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キラリと光る熟練の技
“細く長く”見事なそば打ち
主な内容
2 統合庁舎基本設計
4 宅地分譲のお知らせ
6 まちの話題
8 まべち笑楽校受講生募集
⓾ 子育て通信
 県議会議員一般選挙 日程

60才以上の生涯学習の場、
「まべち笑楽校」。
1年間の集大成に、
「そば打ち体験」を行いました。
（2月19日、そばの里けやぐ）

統合庁舎の基本設計がまとまりました
町では、平成 30 年１月に策定した「南部町統合庁舎建設基本計画」をもとに、町民ワークショップ、公民館利用
団体からの意見を踏まえ、新庁舎の建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えるべき機能や設備、内外
のデザインなどを基本設計にまとめましたので、その概要をお知らせします。
今後は、基本計画の基本理念をもとに、町民の皆さんに親しまれる庁舎を目指し、より詳細な設計（実施設計）を
行い、2020 年度末の完成に向けて取り組んでいきます。

【周辺道路整備計画図】
（2020年度までに整備予定）

南部町健康センター
国民健康保険
南部町医療センター

ふるさと運動公園

町立名川中学校

外観イメージ
町立学校
給食センター

【配置計画】
敷地面積
駐車台数

20,320 ㎡
2 3 6 台（来 庁 者、公 用 車、職員、
近隣の施設利用者すべてを含みます）
◆庁舎前面の県道信号機交差点からのほか、連絡
道路として整備する西側の町道からお越しいた
だけます。
◆庁舎は建設地の中央部に配置し、西側の
（仮）公
民館と土間空間でつなぎます。
◆庁舎前面は町民広場とし、防災広場の役割も備
えます。
◆庁舎裏側に駐車場、公用車車庫・倉庫棟を配置
します。
◆敷地内にバス停留所を設け、路線バス、多目的
バスを乗り入れるようにします。（バスレーン、
乗降専用レーンに駐車することはできません）
◆歩行者・バス利用者はプロムナード（屋根付の
通路）から庁舎正面へ入ることができます。
◆イチョウの木を取り囲むように庁舎と
（仮）公民館
を配置しています。

長尾下農村公園

町立名久井小学校

【拡大図】

【建物の設計概要】
建設地
南部町大字平字広場 28-1 ほか
構造種別
統合庁舎
鉄骨造（制振構造） ３階建
（仮）
公民館
鉄骨造（耐震構造） 平屋建
車庫 ･ 倉庫棟
鉄骨造
平屋建
建築面積
3,565.55 ㎡
延床面積
5,931.80 ㎡
統合庁舎 １階 1,856.0 ㎡ ２階 1,420.8 ㎡
３階 1,228.8 ㎡ 塔屋
19.2 ㎡
（仮）
公民館
1,407.0 ㎡
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【平面図】

庁舎

１階

住民 生 活 課

税務 課

商工 観 光 課

出納室

和室

交流 推 進 課

指定
金融機関

町民室
土間空間
実習室

【階層計画（庁舎）】
◆１階 住民生活課、税務課、商工観光課、交流推進課、
出納室、指定金融機関
◆２階 総務課、企画財政課、農業委員会、農林課、
建設課、社会教育課、学務課
町長室、副町長室、教育長室
◆３階 議会事務局ほか議会関連諸室

多機能ホール

（仮）公民館

教育長室

町長室

２階

３階

学務課

社会教育課

建設課

農林課

農業委員会

企画財政課

総務課

副町長室

堂々と謝辞を述べる新成人代表

議場

議会
事務局

展望テラス

【概算建設費】
基本設計における建物の概算建設費は以下のとお
りです。
分

庁

舎

18億6,200万円

（仮）公民館

5億7,900万円

計

設

費

約24億4,100万円

上記には設計費や外構整備費、庁舎移転及び連絡
道路整備にかかる費用は含んでおりません。
今後、実施設計において内装や設備について詳細
な設計を行い、工事費を改めて積算することになります。
なお、整備に要する費用の財源は、合併特例債を
活用することにしています。

2018（H30） 2019（H31） 2020（H32）

建築
外構
連絡道路
車庫・倉庫棟
施設解体

工 事

合

建

年度
設 計

区

【事業スケジュール】

建築
外構
連絡道路
車庫・倉庫棟

事業スケジュールは変更となる場合があります。
今後、引越しの時期を検討しながら開庁日を決定する
ことになります。

＜完成模型を展示します＞
役場本庁舎１階の正面玄関付近に統合庁舎の完成模型を展示しており、開庁時間中は自由に観覧できます。
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― 福田地区・相内地区 ―

福田地区・相内地区

宅地分譲受付（3/18〜/29）

福田地区

場所

南部町大字福田字西久根 地内（福田児童館跡地）

区画数

２区画

宅地面積

①350.98㎡（106坪） ②350.99㎡（106坪）

分譲価格
交通アクセス

①2,035,000円（5,800円/㎡

19,140円/坪）

②2,000,000円（5,700円/㎡

18,810円/坪）

八戸駅まで車で19分（11㎞）、苫米地駅まで車で4分（1.9㎞）
福田小学校まで1.0㎞、福地中学校まで1.2㎞

相内地区

場所

南部町大字相内字沢 地内（相内小学校プール跡地）

区画数

２区画

宅地面積

①・②

326.28㎡（98坪）

分譲価格

①・②

1,892,000円（5,800円/㎡

19,140円/坪）

八戸駅まで車で26分（18㎞）、諏訪ノ平駅まで車で3分（1.6㎞）
交通アクセス

南部小学校までスクールバスで５分（3.4㎞）
南部中学校までスクールバスで７分（4.1㎞）

▶申込に必要な書類

▶購入者の決定

・宅 地 分 譲 申 込 書 （ 建 設 課 、
町ホームページにあります。）
・住民票謄本

▶参加資格及び分譲区画数の制限

同一区画に２人以上の申込者

・個人（法人等不可）

がある場合は、抽選により決定

・分譲区画は１人１区画

します。

【申込み・問合せ先】 建設課（南部分庁舎）☎0179-34-2518
３月18日
（月）〜29日
（金）
（土日祝日を除く）の８時15分〜17時
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宅地分譲のお知らせ

― チェリータウン桜場 ―

チェリータウン桜場 2019年４月 予約受付を開始！
町では、人口減少対策として、移住・定住の促進に取り組んでいます。
これまで、小中学校の給食費や高校生までの医療費無償化、子どもインフルエンザ予防接種費用を一部助
成するなど子育てしやすい環境づくりを整備してきました。
今回、人口減少対策をさらに促進していくため、移住・定住者、子育て世代に有利な、かつてない割安
な価格で宅地分譲地を用意しました。

青い森鉄道

剣吉駅

公園

剣吉中学校跡地

全40区画

場所

剣吉字桜場地内（剣吉中学校跡地）

区画数

全４０区画（60坪〜100坪程度）

交通アクセス

剣吉駅まで徒歩４分（0.3km）、剣吉小学校まで徒歩13分（１km）
名川中学校までスクールバス（里バス）
で10分（3.7ｋｍ）
南部町医療センターまで車で９分（3.7ｋｍ）

対象者

入籍している人、婚約している人、扶養する子どもが１人以上いる一人親世帯

予約受付

2019年４月〜

販売単価
年代

以下の表は、販売額の例です。
平米単価

坪単価

年齢

販売額
（町内の人）

販売額
（町外の人）

100坪

445,000円

222,750円

2人

100坪

396,000円

198,000円

18歳
未満

面積

1人

40歳未満

1,500円

4,950円

40代

3,000円

9,900円

50代

7,000円

23,100円

20代・
30代

13,000円

42,900円

40代

1人

100坪

891,000円

445,500円

50代

2人

100坪

1,848,000円

924,000円

60代

1人

100坪

4,290,000円

4,290,000円

60歳以上

（1坪=3.3㎡で計算した場合の目安です。）
※１．上記価格より、扶養する 18 歳未満の
子ども１人につき、10％割引。
（上限５人）
※２．町外から南部町に転入する60歳未満
の人 は 、
「 ※ １ ．」の 割 引 価 格 か ら 、
さらに50％割引。
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詳しくは交流推進課（本庁舎）☎ 0178-84-2123 へ
お問い合わせください。
詳細は、３月下旬にホームページ、新聞折込広告等で公表します。

まちの話題

体も心もほっこり、憩いのひととき
極寒祭 inチェリウス
2 月 9 日、チェリウスで極寒祭が開催され、「お座敷え
んぶり号」と銘打った町の観光シャトルバスで来場した
18 人が参加しました。
参加者は、はじめにコースター作りを体験。コースタ
ーに押し花で装飾を施し、参加者同士で作品を見せ合い
ながら、笑顔で交流を深めていました。
その後は、館内での入浴や雪化粧した町並みを展望す
るなどゆったりと時間を過ごし、夕食にはチェリウスの

押し花を丁寧に飾り付けながらコースター作りを行う
参加者たち

冬期間限定メニュー「川がにせんべい鍋定食」を堪能。
モクズガニをすり身にしてとっただし汁のおいしさに舌
鼓を打ちました。
メインイベントのお座敷えんぶりでは、下斗賀えんぶ
た ゆ う

す

り組による勇壮な太夫の摺りや、小学生のかわいらしい
大黒舞などが披露され、会場を埋め尽くした観覧者から
は盛大な拍手が贈られました。
八戸市から参加した山道エリさんは、「えんぶりの演目
の説明が丁寧で熱心に取り組んでいると感じました。素
晴らしい演技披露に感動しました」と笑顔で話しました。

