2、お
豆腐が入ってい
るので良質たん
ろし生姜 小さじ1）
ぱく質も一緒に
片栗粉小さじ1
摂取できます。

▽平山富男 田子町消防団
副団長
▽西村千春 田子町消防団
団付分団長
▽岡田親和 田子町消防団
第５分団団長

（材料）

10

（写真

白菜と豆腐の中華煮

23

いました。
その後の交流会では「煮
しめ」
「赤飯」
「なべこ団子」
などが振る舞われ、参加者
は田子の味を堪能しました。
田子の特産品が当たる抽選
会も行われ、当たった参加
者は近況報告や田子町での
思い出、田子との縁などを
スピーチしていました。
参加者らは、最後に集合
写真を撮り、来年の再会を
約束しました。

みんなで食べよう！
超かんたん、野菜料理

11

からは、町長や教育長、町
議会議員のほか関係職員が、
関東近郊からは約 名の田
子町出身者が参加し、久し
ぶりに再会する友人との会
話に花を咲かせました。
今年田子町が町制施行
周年を迎え、これを記念し
て製作された「ふるさとた
っこ水彩画集」が紹介され
ると、新田の水車やみろく
の滝など昔から変わらない
風景や旧小学校を見て、故
郷を懐かしむ声が聞こえて

すくすく館
今回は、すくすく館での
みんなの活動の様子を紹介
します。
すくすく館では今の時期、
病気に負けないよう体力づ
くりをかねて、どんどん外
で遊ぶようにしています。
最近はサッカーやフリスビ
ーがブームで、子どもたち
の元気な声がグラウンドに
響き渡っています！
日が暮れるのも早くなり、
屋内で過ごす時間も増えて
きました。学習の時間内で
宿題を終わらせようと頑張
ったり、子どもたち同士で
話し合い自分たちのスペー
スを決めて遊ぶなど、子ど
もたちは室内でもいろんな
関わりを持ち、時間を過ご
しています。勉強や制作、
お手伝いなど、自分たちから進んで取り組む姿
勢が見られ、心身ともに成長を感じる今日この
頃です。
（原稿：福田）

33

ふるさとを懐かしむ～
東京田子会～ （※写真９・ ）

田子町社会福祉協議会
☎32-4045

月 日、東京都内で第
回東京田子会総会及び交
流会が開催されました。町

☆学童だより

●お知らせ

■ 平成31年度田子町臨時職員の募集
町では平成３１年度臨時職員を次のとおり募集しま
す。希望される方は必要書類を添えて期日までにお申
し込みください。
なお、お申し込みいただいた方は、平成３１年度田
子町臨時職員登録簿に登載され、任用が決定し次第、
その都度ご連絡いたします。

問

▼募集期間（平成31年４月採用者）
平成３１年１月２１日（月）～２月２０日（水）
▼登録に必要な書類
①平成３１年度田子町臨時職員登録申請書
※申請書は役場総務課にあります。
②履歴書
③健康診断書
※栄養士、介護員、看護師等、診療所または老健た
っこ及びせせらぎの郷の勤務をご希望の方は、公
立医療機関発行の健康診断書が必要となります。
④各種免許証の写し ※資格が必要な職種のみ
▼登録有効期間
平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日
▼勤務条件等
◎勤務時間 平日午前８時15分から午後５時まで
※勤務の特殊性により、別に定める場合があります
◎休暇 年次有給休暇及び特別休暇
◎交通費 支給あり ※一定の条件を満たす場合
◎社会保険 社会保険及び雇用保険に加入
※一定の条件を満たす場合
▼その他
①田子町臨時職員登録簿は、田子町役場・田子町教育
委員会・町立田子診療所・老健たっこ・田子町水道
企業等に有効です。
②上記の募集期間以外でも登録は随時受け付けており
ます。
③詳細は下記までお問い合わせください。
役場総務課総務グループ（日野沢）☎３２－３１１１
〒039-0292 三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

