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昭和50年ごろ

昭和47年ごろ 拡張された市場に並ぶリンゴ
買い受け人のセリの様子

年ごろ

年のあゆみ

50

店が入店︒新

にぎわう︒

い出しに訪れる人で

とより近県からも買

判を呼び︑県内はも

値段の安さなどが評

鮮 さ︑ 品 数 の 多 さ︑

成︒

仲卸マーケットが完

本格的な営業がスタート︒

許可を受け︑南部町営地方卸売市場の

県知事から地方卸売市場としての開設

場が業務を開始︒

﹁ セ リ 市 場 ﹂ と な り︑ 南 部 町 営 青 果 市

転︒それと同時に買い手が値段を競う

能が十分発揮できるように現在地に移

年々増加する出荷物に対応し︑市場機

売り市場﹂を開設︒

売り手が一対一で取り引きする﹁相対

ビスのひとつとして︑駅前に買い手と

向村が国鉄から土地を借り︑行政サー

売りさばいていたことが市場の始まり︒

節の野菜や果物を持ち寄り︑行商人に

戦前︑三戸駅付近に農家の人々が︑季

町営市場
昭和

昭和 年

昭和 年

昭和 年

昭和 年

11

年の節目

市場のはじまり
戦 前 に︑ 旧 向 村 の 有 志 た ち が︑ 民
家の空き地に市場を開いたことが︑南
部町営地方卸売市場の始まりと言われ
ています︒その後︑取り引き量が増加
していき︑昭和 年に︑現在の建物に
隣接した場所に青果市場を新築し︑同
時にセリ市場となり︑本格的な卸売市
場の開設となりました︒

発展していく町営市場
年々出荷量が増加した市場は︑それ
までの売り場での対応が難しくなった
ため︑平成３年３月に規模拡大︑機能
を充実させた現在の市場となりまし
た︒
市 場 を 新 築 し た 後 の 平 成 ３ 年 度 は︑
売上金額が 億５７５万円を超え︑セ
リ市場として開設した昭和 年度の約
その後︑市場では︑環境に配慮した
バッテリー駆動のフォークリフトの導
入や全照明のＬＥＤ化︑光センサーに

17

41

２倍︑過去最高額となりました︒

41

24

50

44

41
50
57
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活気あふれる取引でにぎわう市場を目指しながら

昭和11年ごろの三戸駅付近

日本唯一の公設公営の市場
南部町営地方卸売市場

昭和24年 国鉄から土地を借りた市場の様子

昭和41年

南部町営青果市場を新築

今日も活気あるセリが行われています

当時は手作業やリアカーにより
荷降ろしを行っていました

年々、出荷物が増え続け賑わいました

整備を進め、現在の市場へ

昭和53年 売上額が初の30億円突破

よる糖度測定器を導入し︑糖度
度以

上のリンゴを﹁光センサー測定りんご﹂

58

先 進 的 だ っ た コ ン ピ ュ ー タ ー を 導 入︒

環境対策として

フォークリフトの

バッテリー化︒また︑

精算・統計事務処理の簡素化を図る︒

新しい市場︵現在の建物︶が完成︒

昭和 年

平成３年

町村合併により南部町が誕生︒

18
光センサーの糖度測

定器を導入し︑糖度

度以上のリンゴを

﹁光センサー測定り

んご﹂として販売を

開始︒

電光掲示板を設置︒

13

13

平成 年

19

として販売するなど事業を展開してき

年度には︑リンゴの高値を背

33

平成 年

平成 年

21

ました︒

平成

27

億 ３ ３ ７ ３ 万 円 と︑

億円を突破しました︒

30

景に売上金額が

合併後初めて

信頼されるよりよい市場へ

市場では︑販売手数料を７％に設定

しています︒また︑少量や規格外の農

産物も受け入れています︒小規模の兼

業農家も気軽に出荷でき︑生産者が安

心して農産物を出せる産地市場とし

広報なんぶちょう ７月号

て︑そして買受人が適正な価格で取り
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25

市場コンテナ冷蔵庫を更新︒

感謝状を受け取る沼畑新三さん

平成 年

南部町営地方卸売市場の開設 50 周年を祝い、
６月 21 日にふれあい交流プラザで記念式典が開
催され、関係者ら約 150 人が市場のさらなる発
展を誓いました。
式典では、半世紀を振り返る記念映像を上映後、
開設者である工藤町長が「生産者並びに買受人の
協力により、市場価格が安定し続けてきたことが、
市場繁栄の源と確信している。今後も地方の農業
振興、地域経済発展のため努力していきます」と
式辞。長年、市場運営に寄与し、地域活性化のた
めに貢献された沼畑新三さん（大新沼畑青果株式
会社）、
谷内角次さん（谷内商店）
、谷内昭三さん
（谷
昭青果）の３人に工藤町長から感謝状が贈られま
した。

引きすることのできる︑よりよい市場

南部町営地方卸売市場 開設 50 周年記念式典

を目指します︒

市場のさらなる発展を誓う

まちの話題

初の名誉町民

川守田三次郎さんに名誉町民表彰授与
川守田さんへインタビュー
国際音楽の日音楽会の開催
平成７年に出身校の剣吉小学校が創立 120 周年を
迎え、それを記念してピアノを寄贈したことが始まり
です。偶然にもこの年は、法律で定められた第１回目
の「国際音楽の日」の年でもあり、ピアノのお披露目
を兼ねて、剣吉小学校で「第１回国際音楽の日音楽会」
を開催しました。翌年の第２回目からは、国際音楽コ
ンクールなどで活躍する女性演奏家である森知英さん
をお招きし、現在まで毎年音楽会で演奏していただい

川守田三次郎さん㊧と妻ちよゑさん

川守田三次郎さんは、町や学校などに 6,300 万円
相当の楽器を寄贈されたほか、
「国際音楽の日 音楽会」
の開催に尽力し、町内の子どもたちに音楽の素晴らし
さと楽しさを広め、音楽を通した魅力あるまちづくり
に貢献された功績により、今年３月に南部町第１号の
「南部町名誉町民」に選ばれました。
６月８日、議会定例会終了後に議場で行われた授与

ています。当時は小学校の体育館での演奏会だったた
め音が響きませんでしたが、森さんが「子どもたちが
一生懸命演奏を聴いてくれるのが、とてもうれしい」
と話してくれたことが心に残っています。

子どもたちからの宝物
21 回の開催を数えた音楽会には、延べ 10,720 人の
子どもたちが参加しました。子どもたちが毎回「ピア
ノの演奏がすごかった」
「川守田さんのおかげでプロ
の演奏が聴けます。ありがとうございます」といった
感想文を送ってきてくれ、それが私の最高の宝物です。

式には、川守田さんと妻ちよゑさんが出席。議員や学

名誉町民になられたお気持ちは

校関係者らが参列する中、工藤町長から表彰状と名誉

名川町、そして合併して南部町になり、色々なとこ
ろで生まれた絆が積み重なり、ふるさとから受けた分
のお返しをしたいという思いが、学校への楽器の寄贈
につながり、そして、今回名誉町民に選んでいただい
たことにつながったと思っています。

町民章が授与されました。川守田さんは、
「受章でき
たのは、皆さんのご指導とご鞭撻のたまものです」と
晴れやかな笑顔で感謝の言葉を述べました。

新入生が真っ赤な初夏の味覚を満喫
６月 15 日、西谷博さん（剣吉）が、町内６校
の小学１年生約 100 人をサクランボ狩りに招待
しました。
子どもたちは「甘くておいしい」と歓声を上げ
ながら、園内を思い思いに散策し、サクランボを
お腹いっぱいになるまで満喫しました。

