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郷土を愛し、未来へ躍進「安らぎと幸せを実感できるまち」 ―Rokkasho Village―

Information
Ｐ 10 － 13･･･ 令和２年分 村・県民税／所得税
確定申告が始まります！
Ｐ 18･･･ 公営住宅など入居者募集

【表紙】高齢者宅の雪かきをする
村職員互助会ボランティアの皆さん
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村内で行われた催しやできごとを

opics & News

地域農業の発展に貢献

久保政廣氏に青森県農業会議会長賞

取材して 皆さんにお届けします

田信義氏を教育委員として任命
戸鎖地区で農業を営む久保政廣氏が、青森県農業会議会長
賞を受賞しました。12 月 15 日に中央公民館で行われた表彰

辞令が交付される

式では、石久保斉農業委員会会長から表彰状と記念品が手渡
されました。
久保氏は、平成 11 年７月に農業委員に就任以来、21 年あ

戸田村長は「村の将来を担う子どもたちが、質の高い魅力
ある教育を受けられる環境整備が必要であると考えていま
す。引き続きご尽力賜りますようお願いします」とあいさつ

まりの長きにわたり地域農業者のリーダーとして積極的に農
業振興に取り組んできました。また、平成 26 年７月から平
成 29 年７月までは会長職務代理を務め、農業経営の合理化

しました。
田氏の任期は令和２年 12 月 16 日から令和６年 12 月
15 日まで。教育委員会に関わる会議や学校訪問など村の教

や安定化、担い手対策、遊休農地対策などの豊かな見識と経
験を活かし、地域農業の発展に大きく貢献しました。
久保氏は「今回このような賞をいただけたのは、日頃皆さ
阿部成子会長職務代理㊧、久保氏㊥、
石久保農業委員会会長㊨

んに大変お世話になっている積み重ねだと思います」と委員
の皆さんへ感謝を述べました。

村の学校教育支援のために
㈱青森銀行が村へ 20 万円を寄附

育活動に携わっていきます。

戸田村長㊧と 田氏㊨

農家の収入保険料を一部助成
株式会社青森銀行（成田晋社長）が 12 月 16 日、村へ 20
万円を寄附しました。
村長室で行われた贈呈式では、白鳥元生本店営業部長から
橋本晋副村長に目録が贈られました。橋本副村長は「皆さま
からの温かいご支援に心からお礼申し上げます。頂いた寄附
金は、村内小学校の読書活動の推進に活用させていただきま
す」と感謝を述べました。
これは、株式会社ザックス R ＆ D（北田浩社長）が『あお
ぎん SDGs 私募債「未来の創造」』を活用し行われたものです。
私募債発行を記念し、発行金額の 0.2％相当額を株式会社青
森銀行が寄附したものです。

村へ感謝状が贈られる

全国農業共済組合連合会（髙橋博会長）より村に対し感謝
状が贈られました。12 月 11 日、村長室で行われた贈呈式で
は、青森県農業共済組合の天坂廣司組合長から戸田衛村長に
感謝状が手渡されました。
今回の感謝状は、村で実施している農業振興対策事業で「収
入保険」の保険料に対する一部助成を行ったことにより、収
入保険加入者が０件から 12 件へと大幅に増加したことが評
価され贈られたものです。
天坂組合長は「青森県内で助成を行ったのは、六ヶ所村が
初めてでした。非常にありがたい」と感謝を述べました。戸
田村長は「農家の人だけでは厳しい部分もあるので、活力あ
る農業を目指し今後も支援していきたい」と述べました。

白鳥本店営業部長㊧、橋本副村長㊥、北田社長㊨

天坂組合長㊧と戸田村長㊨

50 年間酪農に携わる
梅木修司氏に緑白綬有功章

令和２年第４回議会定例会において議会の同意を得て、
六ヶ所村教育委員会教育委員に任命された 田信義氏へ、
12 月 10 日に戸田衛村長から辞令が交付されました。

23 年間、地域に貢献
緑白綬有功章を受章した庄内地区で酪農を経営している梅
木修司氏が、12 月 18 日に妻の美喜子氏と村長室を訪れ、戸

田中與七郎氏に総務大臣表彰

新城平自治会長として活躍された、田中與七郎氏が総務大
臣表彰を受章しました。12 月 11 日に村長室で行われた伝達

田衛村長に受章を報告しました。
梅木氏は、良質粗飼料を安定的に確保し、牛舎環境の改善

式では、戸田衛村長から表彰状が手渡されました。
田中氏は昭和 60 年から平成 21 年までの長きにわたり、

などを行い、今では県内トップレベルの酪農経営を確立して
います。今回の受章は、梅木氏の農業改良が、地域農業の発
展に貢献していると認められたものです。
梅木氏は「受章は、身に余る栄誉。一緒に働いてきた妻に

地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持と形成に貢
献しました。今回の受章は、田中氏のこれまでの功績が認め
られたものです。
戸田村長は「田中氏は、新城平自治会長として、地域の社

感謝したい」と報告。報告を受けた戸田村長は「受章を糧に
これからも頑張ってください」と受章を祝いました。

会基盤整備に尽力されました。これらの功績が認められたこ
とは、村民にとって喜びであり誇りであります」とあいさつ
しました。

戸田村長㊧、梅木修司氏㊥、梅木美喜子氏㊨
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戸田村長㊧と田中氏㊨
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交番だより

２月１日から 3 月 18 日は

Ｔ

ろっかしょ

opics & News

新庁舎建設職員ワークショップを開催
◎宅配業者を装った偽ＳＭＳ

「不在通知」に注意

偽ＳＭＳに記載されている

ＵＲＬから不正アプリをイン

ストールすると、身に覚えの

ない請求を受けるケースがあ

ります。

▽トラブルに遭わないために

・ Ｓ Ｍ Ｓ や メ ー ル で「 不 在 通

知」が届いても、ＵＲＬには

アクセスしない

・ＵＲＬにアクセスした場合、

アプリをインストールしたり

「 Ｉ Ｄ・ パ ス ワ ー ド 」 な ど を

入力しない

▽操作してしまったら

・アプリをインストールした

場合、スマホを機内モードに

してアンインストールする

・「 Ｉ Ｄ・ パ ス ワ ー ド 」 な ど

を入力した場合、すぐに変更

する

▽不安に思ったら…

・不安に思った場合やトラブ

ルに遭った場合は、最寄りの

警察署または左記までご相談

ください

問警察相談専用電話

☎＃９１１０

グループごとに意見を出し合う職員

野辺地警察署から重要なお知らせ

横断歩道は歩行者優先！

車が横断歩道に接近するときは…
◎近くに歩行者がいないか確認
◎横断歩道付近に歩行者がいたら、
その手前で停止できる速度に減速
◎横断歩道を横断している・しようと
している歩行者がいたら、手前で
一時停止
ルールに違反すると…
「横断歩行者等妨害等」の違反！
罰則

２点

反則金

大型など…12,000 円
普通…9,000 円
二輪…7,000 円
原付…6,000 円

ルールを守って
大切な命を守りましょう
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野辺地警察署では、４月から高齢者講習を受けた人のみ
の更新受付となります。運転免許更新をする人は、近隣の
受付場所をご利用ください。

貝塚恵子氏に感謝状が贈られる

■今まで通り行う事務
・高齢者講習受講者の更新受付・運転免許証の再交付申請
・国外運転免許証の交付申請・運転免許証の記載事項変更
・運転免許の自主返納・運転経歴証明書の交付申請
■近隣の受付場所
受付場所

受付曜日

青森県運転免許
月～金曜日・日曜日
センター
毎週水曜日、第２・４・５木曜日、
むつ自動車運転
第１・３日曜日
免許試験場
＊更新時講習実施日はご確認ください
十和田警察署

新たな場で新たなモノづくり
㈱永木精機が六ヶ所村工場増設
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村の人身事故発生状況（令和２年 12 月末）
令和２年

毎月６日は
六ヶ所村民
交通安全の日

12 月中

令和元年
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前年比
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村の物件事故発生状況（令和２年 12 月末）
令和２年