満員御礼の盛況ぶりとなったお座敷えんぶり

春先の天候に注意喚起

地域防災への決意新たに

農業講演会

南部町消防団南部第 3 分団（古町）に新車両配備

1 月 31 日、楽楽ホールで農業講演会が開催さ
れ、多くの方々が参加しました。
講演では、果樹栽培の最近の話題として、りん
ご黒星病の対策やジュノハートをはじめとした果

２月22日、南部町消防団車両配置式がゆとり
あで行われ、南部町消防団南部第３分団（奥山勝
康分団長）へ消防ポンプ自動車の車両配置書が
交付されました。

樹の新品種について、三八地域県民局の久保隆さ

式では工藤町長が「一日でも早く新車両の操作

んが紹介。また、今年 1 年の気象予測とともに

に慣れ、地域防災の要として活躍をお願いしま

農作物の栽培管理について、日本気象学会会員の

す」と激励し、新車両が配備された奥山分団長

鈴木二三子さんが講演し、「春先の寒さや遅霜、

は「充実した装備を備える新車両のもと、今ま

乾燥に注意し、排水性、保水性を意識した土づく

で以上に訓練に励み、消防使命を果たしていき

りが大切」とアドバイスしました。

たい」と力強く意気込みを話しました。

今年１年の気象予測について講演する鈴木二三子さん

新車両を前に整列する南部第３分団員
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TOWN TOPICS

キラリ南部人

最高のパフォーマンスを誓う

大向チームがアベック優勝

名久井小金管バンド部

総合優勝制軟式バレーボール大会

全国大会へ出場

名久井小金管バンド部が、1月27日に仙台市で

総合優勝制軟式バレーボール大会が、1 月 27

行われた東北大会で金賞に輝き、2月16、17日

日に町民体育館で開催され、過去最多となる男子

に神奈川県横浜市で開催されるマーチング・ステ

（40 歳以上）15 チーム、女子 15 チームの全 267

ージ全国大会へ2年ぶりに出場しました。
２月1日、6年生部員の6人が工藤町長を訪れ、

人の選手たちが熱戦を繰り広げました。
入賞チームは以下のとおりです。

全国出場を報告。部長の神明前涼葉さんは「全国
大会出場は信じられないほど嬉しいです。会場の
皆さんを笑顔にできる、名久井小らしい演奏をし
たい」と意気込みを話し、工藤町長は「練習の成
果を発揮してほしい」と激励しました。

男子（40 歳以上）
優 勝
大向 チーム
準優勝
剣吉・森越 チーム
第三位
沖通 チーム

男子優勝

大向チーム

女子優勝

大向チーム

女子
優 勝
大向 チーム
準優勝
東 チーム
工藤町長（中央）に全国大会出場を報告した部員たち

第三位
あかね チーム

栽培技術の向上を誓う

宅配トラックに園児の作品がプリント

ぶどう立木品評会表彰式

南部町商工会

子ども絵画コンクール

2 月 8 日、青森県南部地方ぶどう協会は「平成

2 月 9 日、町商工会（山田賢司会長）が主催し

30 年度青森県ぶどう対策協議会立木品評会」にお

た「南部町商工会子ども絵画コンクール」の表彰

ける同協会の入賞者および、同協会主催の立木品

式がおらんど館で行われ、入選した４人に表彰状

評会表彰式を行いました。受賞者の次のとおりです。

が贈られました。今年の作品テーマは「家族」。

青森県ぶどう対策協議会立木品評会

町内の保育園から 76 点の応募がありました。

農林水産大臣賞：沼畑俊一さん（相内）

町長賞を受賞した平田雄星君は「大好きな優し

生産局長賞：宮野晶夫さん（沖田面）

いお母さんの笑顔を、一生懸命に描きました。嬉

東北農政局長賞：工藤孝浩さん（大向）

しいです」と笑顔で話しました。

全農青森県本部長賞：石井幸生さん（沖田面）
南部地方ぶどう協会立木品評会

入選作品は達者村宅配サービスの宅配トラック
に描かれ、町内を巡ります。

南部町長賞：田中和雄さん（沖田面）
中野滎基さん（沖田面）
工藤雄一さん（大向）
受賞者を代表して、
謝辞を述べた沼畑
俊一さん。栽培技
術の向上とブラン
ド力向上への決意
を話しました。
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（左から）町長賞 : 平田雄星くん（相内）
、観光協会長賞 :
岩間翼くん（斗賀）
、社会福祉協議会長賞：村井美咲ちゃん
（法光寺）
、商工会長賞：佐々木桃ちゃん（虎渡）

がっこうがはじまる
い
し
よ♪
の
♪た

笑楽校
ち
べ
ま

受講生の声

町に関係する国語・算数・理科・社会などを学校形式で楽しく
学びます

学級代表 小笠原秀治さん

クラスメイトを募集します
（金）
募集期間 ３月 25 日（月）～４月 19 日

・目的 60 歳以上の方のいきがいづくりを目的に学校方式にな
らい学びの環境を整え、参加者の交流を図る
・期日 第１・第３火曜日
・場所

剣吉公民館など

・対象

町内在住の 60 歳以上の人
男女あわせて 20 名を募集
※人数多数の場合は抽選となります。

・申込方法

社会教育課（南部分庁舎）に備え付けの申込用紙
に必要事項を記入の上、提出してください。

申込み・問合せ 社会教育課（南部分庁舎）☎ 0179-34-2132

平泉中尊寺を訪れた修学旅
行や青空のもと歓声がこだま
したパークゴルフ、体験学習
など思い出いっぱいの 1 年間
でした。
親睦が深まり、ようやく全
員の名前を覚えた頃に卒業を
迎えることは残念ですが、仲
間との再会や新たな人との出
会いを楽しみに、来期もまた
受講したいと思います。

Ｈ30年度活動紹介フォトリポート

剣吉公民館でヨガ体験

洋野町でパークゴルフ

バルーンアート作り

友～ったり 遊～っくり 農～んびり

其の1

郷土工芸 1
品・陶
・手工芸品 芸品
(2)

認証産品紹介コーナー
南部町では、「安全・安心・健康」
をキーワードに、食べる、飲む、使う
ことで達者（健康）になれるような農産
加工品、お菓子、手工芸品などを「達者
村認証産品」として認証しています。
第11回目は、前回に引き続き、町内
で栽培された植物を使用した手工芸品
を紹介します。

押し花
キーホルダー

町内で栽培された草花を用い
た押し花キーホルダーです。パ
ッケージに、達者村ロゴと町
章を使用しています。
アートセンターめいぷる
南部町剣吉前川原 1-1
TEL：0178-75-1841
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成 年５月から介護予防教室

る居場所づくりのために、平

が笑顔になり、元気を充電す

法師岡地区では、地域の人

を凝らしています。

は平日の開催にするなど工夫

在は偶数月は日曜日、奇数月

浪岡町内会長の思いから、現

の人に参加してほしいという

当初は、平日に教室を開催
リエーションや脳トレなどを

教室では、自分たちでレク
行っているほか、町の保健師

みんなで一緒になって教室を

浪岡照雄 さん（町内会長）

教室では笑う時間が多く、楽し
い時間を過ごしています。

みんなと会えるのを楽しみに
教室に参加しています。

みんなが介護サービスを利用する
ことなく過ごせるよう頑張ります。

では、 町 民
一人 ひ と り
が住み慣 れ

います。
１月

人

年後の地域の姿

った意見のほか、「いい内容だ

る限りの支 援をしたい」 とい

が必要」、「地域のためにでき

語 り 合い、「隣 り 同 士の支 え

た らいいか」 について真 剣に

らし続 けるために「何があっ

「困 り ごと」 や、 安 心 して暮

を想像しながら、 身の回りの

の皆さんは

ョップを開 催。 参 加した

地地区の人を対象にワークシ

いて、上斗賀・下斗賀・新開

上斗賀公民館にお

日 に は、

換 会）を開 催して

ショップ」（意 見 交

地 域 づくりワー ク

もと「 支 え 合いの

町 内 会のご協 力の

推 進 するため、 各

くりと介 護 予 防を

による 生 き がいづ

社 会 参 加 すること

て も 役 割 を もって

に、 高 齢 者 になっ

くりを行 うととも

支 え合 える地 域 づ

た 地 域でお 互いに

町

及川こと さん（参加者）

続 け て い き ま す。」 と 笑 顔 で
話していました。

風間正勝 さん（参加者）

元気を充電できる居場所づくり
法師岡地区介護予防教室

を実施しています。

参加した人は輪になって笑顔で脳トレを楽しんでいました

していましたが、普段働いて
いる人や子どもたちなど多く
や栄養士が健康測定や栄養講
話、軽体操などをお手伝いし
ています。
当初は表情が硬く、顔なじ
みの人同士とでも会話が少な
かった参加者ですが、教室へ
の参加回数を重ねるうち、自

10年後の私 、
10年後の地域を想像し
今できることを考える

24

分たちで教室の内容を提案し
合うなど、今では明るく和や
かな雰囲気のもとで教室が行
われています。
浪岡町内会長は「介護予防
教室の開催を通して、地域の
人が年齢に関係なく、いつま
でも住み慣れた場所で元気に
暮らしていくためにはどうす
ればいいのかを考えるように