さくらんぼをもぎ取る児童

剣吉商店会が「はばたく商店街30選」に選出
剣吉商店会が、他団体と連携し様々な活動を展
開していることが評価され、経済産業省の「はば
たく商店街 30 選」に選ばれました。
５月 25 日に工藤町長へ報告に訪れた久慈会長
らは「イベントなどを開催し、もっとお客さんに
来てもらい、剣吉商店街をもっと笑顔でいてもら
えるような商店街にしたい」と意気込みを語り、
工藤町長は「受賞を励みに、活気ある商店街へと
盛り上げてください」と激励しました。

（左から）出町州央副会長、久慈明彦会長、工藤町長、
立花四二子副会長
広報なんぶちょう ７月号
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TOWN

TOPICS

地元の駅をきれいに気持ちよく

新緑の名久井岳を駆け抜ける

剣吉小

名久井岳トレイルランニング

剣吉駅清掃活動

５月 30 日、剣吉小学校（中村大安校長）の６

総合型クラブななっちは、５月 29 日に「名久

年生児童 22 人が、剣吉駅の待合室やトイレなど

井岳トレイルランニング」を開催し、県内外から

の清掃活動を行いました。

参加した約 160 人が、チェリリン村オートキャ

以前に剣吉中学校が行っていた清掃活動を剣吉
小学校で引き継いで実施。児童らは床をほうきで
掃いたり、
窓を拭くなどして駅をきれいにしました。
児童は「自分たちが使う駅がきれいになってよ
かった。地域の人たちが駅を使う機会が増え、気
持ちよく使ってもらえたらうれしいです」と笑顔

ンプ場を発着とした 12㌔と 22㌔のコースに分か
れて、自然の中を駆け抜けました。
12㌔コースをトップでゴールした三浦頌太さ
ん（盛岡市）は「きついコースだったが、景色が
良く気持ちよく走れた」と笑顔で語りました。
また、会場では一般来場者向けのイベントも開

で話しました。

催され、幅広い年代の来場者が楽しみました。

待合室を掃除する児童たち

起伏の多い山道を走る参加者たち

南部町のサクランボを味わって

人が明るくなれる商店街に

南部町さくらんぼ狩りセレモニー

名久井農校

剣吉商店街緑化活動

６月 24 日、南部町さくらんぼ狩りセレモニー

名久井農業高等学校の園芸科学科の生徒 96 人

が楽楽ホールで開催され、関係者ら約 100 人がサ

が、地域の美化活動として、剣吉商店街に「ペチュ

クランボの豊作とイベントの成功を願いました。

ニア」を植えたプランター 185 個を設置しまし

セレモニーでは、南部町フルーツ狩り実行委員
会の川守田義雄会長が「農家の皆さんが大切に育

た。
生徒たちは「水やりにご協力をお願いします」

てたおいしいサクランボを、楽しんでもらえると

と住民に声をかけながら、軒先にプランターを置

確信している」とあいさつ。工藤町長は「今年は

いてまわりました。活動を終えた生徒は「花がいっ

好天により豊作。園地によるバラつきも少ないの

ぱいで、気分が沈んでいる人も明るくなれるよう

で、多くの方においしいサクランボを味わっても

な商店街になってほしい」と達成感あふれる笑顔

らいたい」と、初夏の味覚を PR しました。

で語りました。

セレモニーにはフルーツ娘となべまるも登場

ペチュニアを植えたプランターを運ぶ生徒

5
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平成28年度南部町フルーツ娘

９人が南部町産のフルーツをＰＲします

平成 28 年度南部町フルーツ娘の委嘱式が、５月 26 日に

（前列左から）

チェリウスで行われ、新たに選ばれた６人と昨年から引き続

砂葉 実香 さん

（後列左から）
川守田知穂 さん

き選ばれた３人が工藤町長から委嘱状を受け取りました。

日渡 亜貴 さん

工藤 麻美 さん

松本 奈緒 さん
佐々木理恵 さん

山田 果穂 さん
石和 萌香 さん

今後、９人は町内外で開催されるイベントなどで、南部町
産のフルーツを PR していきます。

久保美沙希 さん

ふれあい交流プラザをご利用ください
冠婚葬祭、各種会
合、イベント、サー
クルなどで会場をお
探しの人は、ふれあ
い交流プラザをどう
ぞご利用ください。
●施設情報
所在地

南部町大字大向字泉山道９− 87

駐車場

30 台

開館時間
休館日

９時〜 22 時
毎週火曜日、年末年始

アクセス

青い森鉄道線「三戸駅」から徒歩１分

南部町防災訓練

７月31日に開催

場所 町民体育館前、南部中学校周辺
時間 ７時 30 分〜 12 時（※雨天中止）
訓練には、防災ヘリ、ドクターヘリが参加予定で
す。また、会場内に設
けられた展示・体験ブー
スでは、普段見ること
のできない機器をご覧
いただけます。
ぜひご来場ください。
＜交通規制のお知らせ＞
南部町防災訓練の実施に当たり、下図の区間が通
行止めとなります。ご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。

南部
中学校

申請方法や使用料など、詳しくはホームページをご覧
ください
★南部町ホームページ＞公共施設＞レジャー・観光
施設＞コミュニティ施設＞ふれあい交流プラザ

まずは、電話で空き状況をご確認ください！
問合せ

南部分庁舎 住民生活課 ☎ 0179-34-2509

７時 30分〜12時
車両通行止め

町民
体育館
薬王堂
４
問合せ

総務課（本庁舎） ☎ 0178-84-2111
広報なんぶちょう ７月号
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て︒４月１日から栄区長に就

南部町の皆様︑はじめまし

す︒

ただきま

させてい

最南部に

任いたしました小山内いづ美

この度は︑広報なんぶちょ

位置して

栄区は︑

うの紙面をお借りして︑横浜

い ま す︒

いづみ︶でござ

市栄区友好交流通信を始めさ

歴史的に

︵おさない

せていただくことになりまし

遡りますと︑かつては旧鎌倉

横浜市の

た︒これからは︑栄区の情報

郡 に 属 し て い た こ と も あ り︑

います︒

を発信して︑南部町の皆様に

的遺産が数多く存在しており

中世期以降の鎌倉文化との結

南部町の皆様には︑７年前

ます︒また︑緑があふれ︑鳥

栄区をもっと知ってもらいた

から栄区民まつりに参加いた

のさえずり︑まち中に流れる

びつきが強く︑歴史的・文化

だ い て い ま す︒ 特 産 品 の フ

いたち川のせせらぎが聴こえ

大学と連携した取り組みを募集

いと思います︒

ルーツや野菜の販売などを通

ても住みやすいまちです︒

る︑自然とまちが共生したと

11

して交流を続けてまいりまし

月７日に開催され

また︑今年度栄区は︑区制

30

た︒昨年

た第 回栄区民まつりの開会

様々なイベントを企画してお

周年という節目の年となっ

今後は︑南部町と

ります︒南部町の皆様も大歓

セレモニーでは︑友好交流協

栄区との交流を今

迎ですので︑是非いらしてく

月開催のバース

まで以上に盛んにし

ださい︒南部町と栄区の︑今

て お り︑

ていきたいと思いま

後のますますの発展をお祈り

定を締結させていた

す︒ そ の た め に は︑

申し上げて私のあいさつとさ

デーまつりをはじめとした

お互いを知ることが

せていただきます︒

だきました︒

大 切 で す の で︑ 栄

区について少し説明

11
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ふるさと自慢わがまち CM 大賞
出品作品募集

町では、地域づくり団体や地域人材の育成、地

町では、青森朝日放送（株）が主催する「第

場産業の育成・振興、住民の健康増進・スポーツ

16 回ふるさと自慢わがまち CM 大賞」に出品す

振興などに関して、八戸学院大学および八戸学院

る作品を募集しています。

短期大学と協定を結び、連携した取り組みを進め
ていくことにしました。
つきましては、住民の皆さんから連携した取り
組みのアイディアを募集しますので、連携して取
り組むことができる考えをお持ちの団体の方は、