令和元年

12 月中

累計

累計

30

170

230

前年比
－ 60

平成 18 年から令和２年までの 15 年間、人権擁護委員を
務めた貝塚恵子氏に１月 12 日、戸田衛村長から感謝状が贈
られました。
村長室で行われた贈呈式では戸田村長が「地域の皆さんか
らの人権相談、人権に関する啓発活動など大きな役割を果た
していただきました。退任されましても、引き続きご支援、
ご助言をお願いします」とあいさつしました。貝塚氏は「自
分ができることを少しずつやってきました。時には道で相談
を受けることもありました。委員を離れても、悩んでいる人
がいたら、お茶でも飲みながら相談にのりたいと思います」
と話していました。

戸田村長㊧、貝塚氏㊨

月～金曜日
＊更新時講習実施日はご確認ください

三沢警察署

六ヶ所村新庁舎建設基本構想などの策定について、職員へ
のアンケート調査結果を基に具体的な意見を集めるため、12
月 25 日に新庁舎建設職員ワークショップが開催されました。
大会議室で行われたワークショップには、15 人の職員が
参加し「庁舎機能」
「DX（デジタルトランスフォーメーション）
時代に対応した働き方」
「六ヶ所村らしい庁舎の特徴」の３
つのテーマごとに議論しました。
参加した職員からは「災害に強い庁舎」
「窓口の一元化」
「待
ち合いスペースの充実」などのキーワードが挙げられました。
今後は、村民ワークショップや村民アンケート、来庁者ア
ンケートを実施し、村民の皆さんの意見を基本構想・基本計
画へ反映していく予定です。なお、ワークショップや検討委
員会の結果は随時、村ホームページに掲載されます。

人権擁護委員として 15 年

３月以下の懲役または
５万円以下の罰金

違反点

取材して 皆さんにお届けします

「六ヶ所村らしい庁舎」を考える

サイバーセキュリティ月間

県内の横断歩道手前での一時停止率
は、常に全国平均以下。また、約９割
の車は歩行者がいても横断歩道手前で
停止することなく進行しています。

村内で行われた催しやできごとを

よしひろ

株式会社永木精機（本社大阪府・永木祥弘社長）の六ヶ所
村工場第４期工事の竣工式が１月 16 日に開催されました。
式典では、本社からリモートで参加した永木社長が「コロ
ナ禍で動きが制限されていますが、新たな工場からモノづく
りで、お世話になった皆さんに貢献していきます」とあいさ
つしました。また、戸田衛村長は「地元雇用の拡充に期待を
寄せると共に、御社との共存・共栄を図りながら、相互の発
展につなげていきたいと考えています」と竣工を祝いました。
この工場は、六ヶ所村工場操業開始 30 周年を記念して計
画され、原子力関連機器の大型化や作業用ロボットの需要の
高まりに対応するために増設されました。

増設された工場
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国際教育研修センタ－
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皆さん、閉じこもりによっ

て、人との交流や会話が減っ

月の
おれんじカフェ

15

て い ま せ ん か？ 『 離 れ て い

12

日、 尾 駮 コ ミ ュ ニ
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■日時

■場所

月

13 ２
時

日火

30 16
分～

15

時 分

尾駮コミュニティー

センター

筋力ＵＰトレーニング

１月の教室では、参加者の

教室が終了！

キもおいしい」
「一人だとク

皆さんがお正月に食べた分の

しました。

リスマスに食べないなぁ」と

カロリーを消費しようと、ト

りは楽しかった」「作ったケー

話しながら、楽しい時間を過

レーニング器具やポールを使

い進んで体を動かし、気持ち

いい汗をかいていました。

来年度の教室は、４月に毎

ごしていました。

【次回のおれんじカフェ】

ひなまつりにちなんだ内容

と、認知症について学べるプ

■日時 ２月 19 日金 ９：30 ～ 13：00
■場所 スワニー 調理室
■募集人数 ６人
■申込受付期間 ２月 12 日金まで
■参加費 500 円
■持ち物 エプロン、飲み物、タッパー
＊完成した料理は持ち帰りとなります

戸配布されるチラシで詳しく

イタリア料理

ロ グ ラ ム を 予 定 し て い ま す。

ワールドキッチン

お知らせします。皆さんの参

村の酪農家に嫁いで 16 年に
なります。仕事は忙しいです
が毎日楽しく過ごしていま
す。映画が好きで、村に映画
館があったらいいなぁと思います。コロナが
終息したら、まず中国に里帰りしたいです！
家族や親戚に会ったり、お母さんの手料理を
食べたり、やりたいことがいっぱいです。

つながり力を
高めよう！

伊藤 金鳳

月

ティーセンターで開催された

ちょっとしたあいさつや会話も心の健康に
つながります。ご近所同士、互いに声を掛
けあい、支え合いましょう。

ジンフン

てもできる人づきあい』を実

践して、つながり力を高めて

③買い物や移動のついでにあいさつ、声掛けを

新型コロナウイルス感染症

の影響で、外出の回数が減っ

おれんじカフェでは、昨年度

（サラン）

いきましょう！
好評だったクリスマスケーキ

사랑

た人も多いと思います。「１

週間、外出していない」は閉

作りを行いました。

参加者たちは切ったシフォ

じこもりです。閉じこもりと

は、１日のほとんどを自宅で

ンケーキにクリームをたっぷ

手紙や絵手紙を書いてみましょう。直
筆で気持ちを伝えるのもよいもので
す。また、携帯電話（スマホ）やパソ
コンなどを使ってメッセージや写真を
送れば、いつでも家族や友人とつなが
ることができます。

皆さんの参加を、お待ちして

Rokkasho●2021-2

過ごし、週に１回も外出しな

②手紙、メールや SNS で

＊新型コロナウイルスの感染状況により、中止・延期する場合があります。また、イベント参加者は当日、自宅
で検温を行い、マスクを着用して参加してください。申込受付期間以降のキャンセルは材料費をいただきます
7

ろっぷで開催していた、今

直接、声が聞けるとホッとするものです。
家族や友人に電話をかけ、日頃のちょっと
したことなど話をしましょう。

加をお待ちしています！

■日時 ２月 13 日土 ９：30 ～ 12：00
■場所 国際教育研修センター
■募集人数 親子６組
■申込受付期間 ２月５日金まで
■参加費 300 円
■持ち物 飲み物

り乗せ、スライスした苺をた

①もっと電話でつながろう

います。

バレンタインカードと
チョコ作り

いことをいいます。

離れていてもできる人づきあい

love
（ラブ）

イベントのお知らせ
異文化わくわくイベント

年度の筋力ＵＰトレーニング

die Liebe
（リーベ）

センターの仲間

「ジョンウォル・テボルム」という言葉を聞い
たことがありますか？ 「ジョンウォル・テボル
ム」とは、日本の「小正月」にあたり「お正月の
大きい満月」
という意味です。この日は、お正月（旧
暦）を迎えて最初の満月が浮かぶ日で、それが大
きくて明るいことから、この名称になりました。
ジョンウォル・テボルムのとき、韓国人はクル
ミ、栗、落花生などのナッツ類を食べます。ナッ
ツ類をかんだときの音は悪鬼を退けるといわれて
います。また、もち米に５種類の穀物を入れて炊
いたご飯、オコッパ（五穀飯）とナムルを一緒に
食べます。この日のナムルは普段と違い、ゼンマ
イ、シイタケ、キキョウなどを干したものを食べ
ます。夜には、大人が子どもに「この日が終わる
前に寝てしまうと、おじいさんおばあさんになる
よ」と嘘をつき、寝てしまった子どもの眉毛や髪
の毛に小麦粉をつけます。次の日、その子どもは
毛が白くなった自分を見て「年を取ってしまった」
と泣いてしまいます。
今年は２月 26 日がジョンウォル・
テボルムです。皆さんも韓国の小正
月の過ごし方を試してみませんか？

くさん盛り付けていました。

ジョ・イムジョン

教室が、１月いっぱいで終了

韓国国際交流員

☎ 72 － 4457

試食タイムには「ケーキ作

～ジョンウォル・テボルム？！～

問福祉課地域包括支援センター室

☎ 73 － 8575

世界のことば
「愛」

M asaga!!!