▼募集人員及び職種
職種
事務補助員

任用期間：６カ月以下

勤務先等 募集人員

資格等

賃金

高校卒業程度

役場庁舎
等

日額
業見込み含む） 6,350円

若干名 （平成30年度卒
１名

医療事務
従事経験者

日額
6,900円

福祉バス

１名

第１種
大型免許

日額
7,200円〜

大型運転手 研修バス

１名

第１種
大型免許

日額
7,200円〜

建設課
重機

１名

大型特殊自動
車運転免許※注

日額
7,200円〜

老健
たっこ

１名

栄養士免許

日額
8,200円〜

レセプト
点検員

栄養士

放射線技師 診療所

放射線技師

日額
10,800円

臨床検査
技師免許

日額
10,300円

若干名 免許

臨床検査
技師

診療所

看護師

診療所

若干名 看護師免許

日額
8,800円〜

保健師

せせらぎ
の郷

若干名 保健師免許

日額
9,000円〜

介護員

用務員

老健
たっこ

町内
小・中学校

１名

10名
程度

１名

資格のない方

日額
6,600円〜

介護職員初任
者研修終了者

日額
7,200円〜

介護福祉士

日額
7,600円〜

高校卒業程度

日額
6,350円

小・中学校
教員免許有り

時給
2,000円

特殊支援 町内
教育支援員 小・中学校

８名

清掃員

公民館他

４名

勤務時間 １週
時給794円
29〜38時間

清掃員

診療所

４名

勤務時間 １日
時給794円
４時間程度

高校卒業程度 時給
（同上免許なし） 1,200円

※注 車両系建設機械運転技能講習及び建設機械講習を受講した方

※その他、時間外・夜間勤務等に対する加算があります。

■「くらし」と「しごと」田子町無料相談会

飲酒の機会も多い時期ですが、飲酒運転は重大な犯
罪です。運転者だけでなく、
「運転する人にお酒を飲ま
せたり」
、
「車を貸したり」
、
「同乗すること」も同じく
重大な犯罪です。
職場や家庭でも飲酒運転を絶対に許さな
い環境づくりを心がけましょう。
皆さんはタクシー代をケチって大きな代
償を払いますか？

一人で悩まず、相談してみませんか？事前にご予約
いただければ、待たずに確実にご相談可能です。
▼内容 失業・介護・病気・ひきこもり・借金等の相談
▼日時 １月１７日（木）午後１時～４時
▼場所 せせらぎの郷１F（診察室または会議室）
▼相談対応者・問い合わせ先
NPO 法人ワーカーズコープ三戸地域自立相談窓口
八戸市一番町一丁目２-２８ 黒沢ビル２階
☎０１７８－５１－８７５５

問

■ 飲酒運転は重大な犯罪です

三戸警察署田子警察官駐在所 ☎３２−３１０９

8

●お知らせ

■ 役場等年末年始休業のお知らせ

■ 田子町あんしんカード事業のお知らせ

▼１２月２９日（土）～１月３日（木）
八戸圏域連携中枢都市圏（八戸市ほか７町村）では、
田子町役場、せせらぎの郷、中央公民館、上郷公民 「あんしんカード」事業に取り組んでおります。
館、農業者トレーニングセンター、町立田
あんしんカード事業とは、認知症などにより徘徊し
子診療所、タプコピアンプラザ
て自宅に戻れなくなる心配のある方の情
▼１２月２７日（木）～１月４日（金）
報を町と警察署に登録して、もし登録者
町立図書館
が道に迷って保護されたときに、登録情
報から個人を特定し、速やかに家族等に
◎社会福祉協議会は事業によって休業日が異なります。
連絡する仕組みの事業です。
12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
▼対象となる方
（土） （日） （月） （火） （水） （木）
町内に住所を有し、おおむね６５歳以上で、認知症
事務局
休
休
等により徘徊して自宅へ戻れなくなる可能性のある方
老人センター 休
休
休
休
休
休
▼登録費用 無料（ただし、事前の登録が必要）
学童保育
休
休
休
休
休
休
▼申込み・問い合わせ先
デイサービス
休
休
役場地域包括支援課包括ケアグループ
（せせらぎの郷）
配食サービス
休
休
休
休
（横田）☎２０－７１００