応募の中から優秀作品１点を町の代表作品とし
ます。
応募資格

中学生以上の町民

（代表者は町内在住・在勤の成人）
応募方法

出品する人は商工観光交流課に備え付

特に期限は設けませんので、下記の窓口までアイ

けてある申込書に必要事項を記入のうえ、７月

ディアの提案をよろしくお願いします。

22 日（金）までに提出してください。

対象

町内に所在地を置く NPO 法人、任意の地

域づくり団体、学校など
申込み・問合せ
企画財政課（本庁舎）☎ 0178-84-2112
7
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応募作品

30 秒の VTR-CM

作品提出期限

９月２日（金）

申込み・問合せ
商工観光交流課（本庁舎）☎ 0178-84-2119

これから暑くなってきます

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
暑さへの慣れなどが影響して起こります。気温がそれ
ほど高くない日でも、湿度が高く風が弱い日や、体が
暑さに慣れていない日は注意が必要です。
特に高齢者は、体内の水分量が少なく、暑さに対す
る感覚が鈍くなるので注意が必要です。また、心臓病
や腎臓病などの持病をお持ちの人も十分注意しましょ
う。めまいや頭痛、吐き気、体がだるいなどの症状が
改善しない場合は医療機関を受診しましょう。

―熱中症の予防法―
・こまめに水分補給をしましょう
・涼しい服装をし、外出時には日傘や帽子を利用
しましょう
・こまめに休憩しましょう
・暑いときは無理して動かないようにしましょう
・涼しい場所や施設を利用しましょう
・部屋の風通しを良くしましょう
・エアコンや扇風機を上手に利用しましょう
・シャワーやタオルで体を冷やしましょう

活用しよう クールシェア

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
涼しい場所に集まってみんなでコミュニケーション
町では熱中症対策の一環として、気温が 30 度を超
えるような猛暑の際に、一時的な避暑地として施設を

原則、最高気温が 30 度以上となる日
に開放します。

開放します。どうぞご利用ください。
開放施設

開放となる場合は、

・南部町健康センター ・ぼたんの里

当日、防災無線で皆

・ゆとりあ

さんにお知らせしま

・名川老人福祉センター

期日 ９月末頃まで（土・日・祝日・お盆期間を除く）
時間

す

問合せ

８時 15 分〜 17 時
健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7100

献血にご協力ください
病気やけがなどで輸血を必要としている人の命を
救うため、18 歳〜 69 歳の人の献血をお願いします。
期日

７月 22 日（金）

自分の健康状態が気になったらまず相談！

達者 de 健康相談
南部町健康センターでは、毎月第２・４月曜日
（祝日除く）に健康相談を開催しています。夕方
の時間帯も実施していますので、仕事帰りに利用
していただくことができます。ご夫婦、ご友人同

時間 ９時〜 11 時 30 分

士のご利用もお待ちしています。

▼

▼

株式会社 夏堀組
南部町健康センター

時間 13 時〜 16 時
その他
・今回は400ml の献血のみです

７月分の開催日

７月 11 日、25 日

時間 13 時 30 分〜 17 時、
17 時 30 分〜 18 時 30 分
会場 南部町健康センター２階 運動指導室
内容

・安全で責任のある献血をお願いするため、運転免

体組成計での体脂肪・筋肉量測定、血管年齢測

許証など本人確認ができるものをご持参くださ

定、骨密度測定、血圧測定、保健師・栄養士に

い。

よる健康相談

問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7101

問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7100
広報なんぶちょう ７月号
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「すこやか南部」通信 パート４

今月のテーマ：運動

プラス 10 からはじめる運動習慣 （ちょこっと運動）
今より１日 10 分多く体を動かしましょう！家事や仕事の合間に、
筋トレやストレッチ、ウォーキングなど、
ちょこっと運動を生活に取り入れてみましょう。
【運動を取り入れるコツ】
・「ながら」体操
例）・朝の目覚めに全身伸ばし

・足首の曲げ伸ばし

・台所で片足立ち

・かかとつま先上げ

・腰まわしテレビを見ながら肩回し

・ふくらはぎ伸ばし

・腰背部や背中のストレッチ

など

・楽しくウォーキング
生活の中に歩く機会を見つけましょう。速く歩いたり、距
離を増やしたり、腕を大きく振る、大股に歩くなど、いつ
もより少し運動を意識してみましょう。

トレーニング器具のご利用を！ 下記施設に器具を設置しておりますのでご利用ください。
施設名

利用時間

利用料金

休館日

南部町民体育館
（☎ 0179-34-2761）

9 時〜 21 時

町民は無料

Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 0178-76-3310）

9 時〜 21 時（日曜・祝
祭日は 17 時まで）

高校生 80 円（夜間 170 円）
一般 100 円（夜間 220 円） 毎月第 2・4 火曜日
※夜間（18 時〜 21 時）

バーデパーク
（☎ 0178-84-2850）

10 時〜 21 時（日曜・祝
祭日は 17 時まで）

温泉入浴料 450 円

南部町健康センター
（☎ 0178-60-7100）

毎月第 2・4 火曜日

毎月第 3 木曜日

特定保健指導や健康相談でご利用いただけます
問合せ

臨時福祉給付金（高齢者向け）の申請はお済みですか？

申請期限は８月19日（金）です
臨時福祉給付金（高齢者向け）は、賃金引き上

健康福祉課（健康センター） ☎ 0178-60-7100

精神障害者家族会「まべちの会」

語らいの会参加者募集
南部町精神障害者家族会「まべちの会」では、

げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方々

精神に障害のある人の家族が集まり、自由に語ら

を支援し、平成 28 年前半の個人消費の下支えを

い交流しています。申し込みは不要です。興味の

するために支給されるものです。

ある人はぜひお気軽にご参加ください。

町では、給付の対象と思われる人には申請書を
お送りしています。申請期限の８月 19 日（金）
を過ぎると給付金が受けられなくなります。申請
していない人は、お早めに申請をお願いします。
問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7101

9
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期日 ７月 16 日（土）
時間 11 時〜 13 時 30 分
会場 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

３件の新しい町指定文化財
①

①
聖寿寺館跡出土金箔土器
有形文化財 考古資料３点

②

③

平成 26 年７月１日、８月５日、平成 27 年
６月 11 日に、史跡聖寿寺館跡発掘調査で出土
しました。中世の素焼きの土器で器型は皿です。
内外面に黒漆を塗り、その上から金箔を施して
います。東北地方の中世城館出土は、極めて珍
しく、中でも金箔装飾した事例は、東北地方で
は聖寿寺館跡が初めてです。

③

②
向鶴銅製品
有形文化財 考古資料１点

八木田の十三塚
史跡 ９基

平成 26 年９月 24 日に、史跡聖寿寺館跡発掘
調査で出土しました。
両翼を広げた鶴を円形に彫刻し、その二つを向
い合わせにしています。
巧みな技法で仕上げられており、武器武具の装
飾品と考えられます。
南部氏関連の城館跡から、鶴丸を意匠とした中
世遺物の出土は、これが初めてです。

所有者 夏坂秀一 氏
所在地 片岸字八木田 65
修験者が死者の追善のため、明徳四年 1393
年十三塚を築いて祈祷の場としていました。付
近に御嶽神社の宮司を務める八木田氏の墓所が
あり、八木田氏に関連しているものと考えられ
ています。御嶽神社創設の由来は憤死した備中
の次男が創建したと伝えられています。

果樹および野菜の補助事業の申込みを受付します

期限までに農林課に申込んでください。
補助対象

▼ ▼

①果樹（梨、さくらんぼ、桃、プラムほか）用
機械・施設など
苗木（新植）
果樹の機械・施設（雨除けハウス、果樹棚、
防風網、防霜ファン、選果機など）
②果樹改植

▼

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）
▼

平成 29 年度果樹、野菜の補助事業（国庫、県
単独）の申込みを受付けします。申込希望の方は

野菜栽培用パイプハウス、内張カーテン、加温
設備
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。）
申込期限

