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フルーツのＰＲは私たちにおまかせ！ 南部町フルーツ娘８名が決定
平成29年度「南部町フルーツ娘」が決定し、５月29日、
委嘱書交付式がチェリウスで行われました。

（前列左から）
ち

工藤町長は「一人ひとりの個性を出しながら、楽し
くＰＲしてほしい」と激励。その後、８名のフルーツ
娘は、今後の活動に向けて抱負を語りました。フルー
ツ娘は県内外のイベントに参加し、笑顔や元気ととも
に、町特産果物の魅力を県内外に発信していきます。

夏の農業体験メニューのご紹介

ば

地葉

瑞季 さん

かわもり た

ち
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華純 さん

たにさか か

谷坂華菜子 さん

な

こ

工藤

祐直 町長

工藤美沙樹 さん
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唯子 さん

砂葉
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か すみ

なかむら

中村
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工藤
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あさ み

麻美 さん

問合せ・申込み

～家族や仲間との思い出作りにいかがでしょうか～
中学生以上
さくらんぼ狩り

６月24日～７月17日

小学生
3 歳以上

梅のもぎ取り

６月下旬～７月下旬

ブルーベリー狩り

７月中旬～８月中旬

桃狩り

８月上旬～9月中旬

梨狩り（和梨・洋梨） ８月中旬～10月中旬

大人
小人
大人
小人
大人
小人
大人
小人

（後列左から）

みず き

川守田知穂 さん

すな は

実香 さん

ながわ農業観光案内所
☎0178-76-3020

1,000 円 赤く色付いた佐藤錦や南部錦などのさく
700 円 らんぼを直接もぎ取って食べることがで
300 円 きます。〈40分〉
1,000 円 春にきれいな花を咲かせた梅のもぎ取
り体験。（大人のみ梅３kg のプレゼント
100 円 付き）
700 円 目に良いといわれる甘味たっぷりのブ
ルーベリーを収穫し、食べることができ
400 円 ます。〈60 分〉
700 円 ピンク色で甘く、果汁たっぷりの桃を味
400 円 わうことができます。〈60 分〉
700 円 太陽の光をめいっぱい吸い込んだ甘味
たっぷりの梨をもぎ取り、食べることが
400 円 できます。〈60 分〉

※果物狩り体験の期間は、天候等の影響により変更する場合がありますので事前にご確認ください。
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さまざまな出来事をお伝えします

描の93

今回は、個人経営の農家を法人化して、農業以外の分野に
も取り組んでいる「㈱東農園」元経営者の東 牧人さん（高瀬）

・指導者、監視者の指示、注意を守りましょう。

・一定時間ごとに休憩をとり、体調が悪い時は無理

・悪ふざけや溺れた真似は絶対にやめましょう。

・潮流、波、天候の変化に関する情報には常に注意

してください。

☎0179-22-1140

三戸消防署名川分署

☎0178-76-2416

三戸消防署福地分遣所

☎0178-84-2103

に 開 設 し、 そ の 原 材 料 と し て、
少しでも自分が生産している農

水難事故のない楽しい夏に向けて

農業就業から経営者へ
勤めていた会社を 歳で辞め、
作物が使えるように取り組みま

もちろん名川町時代から続い

した。

働き、結婚してからは、妻に農

ことにしました。家では口にし

また、農家民泊の受入もする

ています。

ている観光さくらんぼ園もやっ

歳の時に、先代か

ら受け継ぎ、夫婦で一緒に経営

ま せ ん が、「 う ち の ご 飯 は 本 当
に う ま い ん で す。」 そ の う ま い

もたちに食べさせたい、という

料理を是非、町外からくる子ど

もともと農業以外の分野もやっ

せんべいを使ったせんべい汁は

思いから始めました。自社製の

したが、若くして、経営を受け継

子どもたちに大人気ですよ。

は適切に処理することに心がけて
きました。

自分が若くして経営者となり、
今までいろいろチャレンジして

年、さらに経理を

きちんとさせたい、という思いか

きました。
自分の経験上、以前から、
「で
きるだけ早い時期に経営を引き
継がないと、次の世代が育たな
い。
」との思いを抱いていたので、
昨年、息子に経営を引き継ぎま

これからは、趣味の釣りを楽

経営が安定しませんでしたが、法

高まり事業がやりやすくなったの

しみながら、息子の経営を見守っ

した。

で、経営を安定させるため、ジュー

人化によって、お客さんの信用が

法 人 設 立 以 前、 農 業 だ け で は、

業務内容の多角化

として、法人登記しました。

ら 決 意 を 固 め「 株 式 会 社 東 農 園 」

そして平成

経営者としてのポリシー

いだからこそ、特に経理について

てみたいと思いながら働いてきま

法人化のきっかけ

することとしました。

そして、

りまわってもらいました。

作業はもちろん、産直などを走

朝早くから、夜遅くまで畑で

実家の農家で働き始めました。

23

ていきたいと思います。

署

防

消

戸

三

問合せ

・川の水が急に濁ったり、上流の方に真っ黒な雨雲
がかかっていたら、急激な水位上昇に注意し、避
難しましょう。

・泳ぐ前、泳いだ後の人数確認を徹底してください。

隙に見失ってしまいます。見ているだけでなく、
一緒に行動するようにしましょう。

・監視者は一緒に泳がず、監視に集中してください。

呼びましょう。次に長い棒状のものを差し出した
り、浮力のあるものを投げ入れて掴ませましょう。
飛び込んで助けるのは最終手段です。
・子どもは好奇心のかたまりです。少し目を離した

をしないようにしましょう。

しょう。
・溺れている人を見つけたら、まずは大声で助けを

＜海水浴場・プールなどでの注意点＞

＜海や川での注意点＞
・服を着たまま水に落ちた時は、無理に泳ごうとせ
ず「浮く」ことを先に考えましょう。
・立ち入り禁止区域には絶対に入らないようにしま

30
23

ス加工、せんべい製造、養蜂を徐々
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をご紹介します。
牧人さん
さくらんぼと次世代の成長を楽しみにしている東

まちの話題

新緑香る山岳コースを駆け抜ける
名久井岳トレイルフェスティバル

５月21日、名久井岳トレイルフェスティバル
が開催されました。県内外から昨年を上回る300
人が参加し、チェリリン村を発着に、3㌔、14㌔、
28㌔の3コースに分かれて、新緑の中を駆け抜け
ました。
28㌔コースに出場した山ノ内はるかさん（福
島県）は「豊かな自然の景観や沿道の方とハイタッ
チを交わすなど、仲良く楽しく走ることができた。
飲食ブースの出店や各種催しも楽しめた」と笑顔

子どもたちに夢と希望を
児童図書を寄贈していただきました

みちのく銀行労働組合（中新圭輔執行委員長）
から、10万円相当の児童図書を寄贈していただ
きました。
地域の将来を担う子どもたちに、少しでも夢と
希望を与えたいという願いから、地域への奉仕を
目的とした「みちのく労組ハートフル募金」を活
用した活動で、この度の寄贈に至ったものです。
町では町民図書室の充実に利用させていただく