■ 平成31年度学童保育申込受付始まります

毎年、雪のシーズンになると除雪機の事
故が多発しています。除雪機を使う際には、
次の点に注意して操作しましょう！
⑴作業を行う前に、必ず取扱説明書をよく読んで、正
しい使い方を理解しましょう。
⑵雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを停止し、
回転部（オーガ、ブロワ）が完全に停止してから雪
かき棒を使って行いましょう。
⑶回転部に近づくときは、必ずエンジンを停止し、回
転部が完全に停止してから作業を行いましょう。
⑷後進時は、転倒したり、挟まれたりしないよう、足
もとや後方の障害物に十分注意しましょう。
⑸除雪作業中は雪を飛ばす方向に、人や車・建物がな
いことを確認しましょう。また、除雪機の回りには
絶対に人を近づけないようにしましょう。
⑥安全装置が正しく作動しない状態では使用しないよう
にしましょう。安全装置を意図的に解除したり、故障
を放置したままでは使用しないようにしましょう。

田子小学校向かい「すくすく館」
、田子小学校内「す
くすく館田子分館」並びに上郷公民館内「すくすく館
上郷分館」の学童利用申し込み受付を実施しています。
利用を希望する方は、各小学校並びに保育園・幼稚
園等を通じて配布されている申込書をご覧のうえ、申
し込みをしてください。
なお、保護者が就労していない ､ 祖父母が同居して
いる、児童が集団生活が難しいなど、利用申込み後に
面談が必要な場合があります。
また、定員を超える場合は、学童保育の必要性に優
先順位をつけることになりますのでご理解とご協力を
お願いいたします。

▼申込期限 平成３１年１月２１日（月）まで
▼申込先
役場住民課子育て定住移住支援室
役場住民課子育て定住移住支援室（梅内 ･ 小原）
☎２３－０６７８
㈳田子町社会福祉協議会（中村
（智）
）☎３２−４０４５

問

役場建設課建設グループ（白澤）☎２０－７１１７

※保育園・幼稚園等に入園されていない新１
年生になられる児童の保護者については、
役場から申込書を直接郵送しています。

問

問

■ 歩行型除雪機による事故を防ごう !!

■ 不動産取得税について

問

場合や東日本大震災により被災した不動産に代わる不
不動産取得税は、家屋を新築、増改築したときや、 動産を取得した場合等には、申請により税額が軽減さ
土地や家屋を売買、贈与、交換などで取得したときに、 れる制度があります。
取得者に一度だけ課税される県の税金です。税額は、 ※詳しくは、県ホームページをご覧になる
かお問い合わせください。
原則として、市町村の固定資産課税台帳価格に税率を
乗じた額です。税率は、住宅及び土地の場合は３％、
三八地域県民局県税部
住宅以外の家屋の場合は４％です。
☎０１７８−２７−５１１１ 内線２０９
なお、住宅や住宅用地を取得し、一定の要件を満たす
FAX ０１７８−２７−３８１７

9

公民館情報
■行事等に関するお問い合わせは、田子町中央公民館（☎２０－７０７０ 担当：小林）
または上郷公民館（☎３３−１８１１）までお願いします。

田子町文化賞・スポーツ賞推薦願書受付中
平成30年田子町文化賞・スポーツ賞の推薦願書を受付しております。表彰式は、平成31年２月21日（木）
中央公民館で行われる予定です。なお、推薦書の締め切りは平成31年１月15日（火）までです。
表彰の種類、基準は下表のとおりです。皆さんからのお申し込みをお待ちしております。
表彰の種類

文化賞

文化賞表彰基準
表彰の基準
イ 全国的規模以上の展覧会、発表会等で
優れた評価を受けたもの
※５位以上の成績
ロ 文化に関する学術研究等でその業績が
顕著であるもの

スポーツ賞表彰基準
表彰の基準

表彰の種類
イ
スポーツ
功労賞

イ 多年にわたり町の文化向上に貢献し特
にその功績が顕著であるもの

スポーツの普及、振興に功労のあった
もの

ロ

スポーツに関する学術研究等で顕著な
成果をあげたもの

イ

高校生以上を対象に東北大会以上の大
会で優秀な成績をおさめたもの
文化功労賞 ロ 多年にわたり芸術又は学術に関する指 スポーツ大賞
※全国的規模の大会で３位以上の入賞
導若しくは文化団体の育成指導に寄与
※東北大会で２位以上入賞
し、その功績が顕著であるもの
イ
文化奨励賞