l’amour
（ラムール）

福祉

このページに関する
問い合わせ・申し込みはこちら

このページに関する
問い合わせ・申し込みはこちら
問国際教育研修センター

ま さ が っ

Safety Information

30
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Health
上十三保健所事業のお知らせ（２月）
種類

対象

HIV（エイズ）相談
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査

実施日

希望者
県内市町村に住所を有し、過去に ２日・16 日
検査を受けたことがない希望者

受付時間

このページに関する
問い合わせ・申し込みはこちら

問い合わせ・予約先

13：30 ～ 14：30

☎ 0176（23）8450

問保健相談センター

13：00 ～ 13：30

療育相談

発達が心配な乳幼児

24 日

精神保健福祉相談

精神・神経・飲酒などの相談

18 日

初回 10：30 ～ 11：00
継続 ９：30 ～ 10：30
13：00 ～ 14：00

女性健康相談

思春期から更年期に至る女性

随時

随時

しっかり休養！からだとこころのリフレッシュ

◇親子ふれあい事業に参加
しませんか◇
コロナ禍で、思うように
外出できないと悩むパパさ
ん、ママさん！ 保健相談
センターでは、感染拡大予
防対策を取りながら、親子
で楽しめる教室を実施して
います。いずれの教室も予
約制となりますので、開催
日の前日までに保健相談セ
ンターまでご連絡くださ
い。

【ベビーマッサージ教室】
温かいママやパパの手で
マ ッ サ ー ジ を す る こ と で、
肌と肌で触れ合う親子のス
キンシップを図ることがで
きます。
■日時 ２月９日火
９時 分～ 時
■対象
１歳未満児と保護者
【アフタービクス教室】
産後の体力回復や気にな
る部位のシェイプアップに
効果的なエクササイズがで
き ま す。（ ロ ッ ク Ｔ Ｖ で も
放映中！）
■日時 ２月９日火
時～ 時
30

11

10

■対象

未就学児を持つ母親
【親子ビクス教室】
親子での楽しい体操を通
じて、バランスの取れた成
長を促しながら、楽しく運
動をすることができます。
■日時 ２月９日火
時～ 時 分
■対象 未就学児と保護者
【リトミック教室】
音楽に合わせて楽器を演
奏したり、歌ったり、楽し
く体を動かすことができま
す。
■日時

11

11

12

今年のテーマは「多休」！
「多休」とはしっかりと休養を取ることをいいま
す。皆さん、普段から休養を取れていますか？
通常、１日の睡眠時間は６時間
から８時間が良いとされていま
す。快眠は、疲労回復やストレス
解消などさまざまな効果を得るこ
とができます。快適な睡眠時間に
は個人差がありますが、自分の生活習慣に合わせて
適切な睡眠時間を確保することを心掛けましょう。
また「休養を取る」という意味では、仕事の合間
に休憩を取り、休日にはしっかりと休んで、心身と
もにリフレッシュすることが大切です！

30

30

11

上、保健相談センターまで
お気軽にお電話ください。

15

◇母子健康手帳の交付◇
妊娠が分かったら、 週
までに「母子健康手帳」の
交付を受けましょう。なお、
交付には 分程度の時間を
要します。

17

◇ 月の健康づくりポイン
ト事業◇
保健相談センター主催の
事業は次の通りです。日時
や場所は ページの「 月
のスケジュール」をご覧く
ださい。
◎栄養教室
◎５歳若返り 筋力ＵＰ教
室
２

23

!!

吉田 瑠愛 ちゃん

２月は生活習慣病予防月間です！

11

■交付場所
保健相談センター
■ 交 付 日 時（ 要 予 約 ）
月曜日～金曜日 ８時
分～ 時（時間について都
合が悪い場合はご相談くだ
さい。）

12 月の３歳児健診で、
むし歯ゼロの子をご紹介します

２月 日金
時～ 時
未就学児と保護者

歯ではっぴぃ

■対象

◇お子さんの定期予防接種
はお済みですか◇

定期予防接種は、対象者
の接種年齢が定められてお
り、その年齢を超えてしま
うと公費で接種する事がで
き な く な り ま す。 今 一 度、
お子さんの母子健康手帳を
確認し、接種が済んでいな
い 予 防 接 種 が あ る 場 合 は、
早めに接種しましょう。
お子さんの定期予防接種
に関する問い合わせ・相談
は、母子健康手帳を準備の

よい

10

☎ 72 － 2794

☎ 0176（23）4261

＊相談・検査は予約が必要です（受付時間 平日８：30 ～ 17：15）
＊新型コロナウイルス感染症の状況により、開催できない場合があります。詳しくは保健所に直接お問い合わせください

10

健康

女性の
健康週間

あなたのこころの調子はどうですか？

こころの健康づくり講座

こころの病気は、特別な人だけに現れるものでは
なく、誰でもかかる可能性がある病気です。
知らない間にストレスをため込んでいませんか？

イライラする

急に涙が出る

眠れない
寝付きが悪い

このような症状がある人は、要注意です。講座を
受講して、うつと睡眠について学んでみましょう。
■日 時 ３月 15 日月 14：00 ～ 16：00
■会 場 保健相談センター
■対 象 どなたでも参加できます
■定 員 30 人
■内 容 「精神科医からみたうつと睡眠について」
■講 師 八戸市立市民病院 精神科医 平野敬之氏
■申込締切 ３月８日月

３月１日から８日は女性の健康週間です。
この機会に、女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を自立して過ごすた
め、自分のからだと向き合ってみませんか？
３月の栄養教室と運動事業では、女性にうれしい内容も含まれています。皆さん
の参加、お待ちしています♪

栄養教室「高血圧予防 & 美容レシピ」

運動事業「５歳若返り !! 筋力 UP 教室」

■日時 ３月５日金 10：00 ～ 12：00
■場所 保健相談センター
■持ち物 エプロン、三角巾、米１合、
手拭きタオル
■申込締切 ２月 25 日木

女性の健康週間にちなんで、女性におすすめ
の運動なども実施します♪
■日時 ２月５日金／３月５日金
13：00 ～ 14：30
■場所 保健相談センター

２

9
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確定申告関するお問い合わせはこちら▶税務課

令 和 ２
元 年 分
村 ・ 県 民 税 ／ 所 得 税

確 定 申 告

Information

☎ 0175（72）8019
確定申告受付日程表
２月の日程表
日

が 始 ま り ま す ！

申告をしなければ・・・
◆所得・課税証明書の交付
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減措置
◆国民年金保険料の免除申請
などが、受けられないことがあります。
令和２年中に収入がなかったことを申告しなければ、国民健康保険税などは軽減措置の対象かどう
かの判定ができませんので、忘れずに村・県民税の申告（住民税申告）を行ってください。

対象地区

受付時間

８日月

泊（一般）１班

９日火

泊（一般）２班～９班

10 日水

泊（一般）10 班～ 15 班

12 日金

泊（一般）16 班～ 18 班

15 日月

泊（漁業）11 班～ 17 班

16 日火

泊（漁業）１班～ 10 班

17 日水

端・六原・笹崎・庄内・豊原・睦栄

18 日木

千歳平１班～９班

19 日金

千歳平 10 班～ 12 班、千歳

22 日月

新城平・中志・内沼・新納屋・石油備蓄

24 日水

平沼１班～７班

25 日木

平沼８班～ 11 班・倉内１班

26 日金

倉内２班～７班

９：30 ～ 16：00

受付会場

泊地区ふれあいセンター

９：30 ～ 12：00
９：30 ～ 16：00

千歳平地区公民館

９：30 ～ 15：00

９：30 ～ 16：00

平沼出張所

３月の日程表

申告が必要
必要な人
次のいずれかに当てはまる人は、確定申告に必要なものを確認し、必ず申告を行いましょう。
①農業、漁業、営業、不動産、配当、雑、一時、譲渡、山林などで収入があった人
②給与所得者で、以下に当てはまる人
・年末調整を受けられなかった
・２カ所以上の給与支払者から給与を受け取った
・給与支払者から源泉徴収票が発行されなかった
・給与以外の収入がある
③公的年金所得者で、公的年金以外の収入があった人
④無収入で誰の扶養にもなっていなかった人
⑤障がい年金や遺族年金など非課税の年金で生活していた人
⑥村外の人に扶養されていた人（夫が単身赴任をしている人、学生など）