10

ったので、 次 回は近 所の人 を

誘 い た い」 と いっ

た 感 想 も 聞 かれま

した。

ワ ー ク ショッ プ

で 出 さ れた さ ま ざ

まな 意 見 を 今 後の

取 り 組 みに活 かし

な が ら、 町 と して

支 え 合いの仕 組 み

づくりや 地 域 活 動

を 支 援 し、 町 民の

皆 さんとと もに総

合 振 興 計 画に掲 げ

る 将 来 像 「みんな

がつな が り 達 者 に

暮 らす 笑 顔あふ

れるま ち 南 部 町」

を 目 指 していき ま

す。
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なりました。これからも参加
者 の 意 見 も 取 り 入 れ な が ら、

真剣な表情で意見交換する参加者

20

29

支え合いの地域づくりワークショップを開催

子育て通信

スマホ時 代の子育て（３歳〜６歳）
スマホ利用７つの約束
❶ 1 日の利用は、合計で１時間以内にする。

眼精疲労やピント調整機能の低下、視力発達に影響
があると言われています。

❷就寝１時間前には利用を終わらせる。

画面の光は睡眠の質を下げると言われています。絵
本を読むなどし、夜 9 時までには寝ましょう。

❸食事中や寝る前等は使わないように習慣づける。

ぐずっても約束の範囲内で利用し、生活習慣や自制
心を育むことを大切にしましょう。

❹外出時は親子でその場の体験を楽しみましょう。
やむを得ず使う場合は１回 15 分以下にしましょう。

子どものスマートフォンの使用は、使い始めが大切
です。子どもが小さなうちに、安全で上手な使い方や
習慣づくりを家族で一緒に確認しましょう。

❺動画やゲーム等のアプリは、保護者が責任を持っ
て選びましょう。

保護者が一緒に見ながら、子どもの理解を手助けす
るような会話を心がけましょう。

❻フィルタリングやセキュリティ対策をする。

知らない間に不適切な情報に触れてしまう恐れがあ
ります。

❼大人は子どものお手本になるような使い方を。

子どもにさせたくない使い方（食事中に使う、目の
前の相手との会話よりもスマホを優先するなど）を
しないように心がけましょう。

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
ていない子どもなら、だれでも参加できます。
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、気軽にご利用ください。

福地保育園

３月 22 日 お別れ会

乳児健康相談

乳幼児予防接種
医療機関名

月・水曜日／９時30分〜11時

実施場所：南部町健康センター

３月14日
お別れ茶話会・
たこ焼きやこう
３月 11・13 日

問合せ：健康福祉課（健康センター）☎0178-60-7100

実施日：３月12日（火） 対象H30.10月～H30.11月生まれ

受付13時00分～13時30分

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

曜日・受付時間
13時～13時20分
13時～13時30分

毎週

川守田外科胃腸科

月・火・水・金曜日
木・土曜日

かわむら内科クリニック

☎ 0178-51-8585

ぬくぬく（自由活動）

３月 11・18・25 日

南部町医療センター
南部病院

チェリー保育園
木曜日／９時〜11時

水曜日／９時30分〜11時

乳幼児健康診査、乳幼児健康相談

水曜日／９時〜12時

ぴっぴクラブ（体験活動）

つどいのひろば（自由活動） ３月 13・20・27 日
月曜日／10時〜12時

こすもすクラブ（体験活動） ３月20日 お別れ会

火・木曜日／９時〜14時

３月 15 日 保育園の子ども
わくわくひろば（体験活動）
とあそぼう

子育てサークル にこちゃんクラブ

☎ 0179-23-0505

サークルちびこす（自由活動） ３月19日

☎ 0178-51-9756

金曜日／９時30分〜11時

なんぶ保育園

毎週

月・金曜日
水曜日

月・火・木・金曜日
水・土曜日

9時～11時
9時～11時

15時～17時

9時～11時30分
14時～17時30分
9時～11時30分

はらだクリニック

月・水・金曜日
火・木・土曜日

9時～12時
9時～12時

スワンクリニック

月・水曜日
金曜日

9時～11時
9時～11時

15時～17時

14時～17時

予約

その他

B型肝炎・ポリオ・MR・水痘

BCGは、3月11日

全種類

BCGは、3月13日

全種類

BCGは行っていません。

ポリオ
B型肝炎
全種類

※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。
広報なんぶちょう
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「すこやか南部」通信 パート11

【問合せ】健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7100

今月のテーマ：「子育て」 ～ 南部町健康増進計画「第３次すこやか南部21」～
私たち一人ひとりができること

みんなでできること

★親子の絆を大切にし、ゆとりを

★子どもも親も共に育ち合える支え合
いの地域を作りましょう。
★子育て世代の親が孤立しないよう
地域で見守りましょう。虐待などの
疑いのある場合は、役場や児童相
談所へ通報しましょう。

持って子育てに取り組みましょう。
★家族で話をする機会（コミュニ
ケーションの場）を作りましょう。

【子どもとの接し方５か条】

～子どもの気持ちに寄り添うことが大切！～

①子育てに体罰や暴言を使わない

④子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援

体罰や暴言によって得られた子どもの姿は、恐怖に
よりコントロールされているだけで、子どもが自分
で考え行動した姿ではありません。また、体罰や暴

2、3 歳の子どもの「イヤ」は、自我の芽生え、成長
の証しでもあります。「わがままになっては困る」と
いう思いから、指示的に対応してしまうこともあり

言は「虐待」へとエスカレートする可能性もあります。

ますが、子どもの考えを引き出し、子どもの言い分
を気長に聴きましょう。

②子どもが親に恐怖を持つとＳＯＳが伝えられない
親に恐怖を持った子どもは、親の顔色を見て行動す
るようになり、子どもは心配事を打ち明けられなく
なります。心配事を相談できないと、いじめや非行
など、より大きな問題に発展してしまう可能性もあ
ります。

③親自身がＳＯＳを出そう

⑤爆発寸前のイライラをクールダウン
疲れやストレスが大きいと、子どものちょっとした
行動をきっかけにイライラが爆発してしまうことが
あります。イライラしたときは、深呼吸する、数を
数えるなどクールダウンする自分なりの方法を見つ
けましょう。

育児の負担を一人で抱え込まずに、家族に分担して
もらったり、友人や行政に相談したり、さまざまな

むち

愛の鞭ゼロ作戦 !

支援サービスも検討しましょう。

【子ども時代の辛い体験により傷つく脳】

幼児期の体罰によって、子どもから
親への信頼や愛情が損なわれたり、
うつ・著しい不安・多動など精神的
な問題を持ったりすることがありま
す。周りの人を傷つけるなどの反社会
的な行動が増加したり、感情的にキ
レやすく攻撃性が強くなったりするこ
ともあります。その影響は幼児期だ
けにとどまらず、成人になってからも
続く可能性があります。

【相談先】

▶ 健康福祉課（健康センター）子育て支援班

☎ 0178-60-7100
子育てメール：kosodate@town.aomori-nanbu.lg.jp

▶ 児童相談所全国共通ダイヤル

11
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後期高齢者医療

高額介護合算療養費支給申請のお知らせ

☆支給対象者

☆支給申請

後期高齢者医療制度に加入している人で
医療保険と介護保険の自己負担額（※）
の両方の支払いをした人が支給の対象と
なります。世帯内に後期高齢者医療制度
に加入している人が複数いる場合は、世
帯で合算します。

支給を受けるには必ず申請が必要となります。
なお、支給の要件に該当すると思われる世帯には、平成 31 年
３月下旬に青森県後期高齢者医療広域連合から支給申請のお
知らせをお送りします。お知らせが届いた人は担当窓口に申請
してください。
また、対象期間の途中に後期高齢者医療制度に加入した人や
転入してきた人等がいる世帯には、支給対象となる世帯でも、
支給申請のお知らせが送られない場合がありますので、対象に
なると思われる人は担当までお問い合わせください。

（※）自己負担額は支払った額から高額療養費や
高額介護（予防）サービス費を除いた額です。

☆対象期間
平成 29 年８月１日から平成 30 年７月
31 日まで（毎年８月１日から翌年７月 31
日までの１年間です。
）

（表）

☆支給額
医療保険と介護保険の自己負担額の合計
が、
所得区分に応じた自己負担限度額（表）
を超えた場合に、その超えた額が支給さ
れます。
ただし、超えた額が 500 円以下の場合は
支給対象となりません。

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得

６７万円

一

般

５６万円

低 所 得 Ⅱ

３１万円

低 所 得 Ⅰ

１９万円

低所得Ⅱ：世帯員全員が住民税非課税の人
低所得Ⅰ：世帯員全員が住民税非課税の人のうち、世帯
員全員の各所得金額が０円の人

申請に必要なもの
・支給申請書
・高額介護合算療養費・高額医療合算介護
（予防）
サービス費の支給申請について
（お知らせ）
・個人番号
（マイナンバー）
がわかるもの
（通知カードまたは、個人番号カード）
・本人確認書類（官公庁発行、発給の顔写真
付き身分証明書等）
・印鑑
（認印）
・通帳
（または通帳のコピー）等口座情報の
わかるもの

※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書の提出が必要。
（事前に提出した場合は不要。）
※被保険者以外の人が申請または受領する場合は委任状が必要。
※被保険者以外の人が申請する場合は委任状に加え、被保険者
の個人番号がわかるもの（コピー可）
、申請者の本人確認書類
等が必要。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている場合は、市町村へ
受領を委任する委任状が必要。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市
町村の介護保険に加入歴があり、自己負担額がある場合は、
それらの保険の自己負担額証明書が必要。
※成年後見人が申請する場合、登記事項証明書（３か月以内に
発行されたもの）を持参。