イ 芸術・学術の分野において優れた業績
及び成果をあげたもの
※全県的規模の展覧会等で２位以上の成績

イ 小、中学生を対象に芸術又は学術の分
野において優れた業績及び成果をあげ
児童・生徒
たもの
文化奨励賞
※全県的規模以上の展覧会等で２位以上
の成績

スポーツ賞

多年にわたり、選手の養成及びスポー
ツ団体の育成指導に寄与し、その功績が
顕著なもの

ロ

高校生以上を対象に県大会以上の大会
で優秀な成績をおさめたもの
※県大会以上で３位以上の入賞
イ

スポーツ
奨励賞

小、中学生を対象に各大会において優
秀な成績をおさめたもの
※小学生は郡で優勝、県大会で３位以上の
入賞
※中学生は県大会以上で３位以上入賞

※優れた業績及び成果、優秀な成績は、平成30年1月1日から12月31日までに開催された展覧会等及び大会が
対象です。詳細等については、☎２０−７０７０
（中央公民館）までご連絡ください。

平成31年田子町成人式のお知らせ
▽と き １月13日
（日）
午後１時～
（受付  正午から）
▽ところ 中央公民館ホール
▽内 容
第１部 式典 午後１時～
第２部 新成人祝賀パーティー
午後２時30分～（終了予定 午後４時）
祝賀パーティー（会費1,000円）と記念写真希望者
は当日会場で申し受けます。

みんなでチャレンジ
公民館講座のお知らせ
●生け花講座
▽と き １月19日（土）午後６時30分～
▽ところ 中央公民館研修室
▽材料費 1,000円前後（花材料代）
▽持ち物 花はさみ，カッター等
●フラワーアレンジメント教室
▽と き １月29日（火）午後７時
▽ところ 上郷公民館研修室
●フラダンス健康講座
▽と き １月18日（金）
、25日（金）
午後７時～
▽ところ 中央公民館和室
※新規の講座情報は、そのつどＴＣＶデータ放送や
チラシ等でお知らせします。
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図書館情報
本を読んでみませんか？～心ゆたかに生涯読書～
●「心ゆたかに生涯読書」特集
図書館は本と人をつなげます。本を
読みたいなと思ったらどうぞ図書館に
おいで下さい。１月は、年齢を重ねて
こそ楽しめる本を集めて展示・貸出し
ます。

○鬼才伝説／加藤一二三
○やばい老人になろう／さだまさし
○恨みっこなしの老後／橋田壽賀子
○科学者が解く「老人」のウソ

●冬休み「読書マラソン」参加者募集
▽期間 12月22日（土）～１月10日
（木）の６日間
▽対象 小学生以下の子ども
▽内容 期間中に何冊の本を借りて

読むことができるか、自分の記録に
挑戦します。小さいお子さんは親子
で参加できます。本をたくさん借り
た人には賞状とプレゼントがあります。

昨年度の読書マラソン
の様子

▽期間 12月27日（木）～１月４日（金）の９日間
利用者のみなさまには大変ご不便をおかけしますが、どうぞご了承く
ださい。この期間中は本を返却する「ブックポスト」はなるべくご利用
にならず、１月５日（土）以降の返却をお願いします。

●古雑誌 ･ 古本お持ち帰りコーナー
▽期間 １月26日（土）から
本がなくなり次第終了します。
▽対象 図書館の貸出券をお持ちの
中学生以上の方

▽内容 古雑誌（一人３冊まで）と
古本（一人何冊でも）を差し上げ
ます。

1月の図書館行事

▼色の濃い日
が休館日です。

▼１／12（土）午前11時
読書マラソン表彰式
紙芝居と本の読み聞かせ
▼１／26（土）～
古雑誌 ･ 古本お持ち帰りコーナー
▼１／26（土）午前10時30分
本の読み書かせととしょかんクラブ
「オニの指人形」の折り紙づくり
※１／13（日）の本の読み聞かせととしょか
んクラブはお休みです。
田子町立図書館（担当：川村）☎２０‐７２２１