で話しました。

ことにしています。

ハイタッチを交わし、笑顔でスタートする選手たち

目録を手渡す中新圭輔執行委員長

地元の駅に感謝の気持ちを込めて

昔と今の田植えの違いを体験

剣吉小児童が剣吉駅を清掃

５月29日、剣吉小学校（坂本晴美校長）の６

手作業の苦労を実感

５月26日、長坂下環境保全隊(出町勝代表)は、

年生児童24人が、剣吉駅の待合室や通路などの

剣吉小学校５年生の児童17人を対象に田植えの

清掃活動を行いました。

体験学習会を開催しました。

この活動は、以前旧剣吉中学校が行っていた清

児童は、裸足で感じる田んぼ独特の感触を楽し

掃活動を引き継ぐ形で毎年実施。児童たちは、待

みながら、古式定規を目印に手作業で苗を一本一

合室のベンチの水拭きや連絡通路の掃き掃除、周

本丁寧に植えました。

辺の草むしりなどに汗を流しました。

その後、田植え機での作業も見学した児童は「田

梅内優斗君は「自分も利用している場所なので

植え機は、手作業より早くて簡単。田んぼは歩き

感謝の気持ちを込めて清掃しました。みんなに気

づらくて大変だった。昔の人はすごい」と、先人

持ち良く使ってもらいたい」と話しました。

の苦労と田植え技術の進歩を肌で実感しました。

感謝の気持ちを込めた丁寧な清掃活動

古式定規を上手に使い田植えをする児童たち
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TOWN TOPICS
自分の身は自分で守る！

福地保育園で不審者対応避難訓練を実施

地域交流深める環境美化活動
チェリー保育園前の花壇を整備

５月10日、福地保育園（小川陽子園長）は警

５月26日、チェリー保育園の園児と県立名久

備会社アルソックの協力のもと、不審者対応避難

井農業高等学校の生徒、株式会社夏堀組の従業員

訓練を実施しました。

ら51人が協力し、チェリー保育園前の花壇植栽

不審者役が園内に侵入すると、非常用のベルを
鳴らし、職員がサスマタで対応。園児は各部屋に
避難し、先生が鍵をかけました。
訓練終了後、アルソックの職員が、自分の身を
守るための心得を説明。園児たちは普段から訓練

活動を行いました。
この活動は、今年で10年目を迎え、昨年は、
道路環境美化への継続した貢献が認められ「県道
路愛護等功労者表彰の青森県知事賞」を３者共同
で受賞しています。
美化活動を通して、世代を超えた交流が図られ、

することの大切さを真剣に学びました。

地域の一体感や絆も深まっていきます。

身を守るための心得を学ぶ園児たち

これからも地域環境美化活動に取り組み続けます

色鮮やかな大輪の花が来園者を魅了
第30回の節目を迎えたぼたんまつり

５月23日から「南部町ぼたんまつり」が開催さ
れ、期間中に多くの来園者で賑わいました。

5月27日には、南部ロータリークラブ（工藤正
孝会長）が、町とぼたんまつり実行委員会（杉中

当園のボタンの花の美しさは東北随一とも称さ

清幸会長）にボタンの苗40本を寄贈。ぼたん園

れ、今年も色とりどりの大輪の花を咲かせました。

の充実のために園内に植樹したほか、まつりの

今回はぼたんまつり30周年を記念し、来園者
全員に「30周年記念」のロゴが入ったコースター
が配られました。また、来園者500人ごとにボタ

PRのため来園者にも配られました。
2週間にわたる期間中、約6,000人が来園し、
優雅なボタンを楽しみました。

ンの花などが贈られました。

咲き誇るボタンの花を楽しむ来園者

7
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ボタンの苗を植樹する南部ロータリークラブの皆さん

杉沢小学校
校長：竹田

裕

児童数：26名

温かいつながりのある学校
～少人数を生かして～
本校は全校児童26名、１・２年、３・４年、５・６
年の複式学級です。少ない人数を生かして、何事にも全
員で取り組んでいます。
全員で取り組む大きな活動の一つは、運動会での組体
操です。１年生から６年生までがそれぞれの役割をしっ

成功！ 4段ピラミッド

かりこなし、成功させました。一緒に運動会を行った杉
沢中学校の生徒、学区の皆様からも大きな拍手をいただ
きました。他にも、学校の前の畑を耕して、縦割り班ご
とにジャガイモとサツマイモを植えました。お花見給食
やあいさつ運動も縦割り班で行います。学年を越えて、
お互いの姿から思いやる心を学び合い、温かいつながり
を目指しています。
温かいつながりという意味では、なんと言っても地域
と学校です。杉沢地区はさまざまな場面で、子ども会、
ＰＴＡ、ＯＢの方などが応援し、学校を盛り上げてくだ

苗の植え付け「こうやって植えるんだよ」

さっています。

図書館からのお知らせ
≪今月の新刊≫
◆感情の解剖図鑑

苫米地

英人

著

◆素敵な日本人

東野

圭吾

著

◆山のミステリー 異界としての山

工藤

隆雄

著

◆追憶

青島

武

著

◆美女と野獣 ベルの読書日記

ブリタニー・ルビアーノ著

◆いのちの車窓から

星野

源

著

◆か「」く「」し「」ご「」と「

住野

よる

著

◆きょうはそらにまるいつき 荒井

良二

著

◆ライオンブルー

呉

勝浩

著

◆どうぶつドドド

アケミ 著

◆終りなき夜に生れつく

恩田

陸

著

≪特集コーナー≫

矢野

※８月15日（火）～18日（金）は特別蔵書点検のため休室となります。

今月は『夏になると読みたくなる本』のほか、
『第22回日本絵本賞』
『第63回青少年読書感想文全国コンクー
ル課題図書』コーナーなどをご用意しています。夏休みのお子様の読書にもぜひご活用ください。たくさ
んのご利用、お待ちしています！
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厚生労働大臣認定・健康増進施設

バーデパークだより

☎0178－84－2850

地域の健康・体力づくりの拠点および交流の場として、幅広い年代の皆さまにご利用いただきました

平成28年度 収支決算・事業報告
収支・利用者状況

項目

施設の状況

バーデハウスふくち

金額（千円）
事業収入

収
入

水泳や水中運動を活用した健康教室の開催。町
の健康福祉事業への参画。町・県立保健大学との
連携による小学生健康支援プロジェクトへの参画。
各種健康教室を開催、健康づくりの啓発活動を行
い、余暇活動と交流の場の提供に努めました。

158,298

基本財産受取果実

3

使用料収入

16,607

管理委託料（町より）

72,964

町補助金

アヴァンセふくち

350

計

248,222
人件費

出

事業経費

支

インターネットによる予約サイトでの宿泊
者への情報提供に努め、団体や合宿、各種大
会などでの宿泊客誘致のため、ＰＲ活動を行
いました。

81,329

燃料費

20,545

光熱水費

42,025

その他の事業経費
計

ふくち屋外プール

７月中旬から８月下旬にかけて営業。夏休
みの学校プールとして無料開放と町内の学校
での授業の使用を実施しました。

103,516
247,415

収

支

807

区分

ふくちアイスアリーナ

利用者数(人）

バーデハウス

アイススケートによる小学生のスケート教室、チ
ビッコアイスホッケー大会をはじめとする大会への
開催協力。町内外の学校による授業利用への提供。
長ぐつアイスホッケー大会の開催などによる冬のス
ポーツレクリエーションの普及に努めました。