日

対象地区

１日月

倉内８班～ 10 班

２日火

石川・出戸・二又・第三二又・ひばり平・
富ノ沢

３日水

尾駮・尾駮浜

４日木

野附・老部川・室ノ久保・戸鎖・千樽

５日金
８日月

尾駮レイクタウン

次のいずれかに当てはまる人は、役場での確定申告は不要です。
①税務署の相談会場やインターネットなどで確定申告をする人
②給与収入だけで年末調整済み、また「給与支払報告書」が勤務先から村に提出されている人
＊医療費や寄付金、扶養などの各所得控除を受ける場合は確定申告が必要です
③公的年金収入だけで、その金額が 65 歳未満は 98 万円以下、65 歳以上は 148 万円以下の人

11

Rokkasho●2021-2

受付会場

９：30 ～ 14：00

平沼出張所

９：00 ～ 16：00

中央公民館

９日火
10 日水
11 日木

予備日

12 日金
15 日月

申告が不要
不要な人

受付時間

９：00 ～ 12：00

ご注意ください
・毎年、期間の後半や予備日は大変混み合います。自分の対象日に申告を済ませるようご協力をお願
いします。対象日にご都合の悪い人は、期間中いずれかの日で申告を済ませてください。
・税務課の窓口で受け付けは行いません。
・受付期間を過ぎると、村で所得税の確定申告はできなくなります。
・消費税、青色申告、相続税・贈与税の申告、相談内容が複雑な人は、十和田税務署での申告をお願
いします。各税には期限がありますのでご確認ください。

Rokkasho●2021-2 10

確定申告関するお問い合わせはこちら▶税務課
申告に必要なもの
対

＊帳簿や領収書などの書類は必ず整理・集計してからお持ちください

象

申告者全員

給与・公的年金所得

必要なもの
①印鑑（朱肉が必要なもの）
②マイナンバーカード
またはマイナンバー通知カードと身元確認書類（運転免許証など）
③通帳、キャッシュカード
④プレプリントされた確定申告書またはお知らせはがき（税務署から郵送された人のみ）
源泉徴収票（原本）
＊支給明細書などは源泉徴収税額を確認できません
収支内訳書または収支が分かる帳簿類、経費の領収書など

営業・農業・不動
産所得

≪建築業の人≫
給与支払者から源泉徴収票が交付された場合に限って、給与所得として計算が
できます。交付されなかった場合は、営業所得（一人親方）になりますので、
収支が分かる帳簿類をお持ちください

所得

≪防衛省から不動産使用料金の支払いがあった人≫
支払金額がわかる通帳、契約書、通知書
雑・一時所得

≪例≫
◎生命保険など満期（解約）返戻金・・・支払通知書
◎シルバー人材センター配分金・・・支払証明書
◎土砂・砂利などの販売・・・契約書

譲渡所得

≪土地などの不動産を売った人≫
売買契約書、売るためにかかった費用の領収書、収用等証明書、公共事業用資
産の買取りなどの申出証明書、公共事業用資産の買取りなどの証明書、特例適
用のための証明書

社会保険料控除

国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢保険料などの領収書
や証明書

生命保険料控除
地震保険料控除

控除証明書

控除

≪従来の医療費控除≫
①医療費控除の明細書、医療費通知書（原本）
②医療機関の領収書、保険金や高額療養費などの補てんされる金額が分かるもの
医療費控除

≪セルフメディケーション税制≫
①セルフメディケーション税制の明細書
②「スイッチ OTC 医薬品」購入費の領収書
③「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類

障害者控除

障害者手帳や障害者控除対象者認定書

寄附金控除

寄附先から発行された証明書（ふるさと納税など寄附金受領証明書）

＊課税対象となるコロナ関連給付金については、支払決定通知書または給付金が振り込まれた通帳を
お持ちください
《課税対象となる村独自で行った給付金》＊他の給付金が課税対象となるかは、給付元へご確認ください
事業所得

◎六ヶ所事業支援給付金

一時所得

◎六ヶ所村生活支援給付金
◎六ヶ所村学生支援給付金
◎六ヶ所村高等学校等修学支援給付金

Information

☎ 0175（72）8019
NEW 新型コロナウイルス対策について

会場内での混雑を避け、滞在時間を短くする取り組みが求められます。収支計算書や医療費控除の
明細書を申告会場で作成すると相談時間が非常に長くなるため、事前に作成してお持ちください。作
成できない場合でも営業・農業・不動産所得がある人は収入と経費を、医療費控除を受ける人は人ご
と・病院ごと・薬局ごとに、必ず自宅で領収書を整理・集計をしてお越しください。整理されてない
場合は、整理してからお越しくださるようお願いする場合もあります。
！ 村の対策

チャットボットによる
税務相談が始まります。
距離を保った
飛まつブロッカー
マスク・マウス
アルコール消毒
換気
レイアウト

ソーシャルディス
タンスを確保した
会場レイアウトを
採用します

設置

シールドの着用

飛まつ防止のため
相談後はその都度
卓上用飛ま
つ
ブ
机・ペンなどの消
のご相談は、令和
ロッカーを設置し
毒を行います
ます

年末調整
2 10 28
所得税の確定申告のご相談は、令和3年1月12日から

！ 来場者へのお願い

マスクの着用・
手洗い・手指消毒

通話・私語厳禁

検温

Rokkasho●2021-2

会場には
おひとりで

税に関する疑問は、

AIチャットボットの
マスクを着用していな
い場合は、受け付けは
できません。マスクは
ご自身で用意してくだ
さい。

感染拡大防止のため、
携帯電話での通話や私
語は、お控えください。

ふたば

感染防止に協力いただけ
ない場合（検温の拒否など）
は、入場をお断りします。
体調がすぐれない人は後
日お越しください。

申告する本人、１人で
お越しください。介助
などの場合も、必要最
小限の人数でお越しく
ださい。

に

ご相談ください。

チャットボットによる
税務相談が始まります。

！ 来場せずに申告する方法
！ 分からないことは『ふたば』へ相談
年末調整のご相談は、令和2年10月28日から
いつでもご利用いただけます。
税務職員ふたば
自宅でパソコンやスマートフォンを利用し、
「確定申告が必要か？」
「医費除に
所得税の確定申告のご相談は、令和
3年1月12日から
※メンテナンス時間を除きます。
e-Tax（電子申告）で申告する方法や、国税庁ホー
ついて知りたい！」など税に関する
税に関する疑問は、
ムページから申告書を作成し税務署へ郵送する
疑問は『AI チャットボットふたば』
AIチャットボットの
AIチャットボットとは
方法があります。申告会場や税務署へ来場しな
にご相談ください。
ふたば に
⾃宅で ＊住民税については回答できません
「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせた⾔葉で、
ご相談ください。
いため「３密」を回避し、感染リスクを減らす
質問したい内容をメニューから選択するか、⾃由に⽂字で⼊⼒すると、
24時間のでご注意ください
いつでもご利用いただけます。
ことができますので、ぜひご利用ください。

24時間

申告書 の作成･送信は
国税庁ホームページ
税務職員ふたば

から ︕

AI（人工知能）を活用して⾃動で回答するウェブサービスです。
AIチャットボットとは

※メンテナンス時間を除きます。

「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせた⾔葉で、
質問したい内容をメニューから選択するか、⾃由に⽂字で⼊⼒すると、
AI（人工知能）を活用して⾃動で回答するウェブサービスです。

▽スマートフォンの
▽スマートフォンの
詳しくは、国税庁
チャットボットは、国税庁ホームページでご利用いただけます。
詳しくは、こちらから！
人はこちら
人はこちら
STEP１ 「国税庁ホームページ」へアクセス
ホームページを確認！
チャットボットは、国税庁ホームページでご利用いただけます。