７月 28 日（木）

※未収益期間への助成。

☎ 0178-76-2308

▼ ▼ ▼

りんご以外の果樹からりんご以外の果樹

申込み 農林課に備え付けてある申込書に記入
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）

りんごからりんご
りんごからりんご以外の果樹

＜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、申込みされた機械、設備あるいは苗木等が補助対象から外れた場合
は補助事業により導入できない場合もあります。
機械、設備の申込みは、古くなったための買い替えは認められません。

広報なんぶちょう ７月号

10

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
新規学卒就農者支援事業
農家出身で平成 27 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 27 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 27 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）
新規就農者定住支援事業
新規参入者で平成 27 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

南部町 新規就農者支援事業
問合せ

●補助期間
３年間 ※事業終了後３年以上の就農が条件

検索

農林課（中央公民館）
☎ 0178-76-2308

機構は農地の交換・集約化も進めます

ుǂֆܚƨƁƮƋǃŻ
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 28 年度
の単価は、平成 29 年１月頃に決定する予定です。
協力金名
経営転換協力金
機構に農地を貸し付けてリタイアまたは経営部門を廃止
する場合

農地の貸付面積
0.5ha 以下
0.5ha 超 2.0ha 以下
2.0ha 超

耕作者集積協力金
機構に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）

28 年度の目安額
18 万円／戸
30 万円／戸
42 万円／戸
0.6 万円／ 10a

２割超５割以下
５割超８割以下
８割超

0.9 万円／ 10a
1.2 万円／ 10a
1.5 万円／ 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
11
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平成 28 年 7 月
【病院健診】
南部町医療センターで平日に受診でき
ます。
【集団検診】
受付時間など、詳しくは各世帯へ配布
した申込書をご覧になるか健康福祉課
（ ☎ 0178−60−7100）へお問い合わ
せください。

木

Thursday

金

Friday

8

9

可燃 名川 A・南部 A・福地

かわむら 川 外
はらだ 医療セン
かわむら はらだ
川 外

}
}

四種混合・三種混合
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘

15

新・雑・チラシ・段・その他紙 名川 A・南部 A

可燃 名川 A・南部 A・福地

}

}

四種混合・三種混合
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘

かわむら はらだ …ＢＣＧ

かわむら はらだ …ＢＣＧ

21

22

ペットボトル 名川 B・南部 B

可燃 名川 A・南部 A・福地

粗大 上川原・高瀬・沖田面
乳児健康診査
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

}

}

10

}

四種混合・三種混合
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘

かわむら はらだ …ＢＣＧ

可燃 名川 B・南部 B

四種混合・三種混合・ポリオ
かわむら 川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

17
23

鍋の日

かわむら 川 外
はらだ 医療セン

可燃 名川 B・南部 B

四種混合・三種混合・ポリオ
かわむら 川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

16

かわむら 川 外
はらだ 医療セン

Sunday

ＢＣＧ

14
粗大 上名久井（下）・門前
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

土 Saturday 日

可燃 名川 B・南部 B

四種混合・三種混合・ポリオ
かわむら 川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

24

かわむら はらだ …ＢＣＧ

28

29

ペットボトル 名川 A・南部 A

可燃 名川 A・南部 A・福地

粗大 法光寺・鳥舌内・赤石
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

かわむら 川 外
はらだ 医療セン

4
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5

新・雑・チラシ・段・その他紙 名川 B・南部 B
粗大 鳥谷・玉掛
1 歳 6 か月健康診査
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

}

30

}

四種混合・三種混合
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘

かわむら はらだ …ＢＣＧ

かわむら 川 外
はらだ 医療セン

四種混合・三種混合・ポリオ
かわむら 川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

31
6

可燃 名川 A・南部 A・福地

}

四種混合・三種混合
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘

かわむら はらだ …ＢＣＧ

可燃 名川 B・南部 B

可燃 名川 B・南部 B

四種混合・三種混合・ポリオ
かわむら 川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

7

かわむら はらだ …ＢＣＧ

11 山の日

12

13

可燃 名川 A・南部 A・福地
新・雑・チラシ・段・その他紙 名川 A・南部 A
粗大 沢田・野場・助川・横沢・諏訪ノ平
かわむら 川 外
はらだ 医療セン

}

四種混合・三種混合
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘

可燃 名川 B・南部 B

四種混合・三種混合・ポリオ
かわむら 川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

14

かわむら はらだ …ＢＣＧ
乳幼児予防接種（実施医療機関） ※接種の種類・医療機関により予約方法が異なります。各医療機関へ行かれる前に、ご連絡をお忘れのないようご注意ください。
かわむら …（かわむら内科クリニック）受付9時〜11時30分、14時〜17時30分（月・火・木・金曜日）、9時〜11時30分（水・土曜日） ※要予約（三種混合・ポリオ）
川 外 …（川守田外科胃腸科）受付9時〜11時、15時〜17時（月・火・水・金曜日）、9時〜11時（木・土曜日） ※全予防接種予約制（希望日の１週間位前まで）
はらだ …（はらだクリニック）受付9時〜12時、15時〜18時（月・火・水・金）、9時〜12時（木・土） ※要予約（三種混合・ポリオ）
医療セン …（南部町医療センター）受付13時〜13時30分 ※要予約（三種混合・ポリオ・MR混合・水痘）
南 病 …（南部病院）受付13時〜13時30分 ※全予防接種予約制

くらしのカレンダー
可燃 …可燃物 不燃 …不燃物 粗大 …粗大ごみ ペット …ペットボトル 新 …新聞紙 雑 …雑誌 段 …段ボール 紙 …その他紙（雑がみ）
名川Ａ … 名川Ａ地区（上中町、荒町、桜町、桜本町、新開地、剣吉山、虎渡、上斗賀、下斗賀、森越、卯月沢）
名川Ｂ … 名川Ｂ地区（上名久井、高瀬、上川原、平、広場、下名久井、五日市、鳥舌内、鳥谷、法光寺、水沢、助川、横沢、沢田、野場）
南部Ａ … 南部Ａ地区（５区、６区、７区、８区、９区、10 区、11 区、小波田第１、小波田第２）
南部Ｂ … 南部Ｂ地区（二又、古町、馬場、小向、正寿寺、門前、沖田面、赤石、玉掛、諏訪ノ平、相内）
福地Ａ … 福地Ａ地区（苫米地、片岸、高橋、小泉、麦沢、福田）
福地Ｂ … 福地Ｂ地区（あかね、東あかね、板橋、中央、椛木、法師岡、埖渡、杉沢、あけぼの）
福地 …… 福地全地区

月

Monday

火

Tuesday

水

Wednesday

11

12

13

可燃 福地 不燃 名川 B・南部 B

可燃 名川 A・南部 A
乳児健康相談

可燃 名川 B・南部 B

ビン 名川 A・南部 A
かわむら 川 外
四種混合・三種混合
はらだ 医療セン
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘
南 病
かわむら はらだ
医療セン

}
}

ＢＣＧ

18 海の日

かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

缶・ビン・ペット 福地
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

}

かわむら はらだ …ＢＣＧ

19

20

可燃 名川 A・南部 A・福地
不燃 名川 A・南部 A
ビン 名川 B・南部 B
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

可燃 名川 B・南部 B

}

段ボール・新聞 福地
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

}

かわむら はらだ …ＢＣＧ

かわむら はらだ …ＢＣＧ

25

26

27

可燃 福地 不燃 名川 B・南部 B

可燃 名川 A・南部 A

可燃 名川 B・南部 B

ビン 名川 A・南部 A
かわむら 川 外
四種混合・三種混合
はらだ 医療セン
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘
南 病
かわむら はらだ …ＢＣＧ

かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

雑・チラシ・古布・その他紙・缶・ビン・ペット 福地
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

1

2

3

可燃 福地 不燃 名川 A・南部 A

可燃 名川 A・南部 A

可燃 名川 B・南部 B

}

ビン 名川 B・南部 B
かわむら 川 外
四種混合・三種混合
はらだ 医療セン
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘
南 病

}

}

不燃 福地
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

かわむら はらだ …ＢＣＧ

かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

8

9

10

可燃 福地 不燃 名川 B・南部 B

可燃 名川 A・南部 A

可燃 名川 B・南部 B

}

ビン 名川 A・南部 A
かわむら 川 外
四種混合・三種混合
はらだ 医療セン
ポリオ・ＭＲ混合・ヒブ
日本脳炎・肺炎球菌・水痘
南 病
かわむら はらだ
医療セン

}
}

ＢＣＧ

}

かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ
かわむら はらだ …ＢＣＧ

}

【乳幼児健康診査、乳幼児健康相談】
乳児健康相談
（H28.2〜H28.3生）受付13時〜13時30分
乳児健康診査

（H27.10〜H27.11生）受付12時15分〜12時45分

1 歳 6 か月健康診査 （H26.12〜H27.1生）受付12時15分〜12時45分

}

かわむら はらだ …ＢＣＧ

缶・ビン・ペット 福地
かわむら
四種混合・三種混合・ポリオ
川 外
ＭＲ混合・ヒブ・日本脳炎
肺炎球菌・水痘
はらだ

}

かわむら はらだ …ＢＣＧ

町の新しいスポーツ推進委員となった10人をご紹介します
スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法第 32 条

◆活動内容

に基づき、市町村教育委員会が委嘱する非常勤の職

町民のスポーツ推進のため、教育・行政機関が主

員です。５月 23 日、南部町スポーツ推進委員協議

催するスポーツ大会等の実施にあたり、大会運営協

会委嘱交付式にて 10 人が委嘱されました。任期は

力や参加者への実技指導・助言等を行います。

平成 28 年５月 18 日から平成 30 年５月 17 日の２
年間です。

田口 敦子（平）

丸岡 信子（福田）

本澤 博路（小向）

野々上 隆（斗賀）

夏堀 善信（苫米地）

谷内 辰己（大向）

佐々木 清隆（高瀬）

藤田 好明（福田）

石井 みほ子（沖田面）

出町 幸（剣吉）

南部町自衛隊父兄会 会員募集
南部町自衛隊父兄会では、自衛隊員とその父兄相
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。

目指せ

未来のハンター

南部町猟友会 新規会員募集中
南部町猟友会では、男女問わず、会員を募集して
います。
主な活動として、農作物被害の防止を目的とした
有害鳥獣の駆除や狩猟期間中の狩猟および射撃の指

活動内容
懇親会や研修会の開催、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
また、７月中旬〜下旬にかけて、護衛艦の見学
または海上自衛隊八戸航空基地の見学を予定して
います。
入会資格
自衛隊父兄会の活動趣旨に賛同していただける
人。
（自衛隊員の父兄以外の人も入会できます。）
年会費

2,000 円

問合せ

住民生活課（南部分庁舎）

導や訓練を行っています。
興味のある人は、お問合せください。

南部町猟友会射撃大会 開催のお知らせ
期日

７月 24 日（日）

時間 ８時〜 14 時
場所 八戸射撃場
（南部町大字片岸字八木田 65-37）
問合せ

南部町猟友会 会長 助川正雄
☎ 090-8929-4142

☎ 0179-34-2509
広報なんぶちょう ７月号
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町営住宅入居者募集
申込方法

入居募集住宅

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７月 19 日（火）12 時までに

申込み条件は、入居申込者および同居者の合計所得が
月額 158,000 円以下であることです。

か同居者が提出してください。

団地名・住所

構造・間取り・家賃（所得に応じて決定）

現地説明会（現地集合・現地解散）

佐野平団地

▽ ▽

建設課（南部分庁舎）または各庁舎窓口に、本人

大向字佐野平 70-3

・１戸募集 ・木造平屋建 / ３Ｋ
・家賃 3,500 円〜 5,200 円

期日

７月 15 日（金）

日程

牧野平団地

佐野平団地：８時20分〜８時35分

大向字牧野平 7-5、7-6

牧野平団地（735号）：８時40分〜８時55分
沖田面第１団地：９時〜９時15分
相内団地：９時20分〜９時35分
ひろば台団地：９時45分〜10時
森越団地13号（平屋）：10時10分〜10時25分
森越団地７号（２階建）：10時30分〜10時45分

沖田面第１団地
沖田面字南本村 33-4

・２戸募集 ・簡易耐火２階建 / ３ＤＫ
・家賃 16,100 円〜 24,100 円
・１戸募集 ・木造平屋建 / ２Ｋ
・家賃 3,500 円〜 5,200 円
・１戸募集 ・木造平屋建 / ２Ｋ
・家賃 3,700 円〜 5,600 円

相内団地
相内字上ノ平 10-2

・１戸募集 ・木造平屋建 / １ＬＤＫ
・家賃 17,300 円〜 25,700 円

ひろば台団地
平字虚空蔵８- ３

苫米地駅前団地：10時55分〜11時10分
第２苫米地駅前団地：11時15分〜11時30分

・１戸募集 ・木造２階建 / ３ＤＫ
・家賃 20,600 円〜 30,700 円

森越団地
森越字森林 25

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 26 日（火）10 時：南部分庁舎予定）

森越字森林 25

苫米地駅前団地

になります。
入居資格や必要書類など、詳細な募集内容はお
問合せください。
問合せ

・１戸募集 ・木造平屋建 / ２ＬＤＫ
・家賃 18,900 円〜 28,200 円

森越団地

建設課（南部分庁舎）☎ 0179-34-2518

平成 28 年度

公共下水道工事 実施予定箇所

苫米地字四切 45

・１戸募集 ・木造２階建 / ２ＤＫ
・家賃 18,700 円〜 27,900 円

第２苫米地駅前団地 ・２戸募集 ・木造平屋建 / ２ＤＫ
苫米地字四切 35
・家賃 18,600 円〜 27,700 円

ひとり親家庭等医療費受給資格証の更新

町では、南部地区を対象に、生活環境の改善及

現在の「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有

び公共用水域の保全を図るため、下水道の整備を

効期限は７月 31 日ですので、最寄りの庁舎で更新

進めています。

の手続きをしてください。

工事期間中は、工事箇所において車両通行規制

手続期限

７月 29 日（金）

必要なもの

が行われます。
ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解
とご協力をよろしくお願いします。

・申請書（個別に通知、または各庁舎に備え付け
ています）

工事期間

７月中旬〜平成 29 年３月下旬

・現在の受給資格証

工事箇所

大向地区

・はんこ

・中居構

・湧口

・保険証（対象者全員分）

・小波田

・佐野平

・通帳（名義が申請者のもの）

・森合
の一部地区
問合せ

建設課（南部分庁舎）☎ 0179-34-2518

・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

15

広報なんぶちょう ７月号

健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7100

５月 19 日の３歳児健診にて

むし歯ゼロの元気ななんぶっ子

わだ ゆうごくん
（相内）

おがさわら まといちゃん
（杉沢）

きむら まやちゃん
（剣吉）

くどう ちさとちゃん
（下名久井）

ささき あおいちゃん
（杉沢）

しまもり ゆうくん
（麦沢）

おおくぼ ゆうちゃん
（上名久井）

もんま かなたくん
（沖田面）

ふじしま のわちゃん
（埖渡）

公共工事契約状況

問合せ

総務課（本庁舎）☎ 0178-84-2111

【5 月 23 日入札】
工
建設工第１号
１号工事

事

名

町道舗装補修第

工事場所

請負業者

契約額

南部町一円

㈲中山組

3,780,000 円

工

期

自：28 年 5 月 27 日
至：28 年 8 月 30 日
広報なんぶちょう ７月号
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国保からのお知らせ
平成 28 年度賦課限度額