210,334

アヴァンセふくち

6,572

ふくち屋外プール

1,047

ふくちアイスアリーナ

39,574

レストラン

(23,732）

合

257,527

計

レストラン

「鍋の日」月替わり「鍋定食メニュー」と週
替わりランチメニューの提供。
野菜を多く使った栄養バランスに配慮した「バ
ランスごはん」の提供。

(青森の健康応援店認定：県）

※レストランは他部門との重複あり合計に含まず

バーデパーク25周年記念特別講座
スロートレーニング＆スタビライゼーション

キックボクシングエクササイズ講座

気軽に楽しくストレス発散！
トレーニングジムにおいて体幹を意識した運動でシェ
期
日 ７月26日（水）
イプアップ、筋力アップを目指します。
時
間 19時～19時45分
期日 ８月２・９・23・30日
受講料 500円（入館料別途）
時間 19時～19時45分 ※受講料無料（入館料別途）

親子で木のおもちゃ作り教室

小学生短期水泳教室

初心者クラスなので安心して参加できます
期間 ７月24日（月）～28日（金）
９時30分～10時30分

★「土用の丑の日

うなぎ弁当」 価格1,280円（税込）

★今月26日はフロの日
通常450円

9

➡

期 日
時 間
定 員
参加料

特別価格330円
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★朝風呂営業

７月29日（土）、８月５日（土)
10時30分～12時30分
各25組 親子（大人と４才～小学生）
3,500円

７月25日限定予約販売となります
７月23日までにご予約ください

６時～８時まで（受付は７時30分まで）

今月の休館日
７月20日（木）

「すこやか南部」通信

パート 1

今月のテーマ：「みんなで楽しく運動して健康になろう！」

町では生活習慣病予防のため、町民が運動に親しみ、習慣化できるよう支援しています。
平成27年10月22日に開催された「南部町健康宣言大会」に合わせ、町内施設に新しいトレーニング器
具を導入していますので、ぜひご利用ください。
※ご利用の際には、全施設で上履きが必要です。

◎南部町民体育館（☎ 0179-34-2761） １階トレーニング室
ルームランナー２台、エアロバイク１台、バックエクステンション１台
●料金：無料（南部町民に限る）●利用時間：９時～ 21 時
●休館日：毎月第２・４火曜日
ルームランナー

◎Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎0178-76-3310） ２階トレーニングルーム
スクワットラック１台、エアロバイク２台、ベンチプレス１台
●料金： 中学生まで
高校生
一般

無料
80円

夜間（18時～21時） 170円

100円

夜間（18時～21時） 220円

●利用時間：９時～21時（日曜・祝祭日は17時まで）
●休館日：毎月第２・４火曜日
※備考

プールもあります。営業期間：６月16日から９月３日まで

ベンチプレス

◎バーデパーク（☎0178-84-2850） ２階トレーニングジム
エアロバイク２台、ステッパー１台、クロストレーナー１台、ロー
イングエルゴメーター１台（ボート漕ぎマシン）
●料金（温泉入浴料）
：450円（トレーニングジムは高校生以上から
利用可。この料金で入浴もできます）
●時間：10時～21時（日曜・祝祭日は17時まで）
●休館日：毎月第３木曜日
ローイングエルゴメーター

◎南部町健康センター
（☎0178-60-7100）

運動指導室

ルームランナー１台、エアロバイク１台
特定保健指導や達者de健康相談でご活用
いただけます。

達者 de 健康相談の様子

エアロバイク
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達者 de 健康相談

～もっと “ 達者 ” になりたい人に～

【青森労災病院医師の診療日】

南部町健康センターでは、毎月定期的に健康相談を開

☎0178-76-2001

催しています。ご自分の血管年齢や骨密度などを確認し
てみませんか？

歯科診療の廃止について

７月１日から、都合により歯科診療を廃止いた
しました。

整形外科
▶ ７月22日(土)

受付 11時30分まで
８時30分～

先天性股関節脱臼
▶ ７月22日(土)

要予約/受付
10時30分～10時50分

13時30分

眼科
▶ ７月12日(水)
▶ ７月26日(水)

受付14時まで
初診の方は13時まで

エアロバイクやルームランナーなど、体験利用と使用
方法の説明を行っています。運動を始めるきっかけづく
りにぜひご活用ください。
開催日

７月10日（月）、24日（月）

時

13時30分～17時、

間

17時30分～18時30分
会

場

南部町健康センター２階

内

容

体組成計での体脂肪・筋肉量測定、血管年齢測
定、骨密度測定、血圧測定、保健師・栄養士に

13時30分～
13時30分～

泌尿器科
▶ ７月 4日(火) 13時～
▶ ７月18日(火) 13時～

よる健康相談、運動器具体験
要予約

▶ ７月10日(月)
▶ ７月24日(月)

運動指導室

13時～
13時～

※運動器具体験は要予約制。受付は18時までで、一人１
回30分間まで。
問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100

都合により日時が変更となる場合がありま
すので、ご来院の際はお問い合わせください。

熱中症予防には水分補給と暑さを避けることが大切です
熱中症は気温などの環境条件だけではなく、体調や

―熱中症の予防法―

・こまめに水分補給をして、休憩をとりましょう
・塩分はほどよく取りましょう
・通気性の良い寝具を使い、しっかりと睡眠をとりま
上昇するときは特に危険です。
しょう
高齢者の方は、温度に対する感覚が弱くなるため、
・扇風機やエアコンで室温を適度に下げ、我慢するの
室内でも熱中症にかかりやすいので、周りの方も注意
はやめましょう
してあげる必要があります。
・涼しい服装をし、外出時には日傘や帽子を利用しま
めまいや顔のほてり・筋肉のけいれん・吐き気・体
しょう
のだるさなどの症状が出たら、熱中症にかかっている ・冷却シートやスカーフ、氷枕などで首元などの太い
血管が通っているところを冷やすなどしましょう
危険性があります。改善しない場合は医療機関を受診
・出かけるときは飲み物を持ち歩きましょう
しましょう。
暑さに対する慣れなどが影響して起こります。初夏や
梅雨明けなど、体が暑さに慣れていないのに気温が急

熱中症予防のためにエアコンをかけた施設を開放します
町では熱中症対策の一環として、気温が 30℃を超

開放施設

えるような猛暑の際に、一時的な避暑地として施設を

・ぼたんの里

・名川老人福祉センター

開放します。開放する場合は、当日、防災無線でお知

・ゆとりあ

・南部町健康センター

らせします。
皆さんどうぞご利用ください。
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期日
時間

９月末頃まで（土・日・祝日・お盆を除く）
９時から１７時まで

原則、最高気温が 30℃以上となる日に開放します。

日本脳炎予防接種を受けましょう！
日本脳炎は日本脳炎ウイルスがブタなどの体

内で増え、蚊によって媒介されて感染、発症し

ます。かかっても多くの人は症状がでませんが、
脳炎になると神経の後遺症を残したり、死亡す
る確率が高まります。

十分な免疫をつけるために、第１期（３回）
、

第２期（１回）の合計４回予防接種を受けましょ

う。

おいでよ！子育て支援センター

子育て支援センターは、幼稚園や保育園に通っていないお子さん
なら、どなたでも参加できます。
子育て相談や園庭の開放、絵本やビデオを貸し出していますので、
お気軽にご利用ください。