問合せ

健康福祉課（健康センター）☎ 0178-76-3323

年齢到達などにより後期高齢者医療制度に加入する方へ
年齢到達などにより、年度途中で後期高齢者
医療制度に加入することになった人の保険料は、
原則年金から特別徴収（年金から天引き）され
ますが、特別徴収されるまで時間がかかる為、
しばらくの間納付書で支払うことになります。
新たに後期高齢者医療制度に加入する人や、
納 付 方 法 が 変 更 と な る 人 な ど、 保 険 料 の納 め
忘れが多くなっていますので、口座振替による

納付をおすすめします。
納付書でのお支払いは口座振替に変更でき、
一度申請すれば継続して口座振替されます。
これまで、国民健康保険料（税）を口座振替
で納付していた人でも、改めて申請が必要にな
りますので、ご注意ください。
問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-76-3323
広報なんぶちょう
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保険証の手続きをお忘れなく

～国保からのお 知らせ～

◆保険証の手続きはお済みですか？
住所が変わった時、職場の健康保険に入った時・抜けた時は、
保険証の手続きが必要です。
以下のものを持参し健康福祉課（健康センター）または住民生
活課（南部分庁舎）
、福地サービス班（本庁舎）で手続きをし
てください。

〇国保の手続きは、14 日以内に
届出をお願いしますが、なんら
かの事情で届出が遅れた場合で
も、手続きは可能です。資格取
得日・喪失日に遡っての手続き
になります。

手続きに必要なもの

〇転入・転出・転居等の住民異動

・世帯主の印鑑

に伴う国保の異動は、住民異動

・世帯主および対象者の個人番号（マイナンバー）が確認

届の提出により国保の手続きも

できるもの

完了になります。

・窓口に来る人の印鑑（姓が世帯主と同一の場合は世帯主

住民異動の届出に必要なもの

の印鑑で構いません）

は、住民生活課（南部分庁舎）

・窓口に来る人の本人確認ができるもの※

☎ 0179-34-2509へお問い合わ

※免許証、個人番号カードなど顔写真入りは 1 点確認。
それ以外は、保険証や年金手帳など 2 点確認。

せください。

◆届出内容により、必要となる書類が異なります（下表のとおり）
●こんなとき

●届出の内容により必要なもの

職場の健康保険を喪失した

国保に
加入

国保を
喪失

職場の健康保険を喪失した書類
（健康保険資格喪失証明書など）

職場の健康保険の扶養者でなくなった
ほかの市町村から転入してきた

住民生活課への届出により完了

子どもが生まれた
生活保護を受けなくなった

保護廃止決定通知書

職場の健康保険に加入した※１

職場の保険証(該当者分)または、
社会保険資格取得証明書

職場の健康保険の被扶養者となった※１
ほかの市町村へ転出した
死亡した

住民生活課への届出
により完了

生活保護を受けるようになった

保護開始決定通知書

町内で住所が変わった

住民生活課への届出
により完了

世帯主や氏名が変わった

その他

世帯を分けた、
または一緒にした

在学(入学)証明書
または学生証

修学のため、町外に住所を移した※２

国保の
保険証
（該当者分）

国保の
保険証
（該当者分）

保険証を無くした、汚れて使えなくなった

※１ 社会保険加入日（就職など）から、国保の保険証は使えません。
誤って国保の保険証を使用した場合は、医療費（自己負担以外）を国保へ返還となる場合がありますので、
受診された医療機関へ加入している保険証を提示してください。
加入している保険証がまだ届いていない場合は、職場から健康保険資格取得証明書等を発行してもらい、
医療機関に提示し受診しましょう。

※２ 修学のため町外へ転出しても、引き続き南部町国保に加入することができます。
大学・高校等に修学するために、南部町外へ住所を移すことになった場合は、住民票を町外に移した後も、
引き続き南部町国保の保険証を使用できる特例がありますが、申請が必要ですので、忘れずに申請してくだ
さい。
また、その場合の国保税は、引き続き元の世帯主へ賦課されます。

【問合せ】 健康福祉課（健康センター）☎ 0178-76-3323
13
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新大橋架替に伴う全面通行止めのお知らせ
八戸市では、老朽化した新大橋架替工事を平成 31 年 4 月 1 日（月）より着手するため、下記交差点間の市
道を全面通行止めとします。架替工事は、既存の新大橋を撤去しながら、同じ位置に新橋を建設します。
よって、新大橋の供用開始まで全面通行止めを伴います。工事期間中は、大変ご不便をおかけしますが、最
寄りの橋のご利用をいただくよう、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

問合せ

八戸市庁

建設部

道路建設課

TEL：0178-43-9394

FAX：0178-43-8630

八戸市ホームページ内で ｢ 新大橋 ｣ を検索

原子力施設立地振興対策事業助成金
1,800万円で板橋団地内道路舗装改修
工事を実施しました。
町では今年度、原子力施設立地振興対策事業
助成金の助成を受けて、板橋団地内道路の
舗装改修工事を実施しました。
側溝の入れ替えと舗装工事により、路面の
亀裂、凹凸、段差が解消され、円滑な車両
通行と歩行者の安全性が確保されました。

野焼きは原則禁止されています
ごみの焼却処分は禁止されています
農業、林業を営むためのあぜ道の草および下
枝などの焼却や、庭木、落ち葉などの軽微な焼
却は、例外として禁止されていませんが、近隣
住民の生活環境に支障を来した場合は例外から
外れます。
３月から５月は、空気が乾燥し、風の強い日
が多く、火災が発生しやすいので注意してくだ
さい。

やむを得ず実施する場合
必ず次のことをお守りください。
・あらかじめ消防署へ届出すること。
・風が強く、空気が乾燥しているときは、中止
すること。
・消火の準備をし、一度に多量の焼却を行わな
いこと。
・その場を離れる際は、完全に消火すること。
問合せ

▶ 三戸消防署

☎ 0179-22-1140
☎ 0178-76-2416
▶ 三戸消防署福地分遣所 ☎ 0178-84-2103
▶ 三戸消防署名川分署
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仕事 ＆ 住まい
誘致
企業

多摩川ハイテック
（株）従業員募集

職種 生産技術職・生産管理職
採用人数 各２人（いずれも経験者のみ応募可）
賃金 求人票の通り
就業場所 多摩川ハイテック（株）福地第二工場
（福地工業団地内）または、本社工場（八戸市
北インター工業団地内）
就業時間 ８時～ 17 時 30 分 休憩 50 分
休日 土・日・祝日、夏季・年末年始休暇等
誘致
企業

（有）百目木工業

従業員募集

職種 製缶工、溶接工（初心者大歓迎）
採用人数 ３人
賃金 7,300 円〜 9,000 円 / 日
（通勤手当有）
就業場所 南部町大字法師岡字大平１- ６
就業時間 ８時～ 17 時
休日 日・祝・年末年始・お盆（年間 113 日）

発掘作業員募集
募集人員 14 人程度
勤務場所 史跡聖寿寺館跡（南部町大字小向）他
業務内容 スコップ等による発掘・土砂運搬、その
他野外作業全般
期間 ４月16日（火）〜10月31日（木）
※調査期間は変更となる場合があります
就労時間 ８時 15 分～ 12 時、13 時～ 17 時
賃金 6,800 円 / 日（１か月の内 14 日間の勤務。
土日・祝日は休業日）

町営住宅入居者募集

申込み・問合せ
履歴書（写真貼付）・職務経歴書・ハローワ
ークの紹介状を下記宛先までご送付ください。
〒 039-0811
南部町大字法師岡字仁右エ門山３-23
多摩川ハイテック株式会社
管理部 総務課 ☎ 0178-60-1140（内線 301）

申込み・問合せ
履歴書（写真貼付）・職務経歴書・ハローワ
ークの紹介状を下記宛先までご送付ください。
〒 039-0811
南部町大字法師岡字大平１- ６
有限会社 百目木工業
☎ 0178-84-4881

問合せ ☎ 0179-34-2132（社会教育課史跡対策室）
（初心者大歓迎）
対象 町内在住者で健康でやる気のある人。
加入保険 雇用保険・労災保険
申込日時 ３月 20 日（水）９時〜 11 時 30 分
この日に面談を行いますので、必要事項を記入
した応募用紙を持参してください。
申込場所 南部公民館
応募用紙 応募用紙は、福地公民館・健康センター・
南部公民館・剣吉公民館に設置しています。

問合せ

建設課（南部分庁舎）☎ 0179-34-2518

入居募集住宅
団地名(竣工年度)

募集戸数

構造/間取り

苫米地駅前団地（H２）

１戸

２階建て / ２ＬＤＫ

18,700円～27,900円

滝田団地（H４）

１戸

２階建て / ３ＬＤＫ

21,900円～32,600円

第２苫米地駅前団地（H18）

１戸

２階建て / ３ＬＤＫ

25,200円～37,600円

第２苫米地駅前団地（H18）

１戸

平屋建て / ２ＤＫ

18,100円～26,900円

ひろば台団地（H30）

１戸

平屋建て(身障者向け) / ２ＬＤＫ

27,000円～40,000円

ひろば台団地（H30）

３戸

平屋建て / １ＬＤＫ

17,900円～26,600円

入居資格
同居または同居しようとする親族がある／入居者と同居者
の合計所得が月額 158,000 円以下／税金を滞納していない／
入居者が暴力団員でない
申込み
町営住宅入居申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添え
て３月 19 日（火）13 時までに建設課（南部分庁舎）または各住
民生活課サービス班に、提出してください。入居希望が複数の
場合、抽選になります。
（３月 26 日（火）10 時）
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現地見学会 ３月 15 日（金）
▶ひろば台団地（B27、C4）:
10 時 00 分～ 10 時 30 分
▶滝田団地（3 号）:
10 時 45 分～ 11 時 00 分
▶苫米地駅前（16 号）
11 時 10 分～ 11 時 25 分
▶第２苫米地駅前団地（A5、B41）
11 時 30 分～ 11 時 50 分