賦課限度額を引き上げます

医療保険分

平成 28 年度から賦課限度額が引き上げられま
した。賦課限度額を引き上げると、高所得層の保
険料の負担が増え、中間所得層の保険料負担が軽

賦課限度額

後期支援分

介護保険分

54 万円

19 万円

16 万円

（2 万円増）

（2 万円増）

（変更なし）

※賦課限度額：世帯主が支払う「年間の保険料額の上限金額」
※保険税率は 27 年度と変更ありません

くなる効果があります。

均等割額 軽減対象の拡大
世帯の合計所得が一定額以下の場合、医療保険分、後期支援分、介護保険分のそれぞれの均等割額が減額され
ますが、平成 28 年度から基準額が緩和され、軽減対象が拡大されました。
軽減割合

27 年度の軽減判定所得（改定前）

28 年度の軽減判定所得（改定後）

７割軽減

33 万円

33 万円

５割軽減

26 万円×加入者数＋ 33 万円

26.5 万円×加入者数＋ 33 万円

２割軽減

47 万円×加入者＋ 33 万円

48 万円×加入者数＋ 33 万円

70 歳〜 74 歳の方へ
― 国民健康保険高齢受給者証の更新 ―
８月 1 日は「高齢受給者証」の更新日です。

医療費が高額になる方へ
― 国民健康保険限度額適用認定証の申請 ―
現在交付中の限度額適用認定証は、７月 31 日

新しい受給者証は７月下旬に郵送しますので、８

が有効期限となっています。引き続き認定証が必

月以降、有効期限切れとなった受給者証は、役場

要な人は、８月以降に再度、役場窓口での申請が

窓口へ返却するか各自で廃棄処分してください。

必要となりますので、国民健康保険被保険者証と
印鑑を持参のうえ、手続きしてください。

後期高齢者医療保険からのお知らせ
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

保険料の軽減措置について

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額

所得が一定額以下の場合は、保険料が軽減され

認定証」は、平成 28 年７月 31 日が有効期限で

ます。詳しくは保険料額決定通知書をご覧くださ

す。対象となる人には新しい認定証（有効期限は

い。

平成 29 年７月 31 日まで）が郵送されますので、
更新手続きは必要ありません。

保険料の減免などについて

平成 28 年度住民税非課税世帯の人で、新たに

天災その他特別な事情で、医療機関などの窓口

認定証の交付を希望する人は、後期高齢者医療被

負担や保険料を納めることが著しく困難になった

保険者証と印鑑を持参のうえ、手続きをしてくだ
さい。

場合は、申請により減免を受けられることがあり
ますので、早めにご相談ください。

平成 28 年度の保険料について
保険料額決定通知書を発送しますので、ご確認
ください。

ご 不 明 な 点 は、 役 場 税 務 課（ ☎ 0179-342586）または、青森県後期高齢者医療広域連合（☎
017-721-3821）までお問合せください。

問合せ （制度に関すること）健康福祉課（健康センター）☎ 0178-76-3323
（保険料に関すること）税務課（南部分庁舎）☎ 0179-34-2586
17
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小学生短期水泳教室

パーデパーク

夏まつりビア・ホール

開催

受講者募集

期間

７月 23 日（土）〜７月 27 日（水）

期日 ７月 23 日（土）
・24 日（日）

時間

９時 30 分〜 10 時 30 分

時間 17 時 30 分〜 19 時 30 分

対象 小学生（初心者の人）

場所 アヴァンセふくち ウェルネスホール

場所 バーデハウスふくち

チケット（一枚）

講師 バーデハウスふくちのインストラクター

大人

3,500 円（税込）

募集人数

子ども（当日券のみ） 800 円（税込）

受講料

ǤǔǦǫƞź׆ƱƟĺ  ڏటÉॶÊƮƗ

26日は「ふろの日」

入浴料が
450 円 ⇒

35 人（先着順）
会員 4,450 円 / 一般 5,700 円

申込締切

330 円

７月 18 日（月）

７月の休館日：７月 21 日（木）

臨時職員募集
内容

ふくちアイスアリーナ
製氷・整氷作業、施設設備管理、車両運転

人数

受付、予約管理

１人

２人

期間

９月１日（木）〜平成 29 年３月 31 日（金）

時間

８時〜 22 時までの間
７時間 30 分のシフト勤務

10 月１日（土）〜平成 29 年３月 31 日（金）
８時〜 19 時までの間
７時間 30 分のシフト勤務

（製氷期間は夜間作業も有ります）

賃金

日給 5,800 円

条件

土・日・祝日に勤務が可能な人を優先します。

応募
受付

写真付き履歴書とハローワークの紹介状を添えて、バーデハウスフロントまでお申込みください。
応募者には、面接を行います。

Ӹ߷ɶܖఄܴᲫ᨞ᲢထൟܴᲣ

ૼБƷƓჷǒƤ
ထൟƷႏƞǇƸƲƳƨưǋƝМဇưƖǇƢ
ఇ ᐊ ᪥ࠉẖ㐌᭶᭙᪥࣭ᅜẸࡢఇ᪥࣭ẖ᭶➨㸲㔠᭙᪥
࠙ၥྜࡏࠚྡᕝ୰Ꮫᰯᅗ᭩ᐊ㸯㝵ࠉ ܄
◆ワンダフル・ワールド

村山 由佳

著

◆黄色いマンション黒い猫

小泉今日子

著

◆向田理髪店

奥田 英朗

著

◆たましいの地図

江原 啓之

著

◆彼女に関する十二章

中島 京子

著

◆一流の育て方

ムーギー・キム /ミセス・パンプキン著

◆伊達の企て

近衛 龍春

著

◆その「１錠」が脳をダメにする

宇多川久美子 著

◆若様とロマン

畠中

恵

著

◆大橋鎭子さんが教えてく

◆永遠とは違う一日

押切 もえ

著

◆ツバキ文具店

小川

糸

著

◆ズートピア

スーザン・フランシス著

◆東京帝大叡古教授

門井 慶喜

著

◆このあとどうしちゃおう

ヨシタケシンスケ著

れた「ていねいな暮らし」 洋泉社編集部 編

広報なんぶちょう ７月号
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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 27 年度 収支決算・事業報告
収支・利用者状況

（単位／千円、人）

バーデハウス
ふくち

アヴァンセ
ふくち

ふくち屋外
プール

96,761

24,788

0

0

45,984

167,533

13

0

0

0

0

13

0

0

58

16,923

0

16,981

33,381

2,788

3,600

27,031

0

66,800

410

0

0

0

0

410

130,565

27,576

3,658

43,954

45,984

251,737

30,335

10,505

1,539

23,545

17,797

83,721

燃料費

16,747

1,393

光熱水費

29,941

4,932

1,666

5,658

3,303

45,500

その他事業経費

51,166

9,380

418

11,244

20,915

93,123

128,189

26,210

3,623

43,909

42,015

243,946

支

2,376

1,366

35

45

3,969

7,791

利用者数

211,889

7,401

1,274

39,942

−

260,506

事業収入
基本財産受取果実
収入 使用料収入
管理委託料
（町より）
町補助金
計

支出

事業経費

人件費

計
収

事業報告

ふくちアイス
アリーナ

計

21,602

屋外プール

営業開始
バーデハウスふくち
流水プール
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。各種健康教室 ＜屋外プール＞
を開催し、地域住民の健康づくりの啓発活
期間 ７月９日（土）〜８月 28 日（日）
動を行い、余暇活動と交流の場の提供に努
時間 10 時〜 17 時
めました。
料金 小学生 60 円 / 中学生 110 円 /
アヴァンセふくち
高校生 210 円 / 一般 310 円
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 ＜流水プール＞
大会などでの宿泊客誘致のため、ＰＲ活動 期間 ７月９日（土）〜９月 25 日（日）
を行いました。
時間 10 時〜 19 時