福地保育園

☎0178-51-9756
７月13日

わくわくひろば（体験活動）
木曜日／９時30分～11時

１

第

８月３日

期：生後６か月～７歳６か月未満

２

６日～28日の間隔をあけ

第１期追加：４歳

初回接種後６か月～１年

て２回接種

あけて１回接種

２

○費用

期：小学校４年生の期間

１回接種

対象年齢内は無料

○特例措置

平成７年４月２日～平成19年４月１日生

まれの方は一時的に接種を見合わせていた期

間にあたるため、接種していない回数分を

子育てサークル にこちゃんクラブ
月曜日／10時～12時

なんぶ保育園

隔等の詳細についてはお問い合わせください。

〇問合せ

ワクチンの入荷状況が不安定なこと

健康福祉課（健康センター）

乳幼児健康診査、乳幼児健康相談
乳児健康相談
乳児健康診査
１才６か月健康診査

チェリー保育園

乳幼児予防接種

片栗粉であそぼう

８月３日

みずあそび

☎0178-51-8585

ぴっぴクラブ（体験活動）
木曜日／９時30分～11時

７月13日

キーホルダー作り

７月27日

誕生茶話会

７月20日

ペットボトルで
おもちゃ作り

７月29日（土） 夕涼み会
ぬくぬく（自由活動）

実施場所：南部町健康センター

実施日：７月11日（火）
実施日：７月20日（木）
実施日：８月10日（木）

７月13日

サークルちびこす（自由活動）７月10・12・24・26・31日
月・水曜日／９時～14時
８月２・７・９日

月・水曜日／９時30分～11時

☎0178－60－7100

８月７日

こすもすクラブ（体験活動） ７月22日（土） 夕涼み会
木曜日／９時～12時
７月27日
お誕生会

もありますので、医療機関へのご予
約をおすすめします。

７月10・24・31日

☎0179-23-0505

20歳未満まで無料で接種できます。接種間

○その他

水遊びをしよう

水曜日／９時30分～11時

第１期初回：３歳

第

お誕生会

つどいのひろば（自由活動） ７月12・19・26日
８月２・９日

期：９歳～13歳未満

〇標準年齢と間隔

ゲームを楽しもう

７月22日（土） 夕涼み会
７月27日

○対象年齢
第

７月20日

作ってあそぼう

８月３日

プール遊び

７月12・19・24・26・31日
８月２・７・９日

問合せ：健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7100

対象H29. 2月～ H29. 3月生まれ
対象H28. 9月～ H28.11月生まれ
対象H27.12月～ H28. 1月生まれ

受付13時～13時30分
受付12時15分～12時45分
受付12時15分～12時45分

実施している予防接種：Ｂ型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・ＢＣＧ・ＭＲ混合・水痘・日本脳炎・ポリオ

医療機関名

曜日・受付時間

予約が必要なもの（※）

その他

南部町医療センター

毎週

月・金曜日

13時～13時20分

B型肝炎・ポリオ・MR混合・水痘

BCGは7月10日・8月14日

南部病院

毎週

水曜日

13時～13時30分

全種類

BCGは行っていません。

川守田外科胃腸科

月・火・水・金曜日
木・土曜日

9時～11時
9時～11時

全種類

BCGは7月12日・８月9日

かわむら内科クリニック

月・火・木・金曜日
水・土曜日

9時～11時30分
9時～11時30分

はらだクリニック

月・火・水・金曜日
木・土曜日

9時～12時
9時～12時

15時～17時
14時～17時30分

15時～18時

ポリオ
B型肝炎・ポリオ

※実施している予防接種の中で、予約が必要なものを記載しています。それ以外のものは、予約なしで受けられます。
７月号 広報なんぶちょう
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むし歯ゼロの元気ななんぶっ子
5月25日

３歳児健診

くどう のえ ちゃん
（下名久井）

とどめ りお ちゃん
（大向）

ふせ ひなた ちゃん
（沖田面）

くどう りく くん
（下名久井）

なつほり けいじ くん
（苫米地）

よしだ りく くん
（苫米地）

くどう たえ ちゃん
（大向）

すなは しゅう くん
（平）

いたがき みのり ちゃん
（剣吉）

南部町
全域で

光ブロードバンドサービスが利用できます

光ブロードバンドサービスで便利に！

※各サービスのご利用には、「フレッツ光」
などのご契約が必要です。

TVにつなぐと映画等がレンタル不要で楽しめるサービスが！
PCにつなぐとインターネットが高速で快適に！
電話につなぐと加入電話に比べ通話料がお得になる場合も！
13
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（契約料、工事費、月額利用料等がかかります）
詳しいサービス内容、料金等は
NTT東日本へお問合せください。
TEL:0120-116-116
フレッツ光公式ホームページ
https://flets.com

介護保険負担限度額認定証の更新のお知らせ
介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）への入所（入院）またはショー
トステイを利用した場合、所得が一定以下の人は負担限度額認定申請により、食費と居住費を軽減する制度が設
けられています。
負担限度額認定の有効期間は８月１日から翌年の７月31日までで、すでに認定証をお持ちの人も改めて申請
が必要です。
平成28年度に認定を受けていた人には、７月上旬に更新の申請書を郵送しますので、引き続き認定を希望す
る場合は、健康福祉課（健康センター）、住民生活課（南部分庁舎）、住民生活課福地サービス班（本庁舎）で忘
れずに更新の手続きをお願いします。
また、現在、認定を受けていない人で下記の要件にあてはまる人は、所得や世帯の状況などにより対象となる
場合がありますので、新たに申請してください。
※有効期間開始日は、申請月の初日からになりますので、ご注意ください。
※介護保険施設に入所中の人は、施設が代行で申請手続きを行う場合がありますので、施設へご相談ください。
軽減の要件（次のすべてにあてはまる人）
（１）本人および世帯全員が住民税非課税であること
（２）配偶者が住民税非課税であること（本人と配偶者が世帯分離している場合でも、配偶者が非課税であ
る必要があります。）
（３）本人と配偶者の預貯金額等の金額が一定額（単身で1,000万円、夫婦の場合は2,000万円）以下である
こと
必要なもの
介護保険被保険者証、負担限度額認定申請書および同意書、本人および配偶者の預貯金等の額が確認できる資
料（通帳の写しなど）、本人および配偶者のはんこ、個人番号がわかるもの（個人番号カードなど）
※通帳の写しや同意書の提出を拒んだりする場合は、不承認として取扱います。
問合せ
健康福祉課（健康センター）☎0178-60-7101

献血にご協力ください

ひとり親家庭等医療費受給資格証の更新

病気やけがなどで輸血を必要としている人の命を

現在の「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有

救うため、17歳から65歳の健康な人に400mlの献

効期限は７月31日ですので、最寄りの庁舎で更新

血をお願いしています。

の手続きをしてください。

献血にご協力いただいた方には血液検査の結果が
送付され、健康管理に役立てることができますので、
初めての方もぜひご協力ください。
７月25日（火）
▽福地公民館（９時～10時）
▽健康センター（15時～16時30分）
その他

安全で責任のある献血をお願いするため、

運転免許証など本人確認ができるものを持参して
ください。
問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7101

手続期限

７月31日（月）

必要なもの

・申請書（個別に通知、または各庁舎に備え付け
ています）
・現在の受給資格証
・はんこ
・保険証（対象者全員分）
・通帳（申請者名義のもの）
・今年１月１日現在で町内に住所のない人は、前
住所地の所得課税証明書
・個人番号がわかるもの（個人番号カードなど）

問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100
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就農に意欲があるあなたへ