国税庁 ふたば

▽パソコンの人はこちら
確定申告

確定申告

検索

スマートフォンはこちらから→

国税庁 ふたば

STEP２

申告書を作成

確定申告書等作成コーナーの

利⽤率

▽パソコンの人はこちら

３⼈に２⼈が利⽤
国税庁

国税庁
利⽤者の感想

確定申告書等作成コーナーの

法人番号7000012050002

ふたば

スマホでのご利用
はこちらから︕

検索

94%の⽅が役⽴つ

国税庁

13

定期的に、会場内 37.5 度 以 上 の 発
熱がない、感染予
年の換気を行います
月
日から
防対策をした職員
が対応します

法人番号7000012050002
と回答

パソコン、スマート

スマホでのご利用
はこちらから︕

Rokkasho●2021-2 12

お知らせ

は、左記の必要なものに
電話で確認することがあ

〇委任について、本人に

ください。
早めに済ませましょう。

があります。相続登記は

時間も費用もかさむこと

代理人が申請する場合
加えて本人（法人の場合
年５月か

ります。

お知らせ

ら全国の登記所（法務局）
合による無料相談会を開

消費者信用生活協同組

「解決の糸口を見つけ
に行こう！」相談会

納税証明書は納税者の
で、各種手続きに利用で
催します。

また、平成

は代表者）からの委任状
大切な情報を証明してい
きる「法定相続情報証明

県税納税証明書交付申
請時の本人確認および
委任関係確認について
〇家族または従業員の人
るため、窓口に来た人の

が必要です。
県では、納税証明書の
でも委任状が必要です。

に 手 続 き が 遅 れ が ち で、

られていないため、一般
☎０１７（７７６）８３９８

問青森県司法書士会

手続きは有料
☎０１２０（１０２）０８４

八戸事務所

問予約先

信用生協

いざ売る場合や担保に入

が紹介されます

＊青森県司法書士会より

長期間放置していると

ます。

れて融資を受ける場合な

悩み事

⑥その他暮らしに関する

⑤ＤＶ・離婚問題

④税金など公共料金の滞納

③不動産売買

②遺産相続

（多重債務問題など）

①お金の問題

■対象の相談

第一ビルディング４階）

（八戸市大字八日町

信用生協八戸事務所

■場所

日土

交付申請のとき、窓口に

日金

談ご利用ください。
■期間
２月１日月～
（土・日・祝日を除く）
■相談料

２月

■日にち（要予約）

る場合、それらを同時に

制 度 」 が 開 始 し ま し た。

解とご協力をお願いしま
進めて手続き期間を大幅

本人確認および代理人申

す。

☎ ０１７６（ ）８１１１
（内線２９０）
お知らせ

相続登記に関する
無料相談を実施します
初回無料

36

お近くの司法書士事務所

＊２回目以降や具体的な

27

ど支障を来すことがあり

相続登記は期限が定め

この機会にぜひ、ご相

に短縮できるようになり

〇委任状には必ず本人

意思で自由にできます。
■設立するには
一定の地域・職域また
人以上

は 勤 務 先 な ど の 単 位 で、
組合加入者が
（世帯）をもって組織し、
組合員の総意で設立のた
めに必要な事項①組合長
②組合の規約などを取り
決めます。設立の届け出
は、納税貯蓄組合設立届
出書を税務課に提出して
ください。
＊令和３年度から活動す
る場合は３月 日水まで
に手続きをお願いします
＊六ヶ所村納税奨励規則
により納税貯蓄組合に納
税 奨 励（ 奨 励 金・ 表 彰 ）
を行っています
問税務課

問上北地域県民局県税部

来た人の本人確認や代理

○

☎７２ー８０１９

ました。

不動産以外にも金融機関

■納税貯蓄組合とは
税金を確実に納付する
ため、納税資金を日頃か
ら貯蓄しようとする納税
者 た ち が、 一 定 の 地 域・
業種などを単位として任
意に設立する組合のこと
です。組合では、組合員
の 自 主 納 付 体 制 の 確 立、
納期内完納の推進や納税
知識の普及・啓発などの
活動を行っています。
■加入するには
組合は住んでいる地域
や職場などで組織されて
います。加入したい場合
は、税務課に活動してい
る組合を確認し、その組
合長に加入を依頼してく
ださい。組合長から納税
貯蓄組合変更届出書が税
務課に提出され手続きが
完了します。なお、組合

納税管理課

請の場合の委任関係確認

○

（法人の場合は代表者）

○

人申請の場合の委任関係

○

での相続手続きが複数あ

○

を厳格に行います。ご理

○

が署名および押印をして

○

確認を行っています。

○

納税貯蓄組合へ加入・
新規組合を設立
しませんか？

お知らせ

○
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29
26

22

田村俊之
米田敏子
高田千枝子
橋本勝広
豊作和夫
舘花晴彦
千島新一
中村正武
松本宮喜
山崎寿三
船越幸男
目代政志
野田泰夫
辻浦英朗
諏訪内眞一
寺下和光
附田義美
橋本篤志
沼端光広
桜井秀男
佐藤義明
松尾英典
橋本勝雄
小泉昭作
中村毅樹
老部川第２
出戸第１
出戸第２
石川
新町
泊平前第１
泊友成会
泊稲荷第１
泊若葉
泊わかしお
泊明神第１
泊第１
泊第２
泊第３
泊本町
おぶち
二又附田建設
泊かもめ
端第２
千歳第 5
庄内第２
大松
平成第一
泉友会
明和
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
中岫一則
橋本保裕
橋本晃光
橋本操
橋本良輔
小泉操
田中良孝
小林信哉
相内榮三郎
秋戸薫
鷹架武良
髙田秀明
久保勝志
沼尾誠司
三戸明
沼山孝喜
小泉靖博
葛西徹也
川畑利光
金濱瀧男
橋本兼蔵
高橋義経
中村嘉悦
中村豊彦
大湊米子
橋本みお
小野一男
平沼信用
平沼川向
平沼相互
平沼つくし
平沼若葉
新城平第２
千歳平住友
市柳
新城平第 1
二又秋戸組
千歳平新生会
戸鎖第３
戸鎖第４
室ノ久保第 1
室ノ久保第２
室ノ久保第３
千歳平第２
葛西林業
二又
尾駮博洋
尾駮白鳥
尾駮第３
尾駮第４
尾駮第５
尾駮三葉会
尾駮浜第３
老部川第 1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
沼田寿宏
木村常泰
石久保文夫
相内一雄
相内宏一
石久保壽佐雄
木村一栄
石久保覺
林春男
中村芳昭
林誠美
米内修一
沼端功
五十嵐誠一
五十嵐洋臣
齋藤八千志
小松勝
中村勝教
小澤武
附田幸一
髙田正則
三浦重保
沼端春雄
髙田隆則
橋本岩松
赤沼達也
尾ヶ瀬卯之吉
倉内第１
倉内第２
倉内石神
倉内第５
倉内第８
倉内第９
倉内相互
倉内道ノ上
中志第１
中志第２
内沼第１
六原
端第１
庄内第１
庄内第３
庄内第 4
庄内第５
笹崎
豊原
睦栄
千歳第 1
千歳第２
千歳第３
千歳第４
平沼
平沼追舘
平沼中央
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10

組合長名
納税組合名
№
組合長名
納税組合名
№
組合長名
納税組合名
№

＊例として、次に掲げる書類を提示していただきます
《１枚の提示で足りるもの》
マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き公的書類
《２枚の提示が必要なもの》
健康保険被保険者証、年金手帳などの本人確認書類
（本人確認書類に記載された識別番号などを記録します。）
31