図書館の開館時間
水〜土 午前10時〜午後６時
日曜日 午前10時〜午後４時
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●暮らし、子育て、手芸
▽幸せに暮らすくふう／590シ
▽ママが楽になる絵本レシピ31
／599カ
▽はじめてママ＆パパの離乳食
／599ハ
▽つくって楽しむわら工芸２
／583ツ
●歴史・時代小説
▽木枯らしの／吉原裏同心抄４／佐
伯泰英／913サ
▽いざ帰りなん／新・古着屋総兵衛
17 ／佐伯泰英／913サ
▽恋の櫛／人情江戸彩時記４／藤原
緋沙子／913フ
▽江戸あわび／料理人季蔵捕物控
31 ／和田はつ子／913ワ

●年末年始休館日のお知らせ

図書館おやすみカレンダー

●歴史、伝記、社会
▽日本国紀／百田尚樹／210ヒ
▽コーヒーはぼくの杖／岩野響ほ
か／289コ
▽戦場の田中角栄／289タ
▽無限の宇宙／ジェーン・ホーキ
ング／289ホ
▽日本が売られる／堤未果／304ツ

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）

●ミステリー・警察小説など
▽エムエス／継続捜査ゼミ２／今野
敏／913コ
▽春は始まりのうた／小路幸也
／913シ
●そのほかの小説など
▽二十五年後の読書／乙川優三郎／
913オ
▽どんまい／重松清／913シ
▽野の春／流転の海９／宮本輝
／913ミ
▽静かに、ねぇ、静かに／本谷有希
子／913モ
●エッセイなど
▽大人の流儀８／伊集院静／914イ
▽神様が教えてくれる人生100年時
代の幸せな生き方／木村藤子
／147キ
▽運が良くなる！間取りとインテリ
アの HAPPY 風水／148ウ
▽母さんがどんなに僕を嫌いでも
／歌川たいじ／726ウ
▽好日日記／森下典子／791モ
▽先生、ちょっと人生相談いいです
か？／瀬戸内寂聴／914セ
▽にゃんこ天国／914ニ
▽「違うこと」をしないこと／吉本
ばなな／914ヨ

情報スクランブル

ください。
▽１月の早め点灯時刻は
午後３時 分
▽２月の早め点灯時刻は
午後４時
となっています。
自分ではまだ明るいと思
っていても急速に暗くなる
場合があります。歩行者が
車に気づきやすくするため
にも、ためらわず早め点灯
をしましょう。
◎歩行者の方へ
冬期間は積雪のため車道
を歩く方もいると思います
が、できるだけ歩道を利用
し、対向車が見えやすいよ
うに右側を歩きましょう。

▽ストーブは、燃えやすい
ものから離れた位置で使用
する。
▽ガスコンロなどのそばを
離れるときは、必ず火を消
す。
◎年末年始慌ただしくなり
ますが……
何かと忙しいため火に対
する注意がおろそかになり
がちです。
火を使った後や、お出か
け前、お休み前にはもう一
度火の元を確かめ、火災の
ない年末年始にしましょう。
▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４
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20 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）

（金）午前10:00〜午後2:30

（日）午前9:45〜午後5:05

6 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（日）午前9:45〜午後5:05
7 特定健診結果説明会（せせらぎの郷）
（月）午前9:00〜午後3:30
8 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
特定健診結果説明会（せせらぎの郷）
午前9:00〜11:30
9 乳児健診（せせらぎの郷）
（水）午前10:00〜
10 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
血圧を下げる教室（せせらぎの郷）
午前10:00〜午後1:00
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00
11 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
13 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（日）午前9:45〜午後5:05
15 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
16 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
４歳児相談（せせらぎの郷）
午後1:30〜3:30
17 自立支援相談窓口（せせらぎの郷）
（木）午後1:00〜4:00
なるほど500キロカロリー教室
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00
18 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30

22 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
保健推進員学習会（せせらぎの郷）
午前9:30〜10:30
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00
24 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
午前11:00〜午後1:30
25 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
認知症予防教室（せせらぎの郷）
午後1:30〜3:30
子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
午前11:00〜午後1:30
27 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（日）午前9:45〜午後5:05
28 子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
（月）午前11:00〜午後1:30
29 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
30 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
31 なるほど500キロカロリー教室
（木）
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00

健康・介護に関するご相談は
せせらぎの郷へ ☎20-7100
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町の人口