新規就農者支援事業

～新規就農者を応援しています～

◆補助対象者

新規学卒就農者
農家出身で平成28年度に学校を卒業し実家の農業経営
に加わった人（15歳以上の人）
新規就農後継者支援事業（離職就農者）
農家出身で平成28年９月１日以降に農業以外の職業を
離職して専ら農業により生計を維持することを目的と
して農業経営に加わった人（15歳以上60歳未満の人）
新規就農後継者支援事業（新規参入者）
非農家出身で平成28年９月１日以降に農業以外の職業
を離職して専ら農業により生計を維持することを目的
としての農業経営を行った人。
（15歳以上48歳未満の人）
新規就農者定住支援事業
新規参入者で平成28年９月１日以降に南部町へU・Iター
ンをした人（48歳以上65歳未満の人）

◆補助期間
３年間

※事業終了後３年以上の就農が条件

◆補助金額

新規学卒就農者支援事業：30,000円／月
新規就農後継者支援事業：30,000円／月
新規就農者定住支援事業：20,000円／月

◆申請期限

９月１日（木）
※就農してから５年後までの就農計画を作成し、
事業の承認を申請する期限となります。
事業に関する内容および様式などについては町のホー
ムページにも掲載しています。
★南部町ホームページ＞産業・まちづくり＞
農林業＞新規就農支援＞新規就農者支援事業

問合せ

農林課（中央公民館）
☎0178-76-2308

機構は農地の集約化を進めます

農地を機構へ預けませんか

要件を満たせば町から協力金が交付されます

青森県知事から指定された「農地中間管理機構」は農地
を借り受けて担い手に貸し付けています。

作付けしない農地は、ぜひ機構にお貸しください
耕作をやめたいと考えている方、機構にご相談を
分散した農地をまとめたいと思っている方も、
一度機構にご相談ください

機構集積協力金の単価が変わります

国の制度の見直しに伴い、農地中間管理機構に農地を貸付けし、交付要件を満たした場合に交付される「機
構集積協力金」の単価が変わります。この単価は目安額であり、最終的な平成29年度の単価は、平成30年
１月頃に決定する予定です。
協力金名
経営転換協力金
機構に10年以上、農地を貸し付けてリタイア
又は経営部門を廃止する場合
耕作者集積協力金
機構に10年以上、２筆以上のまとまった農地
や担い手の隣接農地を貸し付ける場合
地域集積協力金
地域の農地を機構にまとめて貸し付ける場合
（地域へ交付）

農地の貸付面積
0.5ha以下
0.5ha超2.0ha以下
2.0ha超

29年度の目安額
120,000円／戸
200,000円／戸
280,000円／戸
4,000円／10a

２割超５割以下
５割超８割以下
８割超

6,000円／10a
8,400円／10a
10,800円／10a

農地を借りる方がいないときなど、機構が農地を借り受けできないことがあります。

【問合せ】農林課（中央公民館）☎0178-76-2308
青森県農地中間管理機構（公益社団法人あおもり農林業支援センター）☎017-773-3131
15
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役場統合庁舎建設地に中央公民館周辺
統合庁舎の建設地については「南部町統合庁舎建
設用地検討委員会」が、中央公民館周辺と町健康セ
ンター周辺の２か所を、町に適地として答申してい
ましたが、町長は５月26日に開かれた議員全員協

南部町防災訓練 ８月６日に開催

場所
時間

南部町ふるさと運動公園周辺
７時30分～12時
（※雨天中止）

訓練には、防災ヘリ、ドクターカーが参加予定で

議会において、名川地区の中央公民館周辺とする方

す。また、会場内に設

針を表明しました。

け ら れ た 展 示・ 体 験

中央公民館周辺は、町有地を活用できることに加

ブースでは、普段見る

え、築38年が経過し、老朽化している施設の建て

ことのできない機器を

替えの財源に、町の実質的な財政負担を３割程度に

ご覧いただけます。

抑える合併特例債や過疎対策事業債を活用して統合
庁舎と一体に整備できることや２か所の建設費用の

ぜひご来場ください。
＜交通規制のお知らせ＞

試算比較において経費負担が少ないこと、防災拠点

南部町防災訓練の実施に当たり、下図の区間が通

としての安全性が高いことなどを選定理由としまし

行止めとなります。ご不便をおかけしますが、ご理

た。

解とご協力をお願いします。

建設地の方針決定により、2020年度の完成を目
指し、今年度策定する基本計画において、庁舎およ
び公民館の機能、施設の規模や整備方針、基本理念
を定めることになりますが、建設地が国道から離れ
て周辺の道路も狭いという立地条件の課題もあるた
め、今後は連絡道路の整備についても検討します。

『南部町統合庁舎建設委員会』の委員を募集します
統合庁舎建設に向けた基本計画の策定にあたり、
整備方針や基本理念について広くご意見をいただく
ため、統合庁舎建設委員会委員を公募します。
１．意見をいただく内容
統合庁舎建設に関する事項(庁舎レイアウト、
省エネルギー対策、庁舎機能、外構整備等)
２．委員任期
委嘱の日から平成30年１月31日まで
３．募集人員
３人(応募理由により選考します。)
４．応募資格
（１）満20歳以上(平成29年６月30日現在)で町内
在住の方
（２）任期中、概ね月1回開催予定の当委員会に出
席できる方

５．応募用紙の配布先および提出書類
７月６日から各庁舎窓口等（役場本庁舎 総務課、
南部分庁舎 住民生活課 、健康センター 住民生活
課名川サービス班、剣吉支所）で配布する所定の
応募用紙に必要事項および応募理由
（400字程度）

を記載のうえ、役場総務課へ提出してください。
６．応募方法
提出書類は、南部町総務課宛に次のいずれかの
方法で提出してください。なお、応募に要する諸
費用(切手等)は本人負担でお願いします。
①各庁舎窓口等に設置している投函箱へ提出
②役場総務課宛にファクシミリを送信
③役場総務課庁舎建設対策室宛に郵送にて提出
④電子メールで提出
７．募集期間
７月７日（金）から７月21日（金）
８．選考方法および結果通知
町職員で構成する選考委員が、応募理由の記述
について、
「応募動機の明確性」
「文章の構成力」
「積
極的・建設的な発言の期待性」の3つの視点を基
に決定し、応募者全員に結果を通知します。
※詳細について、応募用紙の配布先に備え付けて
いる募集要領を必ずご確認ください。
【問合せ】 南部町総務課 庁舎建設対策室
☎0178-84-2111

７月号 広報なんぶちょう
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町営住宅の入居者を募集します
入居資格