ふくちアイスアリーナ
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
催など氷上スポーツなどの普及に努めました。
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。
青森の健康応援店認定：バランスごはんの
提供。

広報なんぶちょう ７月号

合

3,462

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。
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レストラン

（９月は土・日・祝日のみ）
料金 バーデハウスふくち全館入館の
人のみ利用できます。
（大人 1,030 円 /
３歳〜中学生 520 円 /
高齢者（70 歳以上）650 円）

おいでよ！子育て支援センター

専門外来診察日

福地保育園

☎ 0178-51-9756

国民健康保険 南部町医療センター

７月 16 日（土）16 時 30 分〜
18 時 30 分 夕涼み会

☎ 0178-76-2001
診療科：外科、内科、循環器科、皮膚科、
肛門科、アレルギー科、歯科

わくわくひろば（体験活動）
木曜日／９時 30 分〜 11 時

受付：11 時 30 分まで

水曜日／９時 30 分〜 11 時

▼

子育てサークル にこちゃんクラブ

７月23日 （土）８時30分〜

▼

先天性股関節脱臼

月曜日／ 10 時〜 12 時

予約制／受付 10 時
30 分〜 10 時 50 分

７月23日 （土）

▼ ▼

プール遊び

８月 ４日

色水遊び＆プール遊び

７月 11・25 日
８月 １・ 8 日
☎ 0179-23-0505

こすもすクラブ（体験活動）

受付：14 時まで
初診の人は 13 時まで

７月13日 （水）13時30分〜 木村先生
７月27日 （水）13時30分〜 木村先生

７月 28 日

なんぶ保育園

木曜日／９時〜 12 時

眼科

誕生会

７月 20・27 日
８月 ３・10 日

つどいのひろば（自由活動）

整形外科

７月 21 日

７月 14 日

砂遊び

７月 21 日

うちわを作ろう

７月 23 日（土） 夕涼み会
７月 28 日

誕生会

８月 ４日

水遊び

サークルちびこす（自由活動） ７月 11・13・20・25・27 日
８月 １・ ３・８・10 日

月・水曜日／９時〜 14 時

チェリー保育園
▼ ▼ ▼

泌尿器科

☎ 0178-51-8585

予約制

７月11日 （月）13時〜
７月19日 （火）13時〜
７月25日 （月）13時〜

伊藤先生
柳沢先生
伊藤先生

都合により変更になる場合がありますので
ご来院の際は、お問い合せください。

ぴっぴクラブ（体験活動）
木曜日／９時 30 分〜 11 時

７月 14 日

シャボン玉飛ばそう

７月 21 日

夏のおもちゃ作り

７月 28 日

誕生茶話会

７月 30 日（土） 夕涼み会
８月 ４日 プール遊び

ぬくぬく（自由活動）
月・水曜日／９時 30 分〜 11 時

７月 11・13・20・25・27 日
８月 １・ ３・８・10 日

公用車を売却します
受付期間

水槽付消防ポンプ自動車

行政バス

７月7日（木）〜15日（金）

入札日 7 月 21 日（木）、10 時か
ら本庁舎で行います。
売却条件

自動車の前側と左右に印

字されているネーム消しをお願い
します／自動車取得に係る費用負
担や手続きは、購入者で行ってく
ださい。
※入札希望者は、入札参加条件や必
車名／いすゞ

U-FRR32FBV 改

車名／三菱 P-MK595J

要書類などがありますので事前に

初度登録年月／平成２年 12 月

初度登録年月／昭和 63 年７月

お問い合せください。

走行距離／ 14,507㎞

走行距離／ 461,216㎞

申込み・問合せ

総務課（本庁舎）

☎ 0178-84-2111

広報なんぶちょう ７月号

20

総合優勝制「グランドゴルフ大会」
５月 29 日、総合優勝制「グランドゴルフ大会」
があけぼの多目的広場で開催され、参加した 16 チー
ムの選手たちが優勝を目指して競いました。

福地短歌会

整理田の二年目の春田植ゑする晴天の下トラクターショー

奥寺

裕正

睦子

大久保雪夫

川守田慶三

あまりにも突然すぎてうつつにも声聞くごとき君のまぼろし

工藤

傅吉

帰らねばならぬ時あり帰り来て君は呟くこれが家族だ

空想の中だけに住む片恋の君と駆けゆく健常の脚

坂上

見るたびに庭木のみどり濃くなりて高き梢に郭公が鳴く

一日中笑顔の絶えぬサロン会郭公の声ときに聞きつつ

朱も白も空の青さに調和して長谷の牡丹は今うつくしき

大羽澤榮子

馬場

馬場

馬場

綾子

たか

敬子

操

政志

生け垣の刈り込み下手で虎刈りにするも焦らず明日があるさ

坂本

通泰

根市

佐 々木教子

ホテルでの廻り階段シャンデリア孫はたちまちシンデレラになる
ほんとうの空を見たいと智恵子言うその青い空映像に見る
姉妹してメールを交はす孫たちに吾は手書きのはがき用ひぬ

野いばらは畑の隅で蜂をよび西瓜の受粉助けて呉るる

平谷

なんぶ短歌会

咲き満つる牡丹に酔ひつひと日ゐて花の匂ひをまとひて帰る

佐 々木冴美

早苗田の光るさざなみこの水をとどけやりたし熊本の田へ

里山の緑を渡る風の波みなぎる光立夏となりて

夕暮れの川面に映る月光にさざ波よりて縮緬となす

川村

一ノ渡

中野

奥

敦子

綾子

静子

あさ子

八木田順峰

橋までの散歩が日課の卒寿翁声をかければ笑顔を返す
長谷寺のぼたん祭りの東屋に歌のなかまの色紙をつるす

ぼたん花波うつ風のいたずらっこ散りて散られてつぼみが一つ

向山

幸枝

会

もあもあのつつじの花の波のうえクマバチは飛ぶ昨日も今日も

山下

千年

草

波間から飼をくわえしうみねこの出でてするどき眼を放ちたる

鶴飼

青山

若

うみねこの抱卵見ゆる岸壁の漁船守れる波受け止めて

小林

デーレース

若松
一般戦
ナイターレース

住之江一般戦

丸亀一般戦

蒲郡一般戦

若松一般戦

住之江GⅢアサヒビールカップ

桐生ヴィーナスシリーズ

桐生
一般戦

蒲郡一般戦

桐生一般戦

住之江 GⅠ太閤賞

丸亀
一般戦

桐生一般戦

蒲郡
一般戦

丸亀一般戦

若松一般戦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

TUE

SUN

SAT

FRI

THU

宮島
多摩川
鳴門GⅢオロナミンＣカップ競走
一般戦
一般戦

戸田一般戦

常滑一般戦 浜名湖
常滑GⅠトコタンキング決定戦
男女Ｗ優勝戦 一般戦

多摩川一般戦

平和島GⅢキリンカップ

綮

白波の寄せてはかへす種差の原に寝ころび月は色づく
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8 August

7 July

浜名湖
戸田 浜名湖
津GⅠレディースチャンピオン
一般戦
一般戦 一般戦

びわこ一般戦

戸田
一般戦

多摩川ヴィーナスシリーズ

鳴門SGオーシャンカップ

下関 GⅡモーター 多摩川
ボート大賞
一般戦

優勝した福田チーム

福 田 チーム
準優勝 あかね チーム
第三位 たいら チーム

WED

TUE

MON

SUN

SAT

FRI

THU

WED

TUE

MON

SUN

SAT

FRI

THU

WED

TUE

MON

SUN

SAT

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

9

勝

優

役立っています！ボートピアなんぶ交付金

鉄製のゴミ保管箱（ゴミステーション）の設置により、環境美化と衛生
面が良好に確保されました。（下名久井町内会）

八戸リサイクルプラザ７月の体験教室
八戸リサイクルプラザでは、同場所において７月の体験教室を開催
します。申込み期限は、開催日の前日までです。また、用意する材料
▽