平成 年 月 日現在

１月の主な保健・介護予防事業予定表
4 生きがい倶楽部（上郷公民館）

■警察署 コーナー

20

●雪道の運転に注意しまし
ょう！
新年を迎え、本格的な冬
の時期ですが、積雪・凍結
路を走行する際は
１割のスピードダウン
２倍の車間距離
３分早めの出発
の「 時 間・ 車 間 距 離・ 心 」
に「ゆとり」をもった運転
を心がけましょう。
また、橋の上やトンネル
内などは路面凍結に注意し
て運転してください。
日暮れも早いので薄暮時
はライトの早め点灯をして

12

■消防署 コーナー

●明るく楽しい年末・年始
を迎えるために！
火を取り扱う機会が増え
るこの時期、火災を予防す
るため、三戸消防署田子分
署では、 月 日から１月
日までの間、管内を巡回
するなど警戒体制を強化し
ます。
各家庭におかれまして
は、次のことに注意しまし
ょう。
◎住宅防火・いのちを守る
三つの習慣
▽寝たばこは、絶対やめる。
10

世帯数／2169（−５）
人口／5546（−９）
男／2687（−３）
女／2859（−６）
（ ）内は前月比です

誕生
み

さ

●稲村心紗（直人・麻里）
／明土平
※（

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

結婚
●茨澤秀行（三戸町）
赤野沙也加（上相米）

お悔やみ
●沢口 弘（65歳）夏坂
●稲村正志（68歳）塚ノ上ミ
●大森藤江（80歳）新田
●三田正經（89歳）飯豊
●山本 子（90歳）上野
●堰端至子（57歳）野月
●戸田トワ（95歳）七日市
※（

）内は享年、（

）のあとは行政区です
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俳句

冬耕や出来も不出来も裏返す

根雪来て神経痛の痛み出す

目も耳も口も老後や枯尾花

やなた翠芳（孝芳）

堀合綾子

森きよし（ 清）

川村キヱ

山本一枝子

中村麿也（忠充）

原 秋月
（菊次郎）

（善太郎）
紅葉散り山かげりゆく迅さかな 佐藤桂水

加入の申込・変更・廃止、
ケーブルの移設など

テレビが映らない
などの故障時

23

31

編集後記

今号では、トピック
スとして東京田子会を
取り上げました。田子
町にゆかりのある方が
たくさん参加してくだ
さったのですが、中に
は「私の妻の出身地が
田子町で、私の第２の
故郷だ」とお話してく
ださる方もいて、うれ
しくなりました。若者
がもっとたくさん参加
し、年に一度仲間と近
況報告する場になれば
なあと個人的に思いま
した。
さて、今年ももうそ
ろそろ終わりですね。
社会人デビューをして
バタバタ４月から過ご
してきましたが、もう
年末ですね……！ ま
だまだ一人前にはほど
遠いですが、精進して
まいりますので来年か
らもよろしくお願いい
たします！
（広報担当 まつやま）

TCV（田子町ケーブルテレビジョン）からのお知らせ
◎サポートセンター（月曜〜金曜 午前９時〜午後５時）
☎０１２０−５５７−７５９（祝日を除く）
◎故障受付（24時間） ☎０１２０−２６２−７５０

綿入れを着ればすぐ出る里言葉

目が合うて仔牛擦りくる秋の暮

「花は咲く」唄う少年冬薔薇

朝夕に拝す連山冬めけり

簗田孝芳）

みろく吟社（会長

田子保育園

ありがとうございました！
田子保育園は平成 年を
もって新築移転いたします。
平成 年４月より、社会
福祉法人くりの木会に民間
委託になり８年の月日が流
れようとしています。地域
住民の皆様、保護者の方々
に支え続けられた日々とな
りました。
民間委託が決まり経営に
あたるに様々な不安があり
ました。そんな私たちを地
域の皆様はあたたかく迎え
てくださいました。保護者
の方々は各種イベントの際
には朝早くから手伝いに来
てくださり、役場関係者は
新築移転にあたりましては
多方の情報を調べ最善を尽