その他

同居または同居しようとする

入居した日から２週間以内に転居（転入）の手続きをしてくださ

親族がある（単身入居は条件が

い／町営住宅では犬や猫などのペットを飼うことはできません／駐

ありますのでお問合せください）

車場は団地敷地内に１戸につき１台です。

／入居者および同居者の所得合
計が月額158,000円以下（入居

現地説明会（現地集合・解散）

者の構成により控除額が異なる

▷期日

場合があります）／住宅に困窮

▷日程

７月13日（木）

していることが明らか／税金を

佐野平団地：

９時～９時15分

滞納していない／連帯保証人２

牧野平団地：

９時20分～９時35分

名以上の届出ができる（原則と

相内団地：

９時40分～９時55分

して南部町内在住者で、内１名

ひろば台団地：

10時10分～10時30分

は親族）/入居者全員が暴力団

第２苫米地駅前団地：10時45分～11時00分

員でない

入居者の決定など
入居希望が複数あったときは、
書類選考および抽選（７月21

申込み方法
町営住宅入居申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて

日（金）10時：南部分庁舎3階

７月14日（金）12時までに建設課（南部分庁舎）または各住民生

会議室予定）になります。また、

活課サービス班に、本人か同居者が提出してください。

入居決定日から10日以内に連

＜必要書類＞

帯保証人の届出および敷金（家

①町営住宅入居申込書（建設課・各住民生活課サービス班にあります）

賃の３か月）の納付をしていた

②入居申込者および同居者の平成28年度所得課税証明書

だきます。

③入居申込者および同居者の町税の完納証明書
④住民票の写し（入居者全員が記載されているもの）

問合せ 建設課（南部分庁舎）

⑤現在、賃貸住宅にお住いの方は契約書の写し

☎0179-34-2518

⑥結婚を予定している方は、婚約証明書

入居募集住宅
募集
戸数

団地名

住所

構造

間取り

佐

野 平

団

地

1戸

大向字佐野平70- ３

木造平屋建

３Ｋ

牧

野

団

地

1戸

大向字牧野平７- ６

簡易耐火
2階建

３ＤＫ

地

１戸

相内字上ノ平10- ２

木造平屋建

２Ｋ

平字虚空蔵８- ３

木造平屋建

１ＬＤＫ・バス
水洗トイレ付

苫米地字四切35

木造平屋建

２ＤＫ・バス
水洗トイレ付

相

内

平

団

ひ ろ ば 台 団 地

第2苫米地駅前団地
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１戸
１戸
１戸

家賃

（所得に応じて決定します）

3,500～5,200円
16,100～24,100円
3,700～5,600円
17,400～25,700円
17,600～26,200円
17,500～26,100円

バイスタンダーサポートカード配布のお知らせ
八戸消防本部では、救急隊が救急現場に到着するまでの間、応急手当を実施していただいた方（バイ
スタンダー）の勇気ある行動に対し、感謝の意を伝えるとともに、相談窓口を記載したカードをお渡し
することで、そのストレスを少しでもやわらげ、住民の皆さんが安心して応急手当ができるようサポー
トに努めます。
１

バイスタンダーサポートカード

（表面）

（裏面）

２ カードの配付対象者
（１）救急現場において、応急手当を行っていた方
（２）救急隊等の協力要請により、救急活動に協力した方
（３）救急現場において、救急隊長等が配付すべきと判断した方
３ 配付方法
救急現場で、救急隊等が直接、バイスタンダーの方へお渡しします。
※救急活動を最優先させていただきますので、場合によってはお渡しできないこともあります。
４ 相談窓口について
応急手当実施後に、「私の応急処置がもっとよければ助かったのに・・・」「現場の状況を思い出し
て眠れない・・・」など、不安や悩みを感じることがありましたら、カードの裏面に記載されている
相談窓口までご連絡ください。
５ 個人情報について
傷病者の搬送先病院や予後等の個人情報については、お答えできませんので、ご理解いただきます
ようお願いします。
問合せ 八戸地域広域市町村圏事務組合
消防本部 指令救急課 ☎0178-44-4857

南部町自衛隊家族会

会員募集

南部町自衛隊家族会では、自衛隊員とその家族相
互の理解と親善を図り、防衛意識の高揚と自衛隊の
健全な発展育成を目指して活動しています。
活動内容

おはなし会
ハートフルライブラリーの皆さんによる読み聞か
せです。
事前申込みは必要ありませんが、未就学のお子さ
んは保護者同伴でお越しください。

研修会や懇親会等の開催、地元出身隊員の慰問お
よび激励会の開催、自衛官募集に協力する事業。自
衛隊基地や護衛艦等の見学会も実施しています。

期日
時間

７月23日（日）

場所

10時30分～11時

問合せ

名川中学校図書室１階

入会資格
自衛隊家族会の活動趣旨に賛同していただける人。

町民図書室

南部町立中央公民館
☎0178-76-2323

（自衛隊員の家族以外の人も入会できます。）
年会費
問合せ

2,000円
住民生活課（南部分庁舎）
☎0179-34-2509
７月号 広報なんぶちょう
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総合優勝制「グラウンドゴルフ大会」
５月21日、総合優勝制「グラウンドゴルフ大会」
がふるさと運動公園で開催されました。15チー
ムの選手たちが練習の成果を競い合い、見事に「あ
かねチーム」が優勝を飾りました。