マイナンバーカードを申請しましょう
交付手数料無料

問合せ

住民生活課（南部分庁舎）
☎ 0179-34-2509

※紛失その他の再発行手数料は有料になります。

マイナンバーカードの申請方法
申請には、通知カードの下部分「個人番号カード交付申請書」が必要です。ただし、申請書記載の内容（住
所氏名等）が現在の状況と異なる場合、この申請書は利用できません。その場合は住民生活課（南部分庁舎）
までご連絡ください。
郵送による申請
「個人番号カード交付申請書」に
必要事項を記入し、顔写真を貼
付。返信用封筒に入れて投函し
てください。
（返信用封筒の差
出有効期限を過ぎていても、有
効です。切手を貼らずにそのま
ま投函してください。）
※封筒を紛失した場合は、住民
生活課（南部分庁舎）までご
連絡ください。

通知カード・個人カード交付申請書の様式

スマートフォンによる申請
「個人番号カード交付申請書」
に記載されたＱＲコードを読み
取り、手順に従って申請します。
パソコンによる申請
マイナンバーカード総合サイト
の「パソコンによる申請方法」
のページで「個人番号カード交
付申請書」に記載された申請書
ＩＤを利用して申請します。

【おもて面】

申請書部分

【うら面】

マイナンバーカードの受け取り
交付場所などをお知らせする交
付通知書（はがき）がご自宅に
届きます。

Q

必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書
（はがき）
に記載された期限までに、記載された
交付場所にご本人がお越しください。

個人番号カードとは？

「個人番号カード」とは通知カードと
同じく、行政機関の窓口などでマイナン
バーを求められたときに使用するほか、
顔写真付きなので、本人確認の身分証明
書として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請の際
にも利用できます。

交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定
していただくと、
カードが交付されます。
※暗証番号はお越しになる
前にあらかじめ考えてお
いてください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

平 日 9：30 〜20：00
土日祝 9：30 〜17：30
※年末年始を除く

マイナンバー
総合フリーダイヤル

0120-95-0178（無料）

・ 一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
通知カード・マイナンバーカードについては

☎０５０－３８１８－１２５０

その他のお問い合わせについては

☎０５０－３８１６－９４０５
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町の学校紹介
福地中学校
校長：福井

淳悦

〜各校の特色ある教育〜

生徒数：123名

「信は力なり」
をキーワードとした活動
今年の福地中学校は、
「信は力なり」をキーワードとして
さまざまな活動を行っています。これは、
「学校、生徒、保護者、
地域の信頼関係を力にして前進していこう」という意味です。
特色ある活動は『読書活動』です。これは朝自習に読書週
間を設定したり、少し時間ができたときに読書を行う“すき
間読書”を設けたりして、読書の習慣づけを図りました。休
み時間に読書をする生徒がすごく増えました。生徒の語彙力

教室での読書活動の様子

の向上や情操面の効果も期待されます。
次に『体験活動』です。
“本物にふれる体験”として、講
師を招いて大筆を用いた書道パフォーマンスを鑑賞しまし
た。また、青森山田高等学校の新体操部と器械体操部の演技
会を体育館で開催して、全国レベルの演技を目の当たりにし
ました。それぞれ生徒たちからは、
「本物はやっぱりすごい！」
との感想が多く寄せられました。
夏の三戸郡中体連夏季大会開会式では、
「信は力なり」の
文字入りの緑のはちまきを全員がきちっと締めて、堂々とし
た行進を行いました。
「信は力なり」
、自分を信じ、仲間を信じ、可能性を信じて、

「信は力なり」はちまき締めて行進

福地中学校はこれからも前進を続けます。

名川中学校図書室１階（町民図書室）

≪おすすめセレクション≫

図書室からのお知らせ

危機管理のプロ、 自

町民の皆さまはどなたでもご利用できます

衛 隊 の ノ ウ ハ ウ。 日

休室日 毎週月曜日・国民の休日・毎月第４金曜日
【問合せ】名川中学校図書室１階 ☎ 0178-76-3121

満載。 「あの日」 を忘

《 今月の 新 刊》
◆ 空飛ぶ院長、医療過疎を救う！
◆ ことばの「なまり」が強みになる!
◆ さざなみのよる
◆ 介護士K
◆ 居た場所
◆ ののはな通信
◆ 猫がいなけりゃ息もできない
◆ こどものための防災教室
身の守りかたがわかる本
◆ ５億年後に意外な結末

今
明秀
吉村
誠
木皿
泉
久坂部 羊
高山羽根子
三浦しをん
村山 由佳

著
著
著
著
著
著
著

今泉マユ子
菅原そうた

著
著

常生活に役立つ技も
れずに、 防災意識を
「自衛隊防災-BOOK」
マガジンハウス/編集

高めましょう。

ある日、 幼稚園から
帰 る と、 大 き な 箱 が
届いていました。 誰か
ら か な？ 中 身 は 何 か
な？新１年生にぴった
「ランドセルがやってきた」
中川ひろたか 著

りの絵本です。

【図書蔵書検索システム】図書室の蔵書を検索できますので、
ご活用ください。
（URL：http://www.lib-eye.net/nanbu/）

３月12日
（火）
～３月15日
（金）は特別蔵書点検のため休室になります。
17
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スポーツ賞

東北・全国大会などで優れた成績をおさめた個人や団体の構成員に贈られます

弓道

高森 直樹、寺澤 久光

バウンドテニス

工藤 毅、伊藤 京子

卓球

大澤 翔吾

ソフトテニス

杉澤 龍哉

剣道

山田 翔太郎、宮澤 知暉、山田 那々良

陸上

名川中学校陸上部男子、山田 理貴、秋山 好輝、中山 拓真、根市 幸誠、梅内 瑞季、小橋 さくら

水泳

春日 遊馬、風間 美海

柔道

瀧口 健士朗

相撲

久保 裕、斉藤 学、宮野 健人

スポーツ奨励賞

県大会などで優れた成績をおさめた個人や団体の構成員に贈られます

陸上

大島 武、沼畑 大、嶋守 太一、佐々木 博、木幡 駿平、佐々木 凛、美曽作 桃子、小泉 勇太朗、庭田 晴尚、
田中 槇一、工藤 超、柿本 昇忠、出町 優花、太田 優希、工藤 佳暖、福地中学校陸上部

バウンドテニス

伊藤 徳隆、澤口 敏彦、橋本 悦子、大橋 智子、田中 保子、小笠原 生子、田口 敦子

ペタンク

小野寺 直和、佐々木 茂、佐藤 正彦、

空手

中野 桜甫、佐々木 皇汰、丸子 幸志郎、佐々木 琥珀、佐々木 美珀

グラウンドゴルフ

小林 多津子、松村 トシ子、成田 綃子

ソフトテニス

坂本 和哉、工藤 新、渡邉 諒太郎、舘野 賢人

剣道

南部中学校女子剣道部

優秀選手賞

県大会などで成績が２位、３位の成績をおさめた個人や団体の構成員に贈られます

小橋 颯太、小原 陽、佐々木 涼珠、佐々木 悠太、及川 竜生、青山 温輝、工藤 翔、小笠原 妃菜、
陸上

佐々木 遼佳、乂谷 彩香、横町 さつき、嶋守 創哉、番地 孝行、赤石 悠斗、川守田 慶太郎、間部 心春、
田中 龍、村井 大和、坂本 航大、四戸 希、山田 伊吹、四戸 杏奈、石塚 寛人、類家 快人、岩間 竜成、
伊藤 愛佳、工藤 彩美、元沢 美月、村井 鈴愛、留目 聖吾、西国 諒、大向 嘉乃、風間 勝臣

剣道

谷内 隼人、留目 瑞生、渡邉 朴太郎、工藤 龍平、若本 太陽、谷内 克行、一戸 正、工藤 恵輝、
馬場 京護、大向 唯飛、工藤 利孔

バスケットボール

向井 藍、大島 稚葉、工藤 沙弥佳、工藤 佳奈恵、長沼 七生美、佐々木 晴那、中村 真樹、
箱崎 彩英子、城 志乃、工藤 智子、佐々木 菜摘

水泳

下井田 侑、松山 結宇、山内 蓮那

クレー射撃

滝田 幸男、中野 正弥、夏堀 悟、助川 正雄、工藤 一典、田村 文夫

ソフトテニス

坂本 柊、佐々木 颯来、田川 大地、西舘 竜也、松尾 峻伍、杉澤 海斗

卓球

佐藤 優和、清沢 健人、沼畑 秀、沼山 俊介、芳賀 朋也、大森 武政、大向 保宝、倉舘 尚矢、
坂本 大地、坂本 智則、塚本 悠太、工藤 瑞斗、工藤 博章

空手

工藤 弦

ペタンク

工藤 満、工藤 欣也、諏訪内 清

広報なんぶちょう

３月号

18

功績をたたえ、一層の努力を

南部町文化賞・スポーツ賞表彰式及び南部町体育協会優秀選手賞表彰式
２月２日、南部町文化賞・スポーツ賞表彰式及び南部町体育協会優秀選手賞表彰式が楽楽ホールで行われ、
文化活動やスポーツ活動で活躍した方一人ひとりに、高橋力也教育長と体育協会の工藤忠善会長から表彰状が
贈られました。受賞者は次の方々です（敬省略）