■納税証明書の交付申請に必要なもの
への加入・脱退は自らの

各地区の組合一覧

○

必要なもの
本人確認書類
（＊）
本人の印鑑（法人
の場合は代表者印）
青森県収入証紙
（400 円／１部）
自動車検査証
（コピー可）

自動車税
個人事業税
自動車税
法人県民税・ （滞納がない
（車検用）
事業税・特別税 ことの証明）
証明書の種類

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）
六ヶ所村役場

Rokkasho Information & news

お知らせ

後期高齢者医療
被保険者の皆さんへ

＊自己負担額は、支払っ
■支給申請

せん。
請のお知らせ」が送付さ

給対象世帯でも「支給申
請する場合は委任状に加

〇被保険者以外の人が申

支給の要件に該当すると
さい。

る人はお問い合わせくだ
〇重度心身障がい者医療

どが必要です。

申請者の本人確認書類な

え、被保険者の個人番号

思われる世帯には、２月
■申請に必要なもの
費の助成を受けている場

れない場合がありますの

下旬（予定）に青森県後
①支給申請書
合は、市町村へ受領を委

支給を受けるには必ず

た額から高額療養費や高
額介護（予防）サービス

期高齢者医療広域連合か
②支給申請のお知らせ
任する委任状が必要で

が分かるもの（写し可）、

ら
「支給申請のお知らせ」
③後期高齢者医療被保険
す。

で、対象になると思われ

医療保険と介護保険の
を送付します。お知らせ
者証
〇対象期間中に青森県後

申 請 が 必 要 と な り ま す。

後期高齢者医療制度に
自己負担額の合計が、所
が届いた人は健康課に申
④介護保険被保険者証
期高齢者医療以外の医療

費を除いた額です

加入している人で、医療
得区分に応じた自己負担
請してください。
⑤個人番号カードや通知
保険や他市町村の介護保

お知らせ
■支給対象者

■対象期間

費と介護サービス費の自
限度額（表）を超えた場
また、対象期間の途中
カードなどの個人番号
険に加入歴があり、自己

◎後期高齢者医療高額介

己負担額（＊）を支払っ
合に、その超えた額が支
に後期高齢者医療制度に
（ マ イ ナ ン バ ー） が 分 か

■支給額

令和２年７月

日まで

令和元年８月１日から

た人。世帯内に後期高齢
給されます。ただし、超
加入した人や転入してき

護合算療養費支給申請の

者医療制度に加入してい
えた額が５００円以下の
れらの保険の自己負担額

る 人 が 複 数 い る 場 合 は、
⑥顔写真付き身分証明書
証明書が必要です。

負担額がある場合は、そ

などの本人確認書類
〇成年後見人が申請され

たもの）をお持ちくださ

（３カ月以内に発行され

■その他
い。

請・受領する場合は委任

〇被保険者以外の人が申

提出した場合は不要）
。

提出が必要です（事前に

くなる可能性がある人

切り替えると薬代が安

ジェネリック医薬品に

◎薬代の負担軽減について

％（７カ所）

％（１３１１橋）
・トンネル

・橋

①点検実施率

■とりまとめポイント

遷移状況

へ「お薬代負担軽減のご

道路インフラの実態を
見える化します！

お知らせ

状が必要です。

いる場合は受領申立書の

〇被保険者が亡くなって

かるもの（写し可）

⑦印鑑

るもの

■縦覧場所
政策推進課
日木

■縦覧期間（土日・祝日除く）
２月 日火～３月

る場合、登記事項証明書

た人がいる世帯には、支

風力発電事業に係る
環境影響評価準備書
縦覧のお知らせ

青森県道路メンテナン

②橋の判定区分の割合

■縦覧時間

⑧通帳など口座情報の分

場合は支給対象となりま

し、どのくらい安くなる
かお知らせします。ジェ
ネリック医薬品の利用を
希望する人は、医師や薬

ス会議（＊）では、道路

時

・次回までに措置を取る

８時 分～

利用者に道路インフラの

左記事業について、環
■意見書受付期間

べき施設
め、点検の実施状況や結
果などまとめた「青森の
道路メンテナンス概要」
を公表しています。
＊青森県道路メンテナン
ス会議は、道路インフラ
の予防保全・老朽化対策
の 体 制 強 化 を 図 る た め、
県内の道路管理者が連携
し、２０１４年度に設立
しました
■とりまとめ内容（県内
の国道・県道・市町村道・
高速道路）

②２０１９年度末時点に

における点検結果

☎０１７（７３４）４５７５

ス会議事務局

問青森県道路メンテナン

施設における判定区分の

③２０１９年度点検実施

おける判定区分の割合

①２０１９年度（単年度）

10

＊詳細は「青森 道路メンテ」
で検索するか、左記まで
お問い合わせください

剤師にご相談ください。
境影響評価の結果などを

現状や老朽化対策につい

16

■日時
■日時
３月４日木 14：00
３月 12 日金 18：00
住民
■場所
■場所
説明会
場所
南地区老人憩の家
数牛生活改善センター
（横浜町字豊栄平 310） （東北町字谷地頭１ー 10）
問雲雀平風力開発㈱
問豊畑放牧場風力開発㈱
問い合わせ先
☎ 71 ー 1617
☎ 71 ー 1617
《住民説明会に参加する場合》
＊マスクの着用や、受付時の手指消毒、検温、名簿への住所・氏名・
連絡先の記入にご協力をお願いします
＊ソーシャルディスタンスを確保するため、参加人数の制限をかけ
る場合があります
＊中止となる可能性があります。来場前に事業者ホームページをご
確認ください

％
（１３３橋）

２月 日火～４月１日木

日時

て理解していただくた

記載した「環境影響評価

32,300 キロワット（最大）12,920 キロワット（最大）

◎医療費通知について

東北町字ガス平 他

準備書」の縦覧を下記の

事業規模

通り行います。

風力発電所（陸上）

国 の 税 制 改 正 に よ り、

19 万円

風力発電所（陸上）

平成 年１月１日から医

低所得者Ⅰ（＊６）

事業種類

療費通知を確定申告に活

31 万円

豊畑放牧場風力開発㈱

検索
青森 道路メンテ

用できるようになりまし
た。広域連合から送付す
る医療費通知には、自己
負担相当分を記載してい
ますので、確定申告時の
医療費控除にも活用する

低所得者Ⅱ（＊５）
事業実施区域 横浜町字雲雀平 他

ことができます。
なお、対象期間が令和
２年１月から令和２年
月の診療分となることか
ら、通知書が届くのは２
月末頃となります。

56 万円

31

一般（＊４）
雲雀平風力開発㈱
事業者

問健康課
☎７２ー８１４３
問青森県後期高齢者医療
広域連合

（＊１～３、＊５～６に当てはまらない人）

世帯で合算します。

67 万円
豊畑放牧場風力発電事業

案内」を２月末頃に送付

現役並み所得者Ⅰ
（＊３）
募集

141 万円

☎０１７（７２１）３８２１

18

現役並み所得者Ⅱ
（＊２）

雲雀平風力発電事業

（表）
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13

世帯員全員が住民税非課税の人
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
（公的年金は収入が年額 80 万円以下）
＊５
＊６
17

19

＊１ 課税所得 690 万円以上の人
＊２ 課税所得 380 万円以上 690 万円
未満の人
＊３ 課税所得 145 万円以上 380 万円
未満の人
＊４ 住民税課税世帯の人
16

212 万円

12

15

現役並み所得者Ⅲ
（＊１）

事業名称

自己負担限度額
所得区分
30

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）
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Rokkasho Information & news

Rokkasho Information & news
お知らせ

２

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）

防災行政用無線などを用いた
全国一斉の緊急情報の伝達訓練を実施します

17

【放送内容】
上りチャイム音
＋「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
＋「こちらは、ぼうさいろっかしょこうほうです」
＋下りチャイム音
注）村以外の地域でも、全国的に一斉にさまざ
まな 手段で情報伝達訓練が実施されます。
＊Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など
の緊急情報を、国から市区町村へ、人工衛星な
どを通じて瞬時にお伝えするシステムです

村では、地震・津波や武力攻撃などの緊急時に
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から送られ
てくる国からの緊急情報を、さまざまな手段を用
いて確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓
練を行います。
■実施日時 ２月 17 日水 11：00 頃
■訓練で行う放送試験
《情報伝達手段》
防災行政用無線の試験放送
《内容》
村内に設置してある防災行政用無線および、戸
別受信機（各家庭に設置してある白い箱型のもの）
から次の放送内容が一斉に放送されます。