優勝したあかねチーム

一本のいちぢく庭に根を下ろしペルシャ由来の夏実ふくらむ

田の堰を首振りながらのぞく猫水に映るはわれとも知らず

東京より帰りし孫のお土産はかはいい熊のお菓子が六つ

太陽発地球着の光戦がゴルフする吾が肌を灼きゆく

流水のごとくさやかに生きたきに車椅子ゆゑのろのろ動く

夜の更けを遠く聞きしは空耳か外かけゆきし音と識るまで

空晴れて田植機の音にぎやかに植ゑゆく早苗の豊作祈る

弓なりに里山廻らす苫米地の田の面の早苗しなやかに立つ

馬場

根市

坂上

工藤

奥寺

敬子

大羽澤榮子

馬場

操

昭子

政志

傅吉

裕正

睦子

大久保雪夫

川守田慶三

福地短歌会

郭公の声に目覚めて庭しごと夢中なるまま老いを忘るる

馬場

なんぶ短歌会

水害の工事終へたる土手に咲くタンポポの花黄のいろが濃し

綾子

一ノ渡

幸枝

坂本

山下

千年

旧南部議員や短歌舞踊など懸命なりし内村さん逝く

息災を願いて香りよき菖蒲高きにあげる初夏の習わし

鶴飼

敦子

佐々木冴美

茅葺の軒に挿しあるさみどりの菖蒲香りて小雨にゆるる

向山

あさ子

葦切のにぎやかな声湧き上がる自然堤防のこる川岸

「良き便り」の花ことば持つあやめ咲く孫の就職名刺の添えて

奥

八木田順峰

むかしから男の子に人気菖蒲の葉腰にさしたらキラリと光る

木村ひな子

病院の検査の予約は一年後生きてゐるかの保証はあらず

ふるさとの休耕地には姥百合や花菖蒲群れ蝶も飛び舞う

綾子

安ケ平千代

会

公園の群れ咲くあやめかもしだす風情にたるや光淋の絵に

川村

草

五月雨や木々の汚れを清め去りあやめうれしや万葉の歌

静子

若

美人にたとえし花菖蒲池のまわりにこれみよがしに咲きほこる

中野

青山

綮

旧端午屋根・神仏にしょうぶ上げ子等の健康願う風習

小林

あかね チーム
剣虎 チーム
剣吉森越 チーム

新入生いづれがあやめかきつばた入学式をしばし見守る

優 勝
準優勝
第三位

役立っています！ボートピアなんぶ交付金

町道の清掃作業（草刈り、泥上げ）を実施する町内会に、報奨金を交付しています。
平成28年度は48町内会が利用しました。

7 July
8

SAT

9

SUN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MON

TUE

WED

THU

FRI

江戸川ＧⅡ
戸田 宮島一般戦
モーターボート大賞 一般戦
浜名湖ＧⅢ中日カップ

住之江ＧⅢアサヒ
ビールカップ

SUN MON

若松一般戦

WED

常滑 三国
一般戦 一般戦

住之江一般戦

丸亀ＳＧオーシャンカップ

広報なんぶちょう ７月号

TUE

THU

びわこ一般戦男女Ｗ優勝戦

多摩川一般戦男女Ｗ優勝戦

桐生一般戦 新東通信杯・
ＭＢＰ福島開場６周年記念

19

SAT

FRI

SAT

SUN MON

TUE

WED

浜名湖ＧⅠ浜名湖賞
多摩川一般戦
蒲郡一般戦

桐生一般戦 JLCカップ

THU

FRI

平和島
一般戦

SAT

SUN

MON

戸田一般戦

びわこＧⅠびわこ大賞

宮島
一般戦

1

TUE

2

WED

4

FRI

5

SAT

津一般戦

6

丸亀一般戦

デーレース

7

SUN MON

8

TUE

戸田一般戦

芦屋ＧⅠレディースチャンピオン

丸亀
桐生一般戦
丸亀一般戦
一般戦 スカッとさわやか杯

住之江一般戦

3

THU

8 August

多摩川一般戦

住之江一般戦

若松一般戦

丸亀一般戦
ナイターレース

犬・猫の出張譲渡会
青森県動物愛護センターでは、

法定相続情報証明制度
５月29日（月）から全国の登

犬猫の適正飼養啓発および譲渡事

記所（法務局）において、各種相

便性を考慮して、出張譲渡会を実

情報証明制度」が始まりました。

日時

７月19日（水）

るのかを登記官が証明するもので

（旧八戸保健所）

相続手続きで戸籍謄本の束を何度

業を推進するにあたり、県民の利

続手続きに利用できる「法定相続

施します。

この制度は、法定相続人が誰であ

場所

す。制度を利用することで、各種

三戸地方保健所

時間・内容

13時15分～
13時30分～

受付開始

譲渡前講習会（犬

や猫を飼うにあたっての必要な
知識等を紹介します。）
14時30分～
譲渡動物

お見合い、抽選、

譲渡手続き

譲渡できる犬猫は健康状態を勘

案し、当日の朝に決定します。譲
渡できる犬猫がいない場合は講習

も出し直す必要がなくなります。
手続先が複数ある場合、手続き

が同時に進められる等、とても便
利な制度となっていますのでぜひ
ご活用ください。

発行に必要な書類等、詳しくは

法務局ホームページまたは、下記
までお問い合わせください。
問合せ

青森地方法務局八戸支局
☎0178-24-3346

お知らせ
information

行政相談・人権相談
期日

８月３日（木）

時間

13時～15時

場所 福地公民館、剣吉公民館、
南部公民館

問合せ

▷行政相談は総務課（本庁舎）
☎0178-84-2111
▷人権相談は住民生活課（南部
分庁舎）☎0179-34-2509

会のみを実施します。
譲渡の条件

7･8月の休日窓口開設日

青森県在住の成人の方で、譲渡

期日

前講習会を１年以内に受講した方。
60歳以上の方および一人暮らし

の方は後見人が必要です。（詳し
くはホームページまたは下記まで
お問い合わせください。）

※譲渡の際には3,000円の手数料
が必要になります。

名川地区、南部地区の方
へお願い
三戸地区衛生センター（し尿処

理施設）では、例年お盆前の７月

中旬から８月の旧盆前にかけて、

問合せ

青森県動物愛護センター
☎017-726-6100

し尿、浄化槽汚泥の搬入量が非常
に多くなります。今年も施設の処
理能力を上回る搬入量が予想され

７月1日（土）、15日（土）
８月５日（土）
、19日（土）

時間

８時15分～12時

場所 住民生活課（南部分庁舎）
業務内容

住民票・印鑑証明書
の交付、印鑑登録

※ 平 日 は、 予 約 制 で18時 ま で
窓口を開設しています。
問合せ

住民生活課（南部分庁

舎）☎0179-34-2509

ることから、施設の安定した処理

南部町職員配置替えついて
６月１日から社会教育課の２人

の職員が南部分庁舎勤務から中央
公民館勤務となります。
社会教育課

主幹兼班長

社会教育班

総括主査

田中

亨

秋葉真悟

を維持するため処理能力の範囲内
での受け入れとしますので、この
期間内に汲み取りを予定している
人は、お早めに汲み取り業者にご
相談ください。
問合せ

三戸地区環境整備事務組合
三戸地区衛生センター

南部町の人口と世帯数

（平成29年６月20日現在）

人

口

男
女

世帯数

対先月比

18,567人 （－11）
8,935人 （－５）
9,830人 （－６）
7,497世帯（＋４）

☎0178-75-1449

７月号 広報なんぶちょう
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放送大学10月生募集
放送大学では、平成29年度第

県税特例措置のお知らせ

ホタル観賞ナイトツアー

東日本大震災により被害を受け

２学期（10月入学）の学生を募

られた方々には、県税の特例があ

放送大学はテレビ等の放送やイ

例えば、被災した自動車や不動

＜ヘイケホタル観賞ナイトツアー＞
ボランティアガイドの案内で片

ります。

道約700㍍を往復してホタルを鑑

ンターネットを利用して事業を行

産（土地、家屋）に代わる自動車

期日

７月15日（土）～17日（月）

働きながら学んで大学を卒業し

車取得税・自動車税や不動産取得

場所

長坂下公園集合

集しています。

う通信制の大学です。

たい、学びを楽しみたいなど、様々
な目的で幅広い世代、職業の方が
学んでいます。

心理学・福祉・経済・歴史・文

学・情報・自然科学など、幅広い

や不動産を取得したときは、自動
税が軽減されます。

詳しくは、下記までお問い合わ

せください。
問合せ

分野を学べます。
出願期間

三八地域県民局県税部
☎0178-27-4455

賞します。
時間

19時50分～（雨天中止）
駐車可

（国道４号―幾久屋建材となり）
問合せ

剣吉ほたるの里

村長 出町 勝 ☎0178-75-1005

９月20日まで

問合せ・ご請求

放送大学青森学習センター
☎0172-38-0500

八戸サテライトスペース
☎0178-70-1663

＊放送大学ホームページでも受け
付けています。

果樹および野菜の補助事業の申込みを受付します
平成30年度の果樹（改植事業は今年度）、野菜
の補助事業（国庫、県単独）の申請を受付けしま
す。申請希望の方は期限までに農林課に申込んで
ください。

③野菜用機械・設備など
▶野菜の機械（植付機、定植機、収穫機、選別機
など）
▶野菜栽培用パイプハウス、内張カーテン、加温

補助対象

設備

①果樹（梨、さくらんぼ、桃、プラムほか）用機
械・施設など

補助率

１/ ２以内の額（申込みが予算額を上回

る場合には、補助率が低くなることがあります。）

▶苗木（新植）

申請期限

▶果樹の機械・施設（雨除けハウス、果樹棚、防

※改植事業は７月20日（木）

風網、防霜ファン、選果機など）
②果樹改植

※未収益期間への助成。

▶りんごからりんご
▶りんごからりんご以外の果樹
▶りんご以外の果樹からりんご以外の果樹

７月31日（月）

申込み 農林課に備え付けてある申請書に記入し、
導入する機械、設備、苗木などの見積書、カタ
ログを添えて提出してください。

問合せ

農林課（中央公民館内）
☎0178－76－2308

＜申込みされる場合の注意事項＞
県では、県内の市町村からの申込みを取りまとめてから、補助内容を決定するため、補助対象、
補助率が変更されることがあります。また、改植事業については当町への予算配分により、不採
択または平成30年度へ先送りとなる場合があります。なお、機械、設備の申込みは、老朽化等の
理由による買い替え（更新）は認められません。
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採用試験情報