感謝状贈呈
株式会社 柏崎組
代表取締役社長 柏崎 尚久

読書活動を通して剣吉小学校の情緒豊かな心を育むため、学校図書充実のため図書
カードを寄贈。教育活動に多大な貢献をしました。

青森銀行従業員組合
執行委員長 沼山 堅

学校図書館の整備・充実と児童の読書活動推進のため、教育図書を寄贈。教育活動
に多大な貢献をしました。

文化賞

東北・全国大会などで優れた成績をおさめた個人や団体の構成員に贈られます

研究発表

中村 唯子、高橋 杏華、川守田 舞子、砂庭 亜季、東 さくら、椛澤 周平

農業鑑定競技

中村 依香、沼畑 享良

技術アイデア

遠藤 祐希

マーチングバンド・
バトントワーリング

田中 優帆、山田 李音

合唱

芳賀 真夕、小泉 愛華

珠算

山﨑 翔理

音楽

村井 大和

作文

三浦 琉聖

文化奨励賞

県大会などで優れた成績をおさめた個人や団体の構成員に贈られます

放送

佐藤 優梨、川守田 拓美、上田 真衣、石橋 宙大、大村 雅、岩間 三佳

書道

佐々木 さつ、齋藤 唯維、高橋 蓮、高橋 茉那、木幡 駿平、嶋守 創哉、高橋 ロコ、高橋 宥伍、
出川 桃香、島口 絢花

七唄・七踊り

川守田 敦生、中村 優

体験発表

三田 彩美弓

楽器演奏

坂本 結衣

俳句

坂本 彩衣

ポスター

釜渕 姫奈、佐々木 愛祐香

標語

工藤 龍平、工藤 崇太

絵画

留目 樹、澤口 晃典、酒井 悠大

作文

佐々木 明日香

メッセージ作品

馬場 龍紀

観察発表

杉沢 空良

アイデア作品

木村 司

マーチングバンド・
バトントワーリング

名久井小学校金管バンド部
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（７）勤務時間の状況（標準的なもの）（平成 30 年 4 月 1 日現在）

開始時間

終了時間

休憩時間

１日の勤務時間

１週間の勤務時間

8:15

17:00

12:00 ～ 13:00

7 時間 45 分

38 時間 45 分

（８）年次休暇の取得状況 （平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）

総取得可能日数
A

総取得日数
B

対象職員数
C

平均取得日数
B／C

消化率
B／A

11,475.0 日

2,556.0 日

294 人

8.7 日

22.3%

４

５

職員の休業の状況（平成29年度）
区分

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児短時間
勤務者数

男性職員
女性職員
計

0人
3人
3人

0人
4人
4人

0人
0人
0人

職員の分限及び懲戒処分の状況（平成29年度）
区分
職員数

６

分限処分
休職
2人

懲戒処分
戒告
0人

減給
0人

停職
0人

計

免職
0人

0人

職員の服務の状況

（１）職務に専念する義務の免除
地方公務員法第 35 条の規定に基づき、職員は職務に専念する義務があります。しかし、地方公務員法第 55 条第 8
項の規定に基づく適法な交渉のほか、条例で定める①研修を受ける場合、②厚生に関する計画の実施に参加する場合、
③その他任命権者が定める場合は職務に専念する義務が免除されます。						
												
（２）営利企業等の従事制限									
地方公務員法第 38 条の規定に基づき、
職員は任命権者の許可を得なければ、
営利企業等へ従事することが出来ません。

７

職員の退職管理の状況
平成２９年３月３１日付け退職者１１名（再任用の任期満了を除く。
）のうち、４名が再任用職員となっています。

８

職員の研修の状況

主な職員研修の実施状況 （平成 29 年度）

研修場所
青森県自治研修所
八戸圏域連携中枢都市圏研修
職員全体研修ほか

９

内容
基本研修等
新採用・主事・行財政等
－

受講者数
86 人
13 人
305 人

職員の福祉の状況

（１）健康診断等の実施状況 （平成 29 年度）

区分
定期健診
日帰りドック
未受診者

職員数
128 人
89 人
4人

内容
南部町医療センター
八戸市総合健診センターほか
病休・育休等

（２）公務災害の状況 （平成 29 年度）

区分
件数

公務災害
1件

通勤災害
0件

計
1件

※病院の職員は含みません。
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人事行政の運営等の状況
南部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件などを
お知らせします。※詳細は町ホームページに掲載しています。
問合せ 総務課（本庁舎） ☎ 0178-84-2111

１

職員の任免の状況

職員の採用退職の状況（単位：人）

（ ）内は再任用職員

平成29年度（平成29年4月1日〜平成30年3月31日）
4月1日職員
左記のうち採用職員
退職職員
285
13（4）
19（4）

平成30年度（平成30年4月1日現在）
4月1日職員
左記のうち採用職員
281
15（5）

※職員数は、地方公務員の身分を保有する派遣職員を含み、再任用短時間勤務職員を除きます。

２

職員の人事評価の状況

平成 28 年度から導入した人事評価制度（能力評価・業績評価）は、職務遂行の過程で見られた職員の意欲、能
力及び勤務の実績等を的確に把握し、評価することにより、職員の能力開発（人材育成）・勤務意欲の向上・適材
適所の人事配置等を進めるとともに、職員が能力を最大限発揮し、その能力を有効活用することを通じ、組織パフォー
マンスの向上を図り、簡素で効率的な町政の推進を目指すものです。

３

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）人件費（平成 29 年度普通会計決算額）

歳出額（A）
10,105,729千円

人件費（B）
1,374,356千円

人件費率（B/A)
13.6%

平成28年度人件費率
13.7%

（２）職員給与費（平成 29 年度普通会計決算額）

職員数※１
（A)
161人

給与費
給料
587,561千円

職員手当※２
75,999千円

※１

職員数は平成 29 年 4 月 1 日現在のものです。

※２

職員手当には退職手当を含みません。

期末・勤勉手当
219,882千円

計（B）
883,442千円

職員一人あたりの
給与費（B/A)
5,488千円

（３）職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額 （平成 30 年４月１日現在）

平均年齢
43.3歳

一般行政職
平均給料月額
299,200円

平均給与月額
329,400円

平均年齢
50.7歳

技能労務職
平均給料月額
272,700円

平均給与月額
319,200円

※平均給料月額及び平均給与月額は給与改定前のものです。
（４）職員の初任給 （平成 30 年 4 月 1 日現在）

区分
南部町
青森県

（５）ラスパイレス指数 （各年 4 月 1 日現在／単位：％）

一般行政職
初任給（大学卒）
初任給（高校卒）
179,200円
147,100円
179,200円
147,100円

※初任給は給与改定前のものです。

区分
南部町
青森県

平成29年
92.8
98.0

平成30年
93.7
98.0

※ラスパイレス指数は、地方公共団体の一般行政職給料月額
と国の行政職俸給表俸給月額とを、学歴別、経験年数別に
比較算出したもので、国を 100 としたものです。

（６）特別職の報酬等の状況 （平成 30 年 4 月 1 日現在）

区分
町長
副町長
教育長
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給料月額
763,000円
604,000円
556,000円
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期末手当
3.10月分
3.10月分
3.10月分

区分
議長
副議長
議員

報酬月額
283,000 円
240,000 円
225,000 円

期末手当
3.10 月分
3.10 月分
3.10 月分

青森県議会議員一般選挙
投票日

４月７日（日）

投票
時間

午前７時～午後８時

投票
場所

町内37か所の投票所
投票できる人

平成 13 年４月８日以前に生まれた方で、平成

投票日当日に仕事や旅行、病気などで投票
所に行くことができない方は、期日前投票ま
たは不在者投票の制度を利用しましょう。

30 年 12 月 28 日までに住民登録の届出をし、引

期日前投票

き続き３か月以上南部町に住んでいる方が投票
できます。
また、県内の他市町村に転出後４か月未満の

期間：３月 30 日（土）～４月６日（土）

方で南部町の選挙人名簿に登録されている方のう

投票日当日に投票に行くことができない理由な

ち、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されて

どを宣誓書に記入し提出することで投票できます。

いない方は、南部町で投票することができます。

【時間】午前８時 30 分～午後８時（期間中毎日）

※県外に転出した方は、選挙人名簿に登録され

【場所】名簿登録時の住所により限定されます。

ていても投票することはできません。

投票所入場券
選挙人名簿登録時の住所により投票できる投票

・福地地区の方 役場本庁舎１階 町民コーナー
・名川地区の方
・南部地区の方

所が決められており、各世帯に郵送される入場券

でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できま

南部分庁舎１階

相談室

不在者投票

投票に出かける前に 1 人分ずつ切り離し、名
なお、入場券が届かない場合や紛失した場合

町民室（※）

（※中央公民館から変更になっています。
）

で確認することができます。
前をよく確かめて投票所にお持ちください。

剣吉公民館１階

次の方は不在者投票をすることができますので、
お早めに選挙管理委員会に投票用紙の請求手続
きをしてください。

すので、当日、投票所の係員に申し出てください。

（1）出稼ぎなどのため、滞在先の選挙管理委員

投票方法

（2）指定されている病院などに入院している方

候補者の氏名を記入する「自書式」です。
記入することができない方は、代理記載の方法
で投票することができます。

開

会で不在者投票をする方
で、入院（入所）先で不在者投票をする方
（3）身体に障がいがある方で、郵便投票証明書
をお持ちの方
※町外に住む学生等で住所変更（転出）の手続き