13

くしてくださいました。地
域の皆様にはいつも子ども
たちにやさしく声をかけて
いただきました。まだまだ、
ここでは語りつくせないほ
ど多くの優しさにあふれて
いる田子町。そんな田子町
で成長する子どもたちの一
端を担えることの喜びを改
め て 感 じ な が ら、 新 年 度、
新しい園舎で誠心誠意、子
どもたちのために、田子町
のために尽力していきたい
と思います。
地域の皆様ありがとうご
ざいました。そして、新し
くなる田子保育園をどうぞ
よろしくお願いいたします。
（原稿・画像提供 田子保育園）

タプコピアン文芸

学校の話題

情報スクランブル

発行・編集＝田子町
青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平

広報たっこ２０１９年 月号 （平成 年 月 日発行）通算第７１０号
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スポネットたっこ杯
フットサル大会2019

櫻山神社に田子神楽奉納

▼日時 平成31年２月３日（日）
午前８時15分～受付開始
午前９時15分～試合開始
※参加チーム数により時間が変更と
なる場合があります。
▼会場 農業者トレーニングセンター
▼参加資格 小学生以上の男女で、田
子町に在住・勤務・通学または出身
の方が１チームに２名以上いること。
▼参加部門
１．MIX の部 小学生（２名以上）と
一般の混成チーム10名以内
２．一般の部 中学生以上10名以内
※申し込み状況により参加部門を分
けずに試合を行う場合があります。

メールアドレス takko-info@town.takko.lg.jp［制作印刷］有限会社 赤坂コピーライツジム

電話 0179-32-3111（代表） FAX 0179-32-4294

ホームページ http://www.town.takko.lg.jp/

▼参加費 １チームにつき３，
０００円
▼申込方法 大会申込書に必要事項を
ご記入の上、スポネットたっこ事務
局に提出してください。
▼申込期限 平成31年１月28日（月）
※先着10チーム（申し込み状況によ
り変更あり）
▼申込先
中央公民館内
スポネットた
っこ事務局
（担当：山崎）
☎２０－７０７０

はじめてのハッピーバースデイ

平成29年12月に生まれた満１歳のお友だちです。
の

あ

●山目叶愛ちゃん

Ｈ29.12.22
（七日市・女の子）
叶愛ちゃん１才おめで
とう♡これからもお兄
ちゃんたちに負けずに
大きくなってね。生まれ
てくれてありがとう♡
ひ

な

●中村柊菜ちゃん

Ｈ29.12.26
（北側・女の子）
１歳おめでとう！ いつ
も可愛い笑顔を見せて
くれてありがとう♪ こ
れからもたくさんの笑
顔を見せてネ♡

11月26日、町制施行90周年記念事業として、南部家第26
代当主南部信直公、第27代当主南部利直公が祀られている櫻
山神社（盛岡市）に田子神楽が奉納されました。
田子神楽は南部氏と深いつながりのある神楽で、田子城で
生まれた南部利直が、毎年正月16日に田子神楽を盛岡城に招
いて春祈祷を行っていたといわれています。また、南部藩か
ら使用を許可された南部藩定紋「向鶴」は、現在も獅子（権現
舞）の幕（衣装）に使われています。450年以上の歴史を持ち、
昭和36年１月には青森県無形民俗文化財に指定されました。
当日は、南部家第46代当主（現当主）南部
利文さんも参列されており、田子神楽保存
会の皆さんは迫力のある舞を披露しました。

平成30年度青森県統計グラフコンクール
「青森県統計グラフコンクール」は、県民が統計と親しみ、統計
の表現技術の向上を目
的として行われていま
す。今年度は６部門に
133点の応募がありま
した。審査結果は青森
県庁ウェブサイトでも
確認できます。
田子町の入賞作品は
以下のとおりです。
【第１部 小学校１年生および２年生】
◎知事賞 「まちじゅうにさかせよう ありがとうの花」
袖村風花（清水頭小２）
◎特選 「さようなら わすれ物」川村美紗貴（清水頭小２）
◎佳作
「しゅくだいは すき？きらい？」大久保愛海（清水頭小２）
「しっかり 手あらい しているよ！
！」千葉菫（清水頭小２）
【パソコン統計グラフの部】
◎佳作
「しっかり食べよう！
！ 朝食は一日のエネルギー源」
袖村香埜（清水頭小６）
「止まらない少子化！ 迫りくる危機！
！」 砂庭果実（清水頭小６）
【指導優良校】 清水頭小学校
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