■対象家畜

牛、水牛、鹿、馬、綿羊、

問原子力対策課
☎ 72 ー 8132

所在地

１

３

１

１

木造２階建
３LDK
所得に応じて
16,000 円以上
鷹架字向田
１番地 54

木造平屋建
３LDK
所得に応じて
16,100 円以上
倉内字前谷地
92 番地 569

木造平屋建
３LDK
所得に応じて
16,700 円以上
倉内字笹崎
1021 番地５

木造２階建
３LDK
所得に応じて
18,000 円以上
尾駮字野附
221 番地 20

２

26

RC 造５階建 ３DK

家賃

定額 38,000 円

80,000 円

51,000 円

募集

むつ高等技術専門校
「配管科」受講生募集

■訓練内容

各種配管材料の取り扱

いや加工方法などを習得

し、関連職種への再就職

を目指す公共職業訓練

■受講料

無料

（教科書などは自己負担）

日水

10

■応募期限

２月

■募集人数

20

人

■訓練期間（予定）

日木

17

４月７日水～令和４年

３月

■訓練場所

むつ高等技術専門校

■応募方法

入校願書に必要事項を

記入し、最寄りの公共職

業安定所に提出してくだ

さい。

24

平沼字追舘 130 番地 尾駮字家ノ前１番地 105 尾駮字家ノ前１番地 79

■抽選会場

木造平屋建 ３LDK

役場分庁舎３階会議室

木造平屋建 ３LDK

＊詳しくは村ホームペー

規格

ジを確認するか、左記ま

２戸１単位

でお問い合わせください

２戸１単位

問建設課

１

☎７２ー８１３１

戸数

問むつ高等技術専門校

費用は、法律により原因

定住促進住宅
第３レイクタウン団地

）１２３４

冬になると暖房を利用

者が負担しなければいけ

定住促進住宅
レイクタウン団地

☎０１７５（

する機会が多くなるた

ません。事故を未然に防

特定公共賃貸住宅
平沼団地

施設名称

所在地

そこに住む生物や農作物

め、家庭でのホームタン

ぐために、次のことに注

などに大きな影響を及ぼ

クから油の漏えいや流出

意しましょう。

お知らせ

事 故 が 発 生 し て い ま す。

《油の漏えい・流出事故を

す可能性があります。

事故原因のほとんどは給

防止するためのポイント》

油の漏えい・流出事故
を防ごう！

油中の不注意やホース・

①ホースやバルブの点検

また、拡散防止に係る

バルブの劣化によるもの

②落雪や除雪作業による

をこまめに行う

油の漏えいや流出事故

配管の破損などに注意す

です。

を起こした場合、付近の

る

《特定公共賃貸住宅・定住促進住宅》

15

募集

家賃

第二老部川団地

公営住宅など入居者募集

規格

千歳団地

■募集期間

戸数

倉内団地

２月 日月まで

施設名称 室ノ久保団地

■抽選期日（予定）

《公営住宅》

月 日金

以前の様式は使用できま

せんのでご注意ください

ＦＡＸまたは直接お持ち

日金

■提出方法

ケ イ な ど を 含 む ）、 ア ヒ

ください。

ヤギ、豚、イノシシ、鶏

ル、ウズラ、キジ、ダチョ

■提出期限

家畜を飼育している
皆さんへ

家畜を飼っている全て

ウ、ホロホロ鳥、七面鳥

２月

農 林 水 産 課 ま で 郵 送、

の人は、家畜の伝染性疾

＊愛玩用（ペット）であっ
26

（シャモ、チャボ、ウコッ

病の発生予防やまん延を

問提出先 農林水産課

７２ー２７４３

ても報告が必要です

農林水産課、十和田家

問十和田家畜保健衛生所

）６２３５

防止することを目的とし

により、年１回、その飼

畜保健衛生所で配布して

☎０１７６（

☎７２ー８１３４

育状況を報告することが

い る 他、 同 保 健 衛 生 所

■報告様式

法律で義務付けられてい

ホームページからダウン

FAX

た「 家 畜 伝 染 病 予 防 法 」

ます。令和３年２月１日

土壌・地下水・河川など

③タンクは必要に応じて

防油堤を設置する

④給油中はその場を離れ

ず、給油後の栓やフタの

チェックをする

万が一、事故を起こし

た場合や発見した場合

は、直ちに左記までご連

福祉・環境グ

絡ください。

問福祉課

ループ

☎７２ー８１４０

へ の 環 境 汚 染 に 繋 が り、

第１回農業委員会総会は１月 13
日水に開催されました。今月の総
会は２月 10 日水に開催予定です。
また、各申請書の締め切りは毎月
20 日までです。

Rokkasho●2021-2

ロードできます。
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問農業委員会事務局
☎ 72 － 2111（内線 337・338）

19

現在の状況について、報

１件 559㎡
□議案第 37 号 農地法第５条第１
項の規定による許可申請について
２件 5,459㎡
□議案第 38 号 農業経営基盤強
化促進法に基づく農用地利用集積
計画の承認について
２件 22,977㎡
□議案第 39 号 農業経営基盤強
化促進法に基づく農用地利用集積
計画の承認について（所有権移転）
１件 152,487㎡

＊令和３年の報告様式は

□議案第 36 号 農地法第３条の
規定による許可申請について

告書を作成し提出するよ

■報告第 25 号 農地の転用事実
に関する報告について
４件 9,088㎡
■報告第 26 号 農地法第３条の３
第１項の規定による届出について
６件 78,493㎡