票

４月７日（日）午後９時から南部町総合保健
福祉センター「ゆとりあ」で行う予定です。
開票当日の午後８時から「ゆとりあ」で参観者
の受け付けをします。（定員：先着 40 名）

をしていない方は、名簿に登録されていても
投票はできません。
問合せ
南部町選挙管理委員会
☎ 0178-84-2111
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国民年金の納付はしっかりと

問合せ

八戸年金事務所
☎ 0178-43-7369

また、納め忘れがなく、納付の手間がかから

国民年金保険料の納め忘れはありませんか。

ない口座振替やクレジットカードによる納付も

国民年金の保険料を納めないままにしておくと、

できます。

将来の老齢基礎年金や万が一障害や死亡が発生した

経済的な理由で国民年金保険料を納めること

場合の年金が受けられないことがあります。

が困難な人のため、保険料の免除制度がありま

今年度の国民年金保険料は、１か月 16,340 円で
す。納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象と

す。50 歳未満の人や

なり、税金の負担が軽減されます。まだ納付してい

学生にも納付が猶予

ない人は、納付書をご用意のうえ金融機関、郵便局、

される制度があります

コンビニエンスストアの窓口で納付してください。

ので、ご利用ください。
福地短歌会

手に包む温くとき孫の手に引かれディズニーランドの船に乗り込む

さぶちゃんの年輪の歌聞きし媼涙ぐみつつ繰り返し乞う

こと更に水洟そそるこの二月ぬくめる言葉もかけ合う朝夕

川守田慶三

睦子

大久保雪夫

奥寺

正夫

裕正

水梨

政志

工藤

新雪に兎の跡がケンケンパ少女の声が聞こえる如し

根市

昭子

通院に付き添い呉るる看護師の髪型少し変へてあたらし

和服にて卒業式に向かふ孫羽ばたきゆけと門出を祈る

馬場

操

傳吉

亡き母の愛用したるふくよかな手編みベストをダブルに直す

馬場

敬子

坂上

消防の制服姿の孫見上げ在りし日しのぶ出初めの朝に

馬場

綾子

庭に降るためらふ如き綿雪は夏に散らせし打ち水らしき

雪降るも色あざやかな葉牡丹を振り向きてゆく通る人らは

坂本

なんぶ短歌会

溢れゐる補助食品を当てにせず昔ままなる田舎の料理

一ノ渡

静子

佐々木冴美

新雪のなき正月を迎えたり雪下駄の赤き爪革なつかし

中野

敦子

訪ふことも訪はれることも大好きな亡き父偲ぶ山茶花咲けば

この先を生きてく気力うすれゆくあまりにむごい事件事故多発

向山

千年

八木田順峰

大寒の日めくりぴりっとはぎ取って立春までの日にち数える

鶴飼

幸枝

父母の夢見ることを減らしつつ近づいてゆくその享年に

青白く灯るコンビニ駐車場襟たてて待つ
「もう着く」
と聞き

山下

綾子

会

大屋根をすべる雪塊音立てて重きひとつが地に砕け散る

川村

草

歌づくし心やすらぐ八十才余生を楽しくまた美しく

木村ひな子

若

初めてのインフルエンザ我臥して娘の家事力に胸なでおろす

奥

綮

大寒に窓辺に咲く蘭の花神仏囲みてかをりを飛ばす

安ケ平千代

あさ子

あらたまの地平の上に日昇りて神聖なるや黄金の道

小林
青山

人生に何は無くとも記すかな万葉へつづく歌の一種を

役立っています！ボートピアなんぶ交付金

町内会の倉庫兼山車小屋の建 築 経費の一 部として活用し、様々な町内会 活動に
役立っています。
（桜本町町内会）

3 March

4 April

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 １

SUN

MON

TUE

児島GⅡ
レディースオールスター
戸田GⅢフォルクスワーゲン
戸田公園カップ

津一般戦

WED

THU

平和島
一般戦

SAT

SUN

MON

TUE

WED

THU

戸田SG
ボートレースクラシック
多摩川
一般戦

住之江
一般戦
大村
一般戦

FRI

FRI

SAT

桐生一般戦
週間レース杯

蒲郡
一般戦

MON

TUE

WED

THU

FRI

びわこGⅡ
秩父宮妃記念杯

福岡一般戦
ほぼオールレディース
大村GⅢ
オールレディース

SUN

多摩川
一般戦

丸亀GⅢ
JR四国ワープ杯
桐生一般戦みどり市発足記念・
市議会議長杯

SAT

SUN

TUE
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４

THU

５
FRI

６

SAT

７

SUN

平和島
一般戦

平和島
一般戦

浜名湖
一般戦
（薄暮）
住之江
一般戦
丸亀
一般戦

デーレース
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３

WED

戸田
一般戦

大村GⅠ
海の王者決定戦
蒲郡
ヴィーナスシリーズ

２

MON

常滑GⅠ
トコタンキング決定戦

下関GⅠ
ダイヤモンドカップ
住之江 桐生 ドラキリュウカップ・
一般戦
3世代対抗戦

ナイターレース

文学

読書のすすめ
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。
未就学のお子さんは保護者同伴
でお越しください。
期日 ３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 名川中学校図書室１階
☎ 0178-76-3121

三戸地区クリーンセンター
からのお知らせ

三戸地区クリーンセンターでは
「事業系ごみ」の減量やリサイク
ルを推進し、受益者負担の適正化
を図るため、平成 31 年４月 1 日
から事業系一般廃棄物ごみ処理
手数料を現在「50 ㎏毎に 200 円」
から「50 ㎏毎に 300 円」に改定
します。家庭から排出される家庭
系一般廃棄物については、現行ど
おりで金額に変更はありません。
事業者の皆さんには、ご理解と
ご協力をお願いします。
問合せ
三戸地区環境整備事務組合
三戸地区クリーンセンター
☎ 0179-25-2113

案内

日本さくらの会から南部町さく
らの会が「宝くじ桜寄贈事業」に
より陽光桜の苗木 300 本を寄贈
され、以下の日程で植栽を実施す
ることになりました。植栽するに
あたりボランティアを募集します
ので、ご協力いただける方はご連
絡ください。
期日 ３月27日（水）
時間 ９時 〜15時（予定）
集合場所 名川チェリリン村総合案内所
※軍手、タオル、飲み物、昼食（お
にぎり）を準備します。
作業用のスコップは各自で持参
してください。
連絡先 南部町さくらの会
会長 川井健一
☎ 080-5559-4501

案内

募集

さくら苗木植栽
ボランティア募集

特別障害者手当

お知らせ
information

行政相談・人権相談
期日 ４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
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

４・５月の休日窓口開設日
４月６日（土）、20日（土）
５月４日（土）、18日（土）

期日

20 歳以上の在宅の重度障がい
者で日常生活において常時、特
別の介護を必要とする状態の人
に対し、特別障害者手当が支給
されます。
必要な書類や手続き方法など、
詳しくはお問い合わせください。
支給額 月額 26,940 円（支給月
は２・５・８・11 月）
支給要件
①施設に入所していない。
②継続して３か月を超えて病院
等に入院していない。
③所得制限基準額を超えていな
い。
問合せ 健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7101

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

南部町の人口と世帯数

（平成 31年２月20日現在）

対先月比

人

口

18,203人 （−37）

男

8,654人 （−22）

女

9,549人 （−15）

世帯数

7,445世帯（−14）
広告
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案内

採用

案内

平成 30 年分
確定申告の納期限・振替日

国税専門官採用試験
（大学卒業程度）

忘れないで！
愛車も住所変更

申告所得税、復興特別所得税
▷納期限 ３月15日（金）

受験資格
・平成元年４月２日～

自動車をお持ちの人は、引越し
などで住所が変わったときには、

▷振替日 ４月22日（月）
消費税、地方消費税（個人事業者）
▷納期限 ４月１日（月）

平成10年４月１日生まれの者
・平成10年４月２日以降生まれ
の者で次に掲げるもの

運輸支局で住所の変更登録をする
必要があります。自動車税の納税
通知書は、原則として運輸支局に

①大学を卒業した者および平成
32年（2020年）３月までに
大学を卒業する見込みの者

登録されている住所（車検証に記
載されている住所）にお送りして
います。

納付方法
納付書に申告した納税額を記載
の上、金融機関等の窓口で納付し
てください。

②人事院が①に掲げる者と同等
の資格があると認める者
受験申込受付期間
３月29日
（金）～４月10日
（水）

３月中に運輸支局で手続きがで
きない場合は、電話またはファッ
クスで三八地域県民局県税部にご
連絡ください。また、青森県ホー

口座から自動引き落としで納税
ができる「振替納税」が便利です。

受験申込方法 受験申込みはイン
ターネット申込みとする。

ムページ「県税・市町村税イン
フォメーション（http://www.pref.