自衛官

募集
海
空

航空学生

採用予定人数

応募資格

募集締切

一次試験

高 卒（ 見 込 含 ）
約70人（内女子若干名） 23歳未満の者
９月８日（金）
約70人（男女区別なし） 高 卒（ 見 込 含 ）
男子
女子

一般曹候補生

９月18日（月）

21歳未満の者

約4,000人
約300人

18歳 以 上27歳 未
満の者

９月８日（金） ９月16（土）～18日（月）

※自衛官候補生は、年間を通して受付しています
問合せ

自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所

消防職員
採用予定人員

募集

消防士（Ａ）[大学卒]

消防士（Ｂ）[短大卒・高校卒]
試験日

☎0178-45-1920

３名程度
６名程度

受験申込期間
７月31日（月）～８月18日(金)

問合せ

八戸消防本部総務課

９月17日(日)

☎0178-44-2132

公共職業訓練「住宅建築施工科」９月期受講生募集および訓練見学説明会参加者募集
青森県職業能力開発促進センター八戸実習場では、
離職された方々の早期再就職を図ることを目的とし
た公共職業訓練「住宅建築施工科」の受講生を募集
します。
応募資格 ハローワークに求職の申し込みをしている方
訓練内容 木造住宅の施工方法に関する技能・知識
の習得（建築CAD、構造材施工、内外装
施工、測量技術など）
訓練期間 平成29年９月11日（月）～
訓練場所
定
員
受 講 料

申込み

７月５日（水）～８月９日（水）
ハローワークへ
問合せ 青森職業能力開発促進センター八戸実習場
TEL 0178-73-5535
FAX 0178-73-5536
■訓練見学説明会
訓練内容をより理解していただくため、次のとお
り、訓練見学説明会を開催し参加者を募集します。
日

平成30年３月７日（水）
青森職業能力開発促進センター八戸実習
場
15人
無料（テキスト代等別途）

時
場

時

７月18日（火）・８月１日（火）
（都合のよい日どちらかをお選びください）
間 午前10時～12時
所 青森職業能力開発促進センター八戸実習場

参加料
申込先

無料
上記、問合せ先に同じ

「聞こえにくさ」を感じたら、まずはご相談下さい。あなたも耳からアンチエイジングをしませんか！

認定補聴器専門店

メガネショップナカムラ
三戸町八日町33

○営業時間 平日9:00～19:00
○定 休 日

TEL 0179（23）5433
第２・４日曜

10:00～18:00

第１・３・５の土曜日、日曜と祝日（御電話で対応可）

脳で聞く為の補聴器を
認定補聴器技能者がサポートいたします
南部町中央公民館

１F

13:00～16:30
南部町健康センター
9:00～12:00

奇数月

第３木曜日

１F会議室
偶数月

第３木曜日

７月号 広報なんぶちょう
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７月～９月定例労働相談会
対象者

個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解

県内の労働者、事業主

雇・賃金引下げ・長時間労働・パワハラなど）につ

相談員

いて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。

※青森県労働委員会

青森県労働委員会委員

青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門
開催日時および場所
開催日

７月４日㈫

時

的知識をもつ、公益委員(弁護士等)、労働者委員(労
間

場

れており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。

青森県観光物産館
アスパム

午後６時
～午後８時30分

働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)で構成さ

所

費

問 合 せ

防災行政無線を通話料無料で聴き直せます
通話料無料

☎0800-800-2622
編集後記

三戸郡総合体育大会では、今まで真近で見た
ことのなかった弓道競技が特に印象的でした。
凛とした佇まいと、静寂の中、的を射る音の
響きは一つの芸術のようで感動しました。【Ｋ】
23

広報なんぶちょう ７月号

青森県労働委員会事務局
TEL 017-734-9832
FAX 017-734-8311

語らいの会

固定資産税（２期） 国民健康保険税（１期）
後期高齢者医療保険料（１期） 介護保険料（１期）
納期限・口座振替日 ７月31日（月）
問合せ 税務課（南部分庁舎）☎0179-34-2586

随時受付
（事前受け付けしています）

８月１日㈫ 午後１時30分
青森県労働委員会
～午後３時30分 （県庁国道側向いみ
９月５日㈫
どりやビル７階）

今月の納期

無料

利用方法

（５階 白鳥・夏泊）

南部町精神障害者家族会「まべちの会」では、
精神に障がいのある人の家族が集まり、自由に
語らい交流しています。申し込みは不要です。
興味のある人はお気軽にご参加ください。
期 日 ７月15日（土）
時 間 11時～13時30分
場 所 南部老人福祉センター
問合せ 健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7101

用

町営市場の販売状況（平成29年5月16日~平成29年6月15日）
品名

大

販売数量
（kg） 売上額
（千円） キロ単価
（円） 前年単価（円）

根

17,460

1,885

108

86

ゴボウ

3,576

1,036

290

276

小かぶ

2,447

287

117

118

52,528

16,481

314

332

にんにく

1,808

3,150

1,742

1,242

長芋の種

4,829

767

159

255

生にんにく

1,048

1,241

1,184

1,108

キャベツ

11,440

898

78

102

ね

19,586

5,152

263

297

714

235

329

370

きゅうり

9,328

2,567

275

256

トマト

5,554

1,806

325

327

アスパラガス

420

454

1,080

883

ブロッコリー

400

131

327

211

シイタケ

743

437

589

544

さやいんげん

1,360

979

720

569

さやえんどう

489

553

1,130

945

スナップえんどう

249

259

1,042

885

20

238

11,880

9,450

長

芋

ぎ

ほうれん草

干

菊

７月２日（日）、５日（水）、９日（日）、12日（水）、16日（日）、
17日（月）、23日（日）、26日（水）、30日（日）
８月６日（日）、11日（金）、13日（日）、14日（月）、15日（火）、
16日（水）、20日（日）、23日（水）27日（日）

６年ぶりの総合優勝

出場町村の総合順位

第69回三戸郡総合体育大会
６月10・11日の２日間、第69回三戸郡総合体育大会が、新郷村を

主会場に行われ、郡内６町村の選手が熱戦を繰り広げました。
16競技すべてに出場し、陸上競技男子・女子、バレーボール女子、
卓球男子、弓道、剣道、バドミントンの７種目で優勝を飾りました。
２年続けて総合２位の悔しさを勝利への執念に変え、２位と1.5点
差の大接戦を制し、見事６年ぶり２度目の総合優勝を果たしました。

華麗なジャンピングスマッシュ

順

位

町村名

得点

優

勝

南部町

89.5

準優勝

五戸町

88.0

３

位

三戸町

76.5

４

位

階上町

72.5

５

位

田子町

39.0

６

位

新郷村

33.5

積極果敢な鋭い「メン」

一球入魂！全力投球

力走を見せた陸上競技トラック種目

泰然自若の精神力で優勝を飾った弓道

南部町体育協会

工藤

忠善会長に

優勝インタビュー

どの町村も全種目に参加するこ

とは難しい状況の中、今年は相撲・
柔道への参加もかない、各種目で

選手達が全力を出し切ってくれた

ことが優勝の要因の一つだと思います。

今回の総合優勝を追い風に、今年９月の県民駅伝競走

大会でも、チーム一丸の走りで、南部町に元気や勇気を
届けられるような結果を残したいです。
力強い突き押しで２位に健闘した相撲

体育協会としても選手を全力でサポートしていきます。
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