▽

がありますので、電話でご確認ください。
期日 ７月 16 日 ( 土 )

期日 ７月 30 日（土）

時間 10 時〜 12 時

時間

定員 ５人

（午前の部）９時 30 分〜 12 時

information

夏休み親子体験教室

▽

押し花入りはがき作り教室

お知らせ

（午後の部）13 時 30 分〜 16 時

期日 ７月 17 日 ( 日 )

定員 各７組

時間 ９時〜 12 時

問合せ

エコ布ぞうり作り教室

定員 ５人

八戸リサイクルプラザ

☎ 0178-70-2396

名川地区、南部地区の方へ

三戸地区環境整備事務組合からのお願い

行政相談・人権相談
日時

８月４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

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ることか

問合せ
☎0178-84-2111

ら、施設の安定した処理を維持するため処理能力の範囲内での受け入

人権相談は住民生活課（南部分
庁舎）☎0179-34-2509

に汲み取り業者にご相談ください。
問合せ

△

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

行政相談は総務課（本庁舎）

三戸地区環境整備事務組合 三戸地区衛生センター
☎ 0178-75-1449

７・８月の休日窓口開設日

ヘイケホタル観賞ナイトツアー＆青森県ホタルの里の集い in 南部町

期日 ７月２日（土）、16日
（土）

＜ヘイケホタル観賞ナイトツアー＞

時間 ８時15分〜12時

＜ホタルの里の集い in 南部町＞

ボランティアガイドの案内で片道

青森県のホタルを守る活動をし

約 700㍍を往復してホタルを鑑賞し

ている方々の集まりです。発表会

ます。

や講演を行います。※見学自由

期日 ７月 16 日（土）〜 18 日（月）

期日 ７月 16 日（土）

時間 19 時 50 分〜（雨天中止）

時間 14 時〜

場所 長坂下公園集合 駐車可

場所 楽楽ホール

剣吉ほたるの里

村長

海上保安学校採用試験
インターネットによる受付
７月 19 日（火）〜７月 28 日（木）
郵送または持参による受付
７月 19 日（火）〜７月 21 日（木）
第一次試験 ９月 25 日（日）
問合せ 八戸海上保安部管理課
☎ 0178-33-1222

場所 住民生活課（南部分庁舎）
業務内容

出町勝

☎ 0178-75-1005

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

（国道４号―幾久屋建材となり）
問合せ

８月６日（土）、20日
（土）

住民生活課（南部分庁舎）

☎0179-34-2509

訂正とお詫び
広報なんぶちょう平成 28 年６
月号 18 ページの「硬式テニス協
会」の内容に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。
誤：
場所 ふるさと運動公園テニスコート
正：
場所 名川中学校テニスコート

南部町の人口と世帯数
（平成28年６月20日現在）
対先月比

人 口 19,117 人 （−20）
男

9,113 人 （−11）

女

10,004 人 （− 9）

世帯数

（−11）
7,499 世帯

広報なんぶちょう ７月号
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水難事故のない楽しい夏に向けて
＜海や川での注意点＞

＜海水浴場・プールなどでの注意点＞

・服を着たまま水に落ちたときは、無理に泳ごう

・指導者、監視者の指示、注意を守りましょう。

とせず「浮く」ことを先に考えましょう。

・一定時間ごとに休憩をとり、体調が悪い時は無

・立ち入り禁止区域には絶対に入らないようにし

理をしないようにしましょう。

ましょう。

・悪ふざけや溺れた真似は絶対にやめましょう。

・溺れている人を見つけたら、まずは大声で助け

・監視者は一緒に泳がず、監視に集中してくださ

を呼びましょう。次に長い棒状のものを差し出

い。

したり、浮力のあるものを投げ入れて掴ませま

・潮流、波、天候の変化に関する情報には常に注

しょう。飛び込んで助けるのは最終手段です。

意してください。

・子どもは好奇心のかたまりです。少し目を離し

・泳ぐ前、泳いだ後の人数確認を徹底してくださ

た伱に見失ってしまいます。見ているだけでな

い。

く、一緒に行動するようにしましょう。
・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

三戸消防署 ☎ 0179-22-1140
名川分署
☎ 0178-76-2416

し、避難しましょう

福地分遣所

おはなし会
なんぶ読み聞かせの会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。
期日 ７月 24 日（日）
時間 10 時 30 分〜 11 時
場所 名川中学校図書室１階 町民図書室
問合せ 社会教育課（南部分庁舎）
☎ 0179-34-2132

今月の納期

問合せ

町営市場の販売状況（平成28年5月16日〜平成28年6月15日）
品

名

1,248

1,557

1,248

1,061

ジャンボ錦（サクランボ）

150

183

1,220

818

紅さやか（サクランボ）

673

432

642

534

根

13,540

1,207

89

97

ゴボウ

704

194

276

203

52,520

17,456

332

229

にんにく

5,779

7,180

1,242

2,108

生にんにく

3,744

4,147

1,108

1,029

キャベツ

8,510

870

102

87

13,620

4,050

297

287

817

302

370

347

12,891

3,300

256

264

7,267

2,378

327

315

アスパラガス

748

661

884

979

ブロッコリー

798

168

211

199

シイタケ

968

527

544

633

さやいんげん

1,806

1,028

569

638

さやえんどう

853

805

944

1,025

スナップえんどう

278

246

885

638

大

長

芋

ね

後期高齢者医療保険料（１期） 介護保険料（１期）

ほうれん草

納期限・口座振替日 ８月１日（月）
問合せ 税務課（南部分庁舎）☎ 0179-34-2586

きゅうり

ぎ

トマト

通話料無料

☎ 0800-800-2622

編集後記
町の特産品「サクランボ」が真っ赤に色づき、
たくさんの観光客が南部町を訪れています。
これから、次々とくだものが旬を迎えるの
が楽しみです。【tam】
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販売数量（㎏） 売上額（千円） キロ単価（円） 前年単価（円）

サトウ錦（サクランボ）

固定資産税（２期） 国民健康保険税（１期）

防災行政無線を通話料無料で聴き直せます

☎ 0178-84-2103

●今月の休場日
７月３日㈰、10日㈰、13日㈬、17日㈰、18日㈪、24日㈰、27日㈬、
31日㈰
８月７日㈰、11日㈭、14日㈰、15日㈪、16日㈫、21日㈰、24日㈬、
28日㈰

南部町

６種目優勝で総合２位

第 68 回三戸郡総合体育大会
６月 11・12 日の２日間、第 68 回三戸郡総合体育大会が、階上町
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。
当町からは 14 競技に出場。優勝した種目は、バレーボール女子、
卓球男子、卓球女子、弓道、剣道、ゲートボールの６種目でした。
総合成績では 78.0 点で惜しくも２位となり、総合優勝した五戸町
とは、11.5 点差という結果になりました。
選手の皆さん本当にお疲れ様でした。

出場町村の総合順位
順 位

町村名

得点

優 勝

五戸町

89.5

準優勝

南部町

78.0

３ 位

階上町

77.0

４ 位

三戸町

76.5

５ 位

田子町

42.5

６ 位

新郷村

20.5

素早いシャトルのラリーが続くバドミントン

チームで息を合わせて レシーブ・トス＆スパイク

精神を研ぎ澄ませて 一射入魂

気合をこめて相手に打ち込む

素早い動きで決めるスマッシュ

勝利を目指して 投げる白球
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