▷振替日
贈与税
▷納期限

４月24日（水）
３月15日（金）

の提示または写しの添付）が必要
です。
問合せ 八戸税務署☎ 0178-43-0141
広告

｢聞こえにくさ｣を感じたら､
まずはご相談を！

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 0179（23）5433
3 月 19 日（火曜日）
南部町健康センター 9:00～12:00
認定補聴器技能者がサポートします
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検索

１次試験日 ６月９日
（日）
※平成31年５月以降の元号の表
記については、便宜上、平成を
表記するとともに西暦を併記。
問合せ
▶仙台国税局人事第二課試験研修係
☎022-263-1111
▶人事院東北事務局
☎022-221-2022

予備自衛官候補募集

aomori.lg.jp/life/tax/top.html）」
でも受付しています。
問合せ 三八地域県民局県税部
納税管理課
TEL：0178-27-5111
FAX：0178-27-3817

健康

マイナンバーの記載
確定申告書には、マイナンバー
（12 桁）の記載および本人確認書
類（番号確認書類と身元確認書類

国家公務員試験採用情報NAVI

採用

振替納税を利用する場合は、所定
の依頼書を納期限までに提出して
ください。一度提出すると継続し
て利用できます。
納付書および依頼書は、税務署
窓口および申告書作成会場に備え
付けています。
※振替納税の場合には、領収証書
は発行されません。
申告書は郵送で提出できます
申告書作成会場（ラピア）は、
混雑し長時間お待ちいただく場合
があります。確定申告書を自宅で
作成し、e-Tax（電子申告）や郵
送等での提出にご協力ください。

３月11日（月）
４月15日（月）
時間 13 時 30 分～ 18 時 30 分
（最終受付 18 時）
日時

会場
受験資格
▷（一般）18 歳以上 34 歳未満
▷（技能）18 歳以上で国家資格
を有する者（資格により上限
があります。）
募集期限 ４月６日（土）まで
試験日 ４月 14 日
（日）～18日
（木）
の間の指定された 1 日
問合せ
自衛隊青森地方協力本部八戸
地域事務所
☎ 0178-45-1920

達者 de 健康相談

健康センター２階
運動指導室

内容 体組成測定（体脂肪・筋肉
量）、血管年齢測定、骨密度測定、
血圧測定、内臓脂肪量測定、保
健師・栄養士による健康相談、
運動器具体験
※要予約…運動器具体験（１回
30 分間まで）、内臓脂肪量測
定（ 対 象 年 齢 20 ～ 74 歳
15 時～ 18 時）。
問合せ 健康福祉課（健康センター）
☎ 0178-60-7100

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

今月のテーマ「インボディ測定」健康づくりにご活用ください
体を構成する基本成分は、
体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪。
インボディ測定はこれらを定量的に分析し、栄養状態に問題がないか、
体がむくんでいないか、身体がバランスよく発達しているかなど、人体
成分の過不足を評価する検査です。
プール、温泉、トレーニングジム等、館内の施設利用者は 500 円で
測定できます。
トレーニングジム内に設置していますので、ご利用の際はお気軽に
スタッフにお声かけください。

春の歓送迎会プラン
料理

盛皿 3,000 円（税込）
御膳 4,000 円（税込）

お酒

飲み放題 1,650 円（税込）

★料理予算 1 人あたり
3,000 円（税込）以上、
10 名様以上のご利用で
送迎バスと温泉・ジム
を無料で利用できます。
※ジムの利用は高校生
以上

※写真はイメージです。

正社員募集
①スポーツインストラクター
②一般事務
対象 高校卒業以上の人
①将来健康運動指導士、健康運動実践指導
者の資格取得を目指す人。
②経理、総務事務経験があれば優遇。
募集人員 若干名
給与・勤務時間 当社規定による
申込み 履歴書（写真添付）を持参または郵送
にて、パーデパーク ( 南部町大字苫米地字上根
岸 73-1) まで提出してください
職種

ヨガ教室 ～心身ともに健康できれいに～
3 月14日
（木）、21日
（木）

日時

19 時～20時30 分
受講料

★今月26日はフロの日

１回 1,000 円（税込） ※入館料別途

★朝風呂営業

６時 ～８時まで
（受付は７時 30 分まで）

★今月の休館日

高速道路パーキングエリア
（二戸・福地）清掃員募集
八戸自動車道

福地 PA または二戸 PA のトイレ・駐車場等の清掃業務

勤務時間：8：00 〜 17：00（繁忙期は残業の可能性あり）
勤 務 地：二戸 PA または福地 PA（希望勤務地になります）
勤
務：シフト制【勤務日数、扶養控除内勤務、社会保険適用等に
ついては応相談】勤務地まで直接通勤になります。
そ の 他：通勤・業務において高速道路を走行することはありません。
応
募：電話連絡の上、履歴書を盛岡（営）迄ご送付ください。

3月28日（木）
時給

広告

762〜1,000円

【通勤手当は
日額上限７００円迄】

お問い合わせ／お申込み
ハロックス（株）盛岡（営）小川
盛岡市中央通2-11-17-6F
TEL：019-623-6485
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町営市場の販売状況（平成31年１月16日〜 平成31年２月15日）

南部町医療センターからの
お知らせ ☎ 0178-76-2001
青森労災病院医師の診療日
受付 13 時 15 分まで
初診者は 13 時まで

眼科

13時～

３月27日(水)

13時～

▲ ▲

３月13日(水)

要予約

13時～

３月18日(月)

13時～

３月26日(火)

13時～

▲ ▲ ▲

３月12日(火)

先天性股関節脱臼検診の実施日
▲

受付13時～13時20分

※当院整形外科医師が行います。
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。

無料相談会 ～解決の糸口を見つけに行こう～
日時

３月23日（土）10 時 ～16時

場所

消費者信用生活協同組合

八戸事務所（八戸市大字八日町 36 第一
ビルディング４階）
受付内容

①お金の問題（多重債務問題な

ど） ②遺産相続

③不動産売買

金等公共料金の滞納
⑥こころの悩み
る悩み事

④税

⑤ＤＶ・離婚問題

⑦その他くらしに関す

※要予約

予約・問合せ先
八戸事務所

消費者信用生活協同組合

☎ 0120-102-084

編集後記
独特の苦味に、子どもの頃は身震いして口に
した“ふきのとう”。先日、我が家の食卓にの
ぼったお味噌汁に、その“ふきのとう”が登場。
「独特の香り。一口食すとぱっと広がるすっきり
とした苦味。
」年を重ねて、味覚の変化を実感
しながら、おいしくいただきました。【Ｋ】
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名

販売数量（kg） 売上額（千円） キロ単位（円） 前年単価（円）

サンふじ（りんご）

1,294,777

173,650

134

180

着色ふじ（りんご）

6,770

779

115

141

王林（りんご）

95,155

10,444

110

105

シナノゴールド（りんご）

15,895

1,543

97

129

金星（りんご）

9,818

741

75

85

紅玉（りんご）

6,980

504

72

83

サンジョナゴールド（りんご）

13,792

1,607

117

137

ジョナゴールド（りんご）

4,742

706

149

176

短根人参

6,703

463

69

142

4,340

1,204

278

165

60,560

14,311

236

211

にんにく

33,249

35,271

1,061

1,590

ね

14,994

2,746

183

286

ゴボウ

泌尿器科

３月20日(水)

品

長

芋
ぎ

土ねぎ

6,816

728

107

137

ほうれん草

2,994

1,522

508

759

小松菜

1,292

521

403

680

いちご

199

286

1,437

1,048

干

菊

81

1,246

15,415

13,815

干

柿

9,102

3,891

428

416

●今月の休場日
３月 ３ 日（日）
、６ 日（水）、10日（日）、13日（水）、17日（日）、
21日（木）、24日（日）、27日（水）、31日（日）
４月 ３日（水）、７日（日）、10日（水）、14日（日）、17日（水）、
21日（日）、24日（水）、28日（日）、30日（火）

果樹経営支援対策事業の申込受付
果樹経営支援対策事業（平成 31 年度第 1 次）の申
し込みを受け付けします。募集期間が短いため、申し
込みが間に合わない人は第２次計画（６〜７月頃予定）
でお申し込みください。
補助対象事業
果樹新植・廃園、防風網・防霜ファン・かん水設備
の整備
※平成 31 年 12 月末までに完成することが条件
申込み 3 月 15 日（金）までに農林課に備え付けの
申込書へ、見積書および図面等を添えて提出してく
ださい。
問合せ 農林課（南部分庁舎）☎ 0179-34-3371
広告

喜び舞

豊年満作を祈願

えびす舞

南部地方えんぶり
２月９・ 日の２日間、「南部地方
えんぶり」が開催され、各えんぶり組
の勇壮、華麗な舞いが町内に春を呼び
込みました。
初日、奉納えんぶりを剣吉諏訪神社
で行った後、町内９組のえんぶり組と
八戸市から参加した石堂えんぶり組が
剣吉上町から行列をスタート。太鼓や
てびらがね
笛、手平鉦のにぎやかな音色を響かせ
ながら、南部芸能伝承館前までを練り
歩きました。
南部芸能伝承館野外広場では、石堂
えんぶり組の演目披露に続き、町内の
全えんぶり組が一斉摺りを実施。石堂
えんぶり組はゆったりとしたリズムの
「ながえんぶり」、町内えんぶり組は
速いテンポと激しい動きの「どうさい
えんぶり」を披露しました。太夫らの
力強い摺りや、子どもたちのかわいら
しい大黒舞いやえびす舞いなどが観客
を魅了し、大きな拍手が贈られていま
した。
えんぶり組は２日間、バーデハウス
やチェリウスなどでえんぶりを披露し
たほか、家内安全や商売繁盛を祈願す
るため各家庭や直売所などを巡り、門

松の舞

FAX 0178–84–4404

TEL 0178–84–2111

青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23–1 http：//www.town.aomori-nanbu.lg.jp

〠 039-0892

10

付けを行いました。

大黒舞

奏でる音色、唄声が盛り上げる
にぎやかな祝福芸

町内えんぶり組による勇壮な「どうさいえんぶり」
石堂えんぶり組による優雅な「ながえんぶり」

広報なんぶちょう 発行・編集／南部町役場 総務課 平成31年３月７日発行 No.159