新様式のため、令和２年

第 13 回 農 業 委 員 会 総 会 が 12
月 15 日火に開催され、下記案件
が議決・承認されました。

うお願いします。

農業委員会だより

六ヶ所村役場

Rokkasho●2021-2 18

Rokkasho Information & news

50,000 円
300,000 円

■申請方法

貸 与 を 受 け る 本 人 が、

次の❶～❾の書類をお持

ちになり、学務課へ申請

してください（申請者が

未成年の場合は保護者の

同伴が必要です）
。

❶奨学資金貸与申請書

❷家庭状況書

❸振込依頼書

＊❶～❸の様式は学務

課、泊・平沼・千歳平出

＊世帯の中で収入のある

人全員分と連帯保証人分

が必要です

❺健康診断書（在学中の

学校で受診した健康診断

書でも可）

❻合格通知書または在学

証明書（原本）

❼申請者の戸籍全部事項

証明書もしくは戸籍謄本

（原本）

❽成績証明書（原本）

＊中学生の場合は通信票

❾振り込みを希望する通

帳の写し（表紙と見開き

１ページ目）

■受付期間

日水

31

あなたの力が
地域を守る！

消防団の待遇

消防団の活動

■貸与限度額

15,000 円

高等専門学校など（５年間）

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）

消防団員募集中

〈対象とならない学校の例〉

・防衛大学校、海上保安

・放送大学、通信教育学

普通科など（３年間）

お知らせ

教育委員会では、村内

部などの主に自宅で学習

大学校など、文部科学省

に住所を有する人の子

する学校

六ヶ所村奨学資金
貸与制度のご案内

で、経済的な理由により

・自治医科大学など学費

以外の省庁所管の学校

高等学校または大学など

30,000 円

３月１日月～

＊受付期間以降の申請は

受け付けできません

■貸与の決定

４月中旬に審査し、決

定後に通知します。

＊申請すれば必ず貸与さ

学務課

Rokkasho●2021-2

れるわけではありません

問申請先

☎７２―８１７２

21

50,000 円

専門学校など（２～３年間）

張所に備え付けてある

4,913 （-6）

２年間

専修学校

他、村ホームページから

世帯数

短期大学

もダウンロードできます

10,131 （-26）

70,000 円

❹令和２年の所得が分か

計

100,000 円

４年間

る書類（源泉徴収票・確

4,652 （-18）

２年間

四年制大学

定申告の写しなど）

人口（前月比）
女性

貸与限度額（月額）

入学一時金（新入学時のみ、高校・大学院除く）

（１月１日現在）

5,479 （-8）

類

大学院

高等学校

ろっかしょの人口

男性

が免除される学校

12 月届け出分（＊は 11 月届け出分）。
村に届け出をした人で本誌への掲載
を希望した人のみ載せています。
問住民課 ☎ 72 － 8161

へ の 就 学 が 困 難 な 人 へ、

種

・病院が経営する看護師

94 歳（倉内）
85 歳（泊）
84 歳（中志）
73 歳（千樽）＊

奨学資金を貸与していま

相内 ツル
上野 敏子
中村八千代
十文字秀雄

養 成 学 校、 自 動 車 学 校、

おくやみ

す。ただし、世帯の総所

福岡 友紀（尾駮浜）
柴崎祐佳里（野辺地町）

は、 事 前 に ご 確 認 の 上、

ご結婚 おめでとう

下記までお問い合わせく

ださい

三橋 蒼都（大登）尾駮レイクタウン

職業訓練校など

あおと

得によっては貸与できな

みつはし

藤枝 悠真（克真）尾駮レイクタウン

＊貸与限度額表に記載さ

ゆうま

い場合があります。

ふじえだ

れていない学校について

ゆうと

■申請資格 令和３年４

よしだ

吉田 悠人（和矢）尾駮レイクタウン

月現在、在学中の人

お誕生 おめでとう

■対象となる学校

窓

学校教育法に規定する

高等学校および大学など

の

籍

戸

六ヶ所村役場

消防団は消防組織法に基づき、各自治体に設置
される消防機関です。消火活動、人命救助、避
難誘導、行方不明者捜索、パトロールなどの活
動を行っています。
消防団の構成
六ヶ所村消防団は、本部と下記の分団で構成さ
れています。
第１分団・・・倉内
第２分団・・・平沼、新城平、新納屋、鷹架
第３分団・・・庄内、端、六原
第４分団・・・戸鎖、室ノ久保、千樽
第５分団・・・尾駮、尾駮浜、老部川、野附、
尾駮レイクタウン、出戸、石川
第６分団・・・千歳平、笹崎
第７分団・・・泊
第８分団・・・千歳、睦栄、豊原
第９分団・・・二又、弥栄平
第 10 分団・・・中志、内沼

【年報酬】
消防団に所属すると、階級ごとに決まった年報
酬が１年に１回支払われます。
【出動手当】
出動に応じた手当が支払われます。
火災風水害など・・・2,000 円（１回あたり）
行事・訓練・・・・・2,000 円（１回あたり）
捜索・・・6,400 円（５時間未満の場合半額）
【公務災害補償】
消防団活動中に負傷した場合には、制度により
補償されます。
【退職報償金など】
一定年数以上勤務して退団した際には退職報償
金が支払われます。また、結婚や出産における
お祝い金も支払われます。
加入の条件
①当該消防団の区域内に居住または勤務する人
②年齢 18 歳以上の人
③志操堅固かつ身体強健である人
問い合わせ先
問原子力対策課

☎ 72 － 8132

令和２年度自衛官募集のご案内
募集種目

資格

受付期間

試験期日

試験場所

一般幹部候補生
令和３年４月１日現在、22 歳
３月１日月
（一般・飛行）
以上 26 歳未満
～
歯科・薬剤幹部候補生 （修士課程修了者は 28 歳未満） ４月 28 日水

【１次試験】
５月８日土：筆記試験
５月９日日：筆記式操縦適性検
査（飛行要員のみ）
＊２次試験は、後日通知します

３月１日月
～
５月 11 日火

５月 21 日金～ 30 日日
＊いずれか１日を指定されます

一般曹候補生
自衛官候補生

18 歳以上 33 歳未満

通年

別途各人に連絡します

別
途
各
人
に
連
絡
し
ま
す

予備自衛官補
18 歳以上 34 歳未満
１月６日水
（一般公募）
４月 17 日土～ 21 日水
～
＊いずれか１日を指定されます
予備自衛官補
18 歳以上で各種国家免許資格
４月９日金
（技能公募）
など を有する人
◎細部は下記までお問い合わせください。
問自衛隊青森地方協力本部 三沢募集案内所（〒 033 ー 0037 三沢市松園町三丁目６－ 16 中野プラザビル２Ｆ）
☎ 0176（53）1346（FAX 同）（平日９：00 ～ 17：45） e-mail（aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp）
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お知らせ

個の強みを活かす
情報発信講座開催

県、青森公立大学、あ

おもり立志挑戦の会で設

立・運営する、あおもり

リーダー育成プラット

フォームが主催する「民

間主導型人財育成プロ

■申込期限（要予約）

２月８日月

■申込方法

https://forms.

参加申し込みフォー

ム（

）
gle/3hp8hLQghbfio9Wp7
から申し込みください。

問あおもりリーダー育成

プラットフォーム

「民間主導型人財育成プ

ロジェクト推進事業」受

▽申し込みはこちら

■内容

▼毛糸玉

① ひ な 人 形 づ く り（ 紙

▼陶土

コップ、毛糸玉、紙粘土、

▼紙コップ

陶土の４種類から選択）

▼紙粘土

ジェクト推進事業」の一

ローカルメディア育成講

環として「地域に根差す

るミニ凧、凧絵教室）

座」を開催します。

②凧づくり（室内で遊べ

③けん玉色付け（先着７人）

■対象者 県内の地域資

源の魅力を情報発信する

力を身に付けたい人

︱１）

21

■場所・日時

▽五戸町役場

（五戸町古舘

時半

19

２月９日火

17

時半～

Rokkasho●2021-2

託事業者

23

コト

〈 〉内は開催場所
❀マークは保健相談センター内で行われる事業です

▽中央公民館

21 日

㈱コー・ワークス

わくわく健康イベント〈スワニー〉
20 土
９：30 ～ 12：30

づくり事業部

10：00 ～ 10：45

☎０９０（４８８９）２８１９

５歳児図書館見学

works.co.jp

ワールドキッチン〈スワニー〉９：30 ～ 13：00

メール： jun.igarashi@co-

森のくまさんおはなし会（３歳から６歳向け）
〈図書館〉14：30 ～

（六ヶ所村役場隣）

❀１歳６カ月児健診 （受付）12：45 ～ 13：00

10

日水

❀１歳児健診 （受付）９：45 ～ 10：00

16

時

森のくまさんおはなし会（０歳から３歳向け）
〈図書館〉10：30 ～

14

２月

10：00 ～ 10：45

時～

17 水 ５歳児図書館見学

■講師

16 火

㈱コー・ワークス所属

休館日

五十嵐 淳 氏

15 月 スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

19 金

▼けん玉

④紙ひこうきづくり（紙

14 日

18 木

▼竹とんぼ

異文化わくわくイベント
〈国際教育研修センター〉９：30 ～ 12：00

型やはがきを切り抜いて

13 土

10：00 ～ 11：00

▼ミニ凧

簡単に作れます）

12 金 ❀リトミック教室

▼紙ひこうき

⑤竹とんぼづくり（本格

11 木 【建国記念の日】

的な竹製と、簡単な紙製

10 水

があります）

11：00 ～ 11：30

問申込先 郷土館

❀親子ビクス教室

10：00 ～ 11：00

９：00
～
16：00

６日土・７日日・13 日土・
（随時受け付け）
３月 14 日日・20 日土・21 日日・
27 日土・28 日日

☎７２―２３０６

９ 火 ❀アフタービクス教室

９：30 ～ 10：00

６日土・７日日・13 日土・
２月 14 日日・20 日土・21 日日・
27 日土・28 日日

◎昔遊び教室

❀ベビーマッサージ教室

休館日

３月のワールドキッチン
はいなん
「シンガポール料理～海
「シンガポール料理～
海南チキン～」
■日 時 ３月５日金 ９：30 ～ 13：00
■場 所 スワニー 調理室
■募集人数 ６人
■参加費 500 円
■持ち物 エプロン、飲み物、タッパー
問申込先 国際教育研修センター ☎ 73 － 8575

■日時

７ 日

時間

お知らせ

28 日

郷土館
イベントのお知らせ

企画展「くらしのうつりかわりと道具」
〈郷土館〉
（～３月 28 日）＊土日は「昔遊び教室」を開催

日にち

◎企画展「くらしのうつ

27 土

りかわりと道具」

26 金

❀５歳若返り !! 筋力 UP 教室 13：00 ～ 14：30

８ 月 スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

❀４カ月児健診 （受付）13：00 ～ 13：15

泊湊や開拓・開発の歴

６ 土

10：00 ～ 12：00

史、伝統芸能を写真やパ

５ 金

❀栄養教室

■参加費 無料

❀３歳児健診 （受付）12：30 ～ 12：45

❀７カ月児健診 （受付）９：45 ～ 10：00

ネルで紹介する他、農具

24 水

28

■場所 郷土館

❀ワッ歯ッ歯！むし歯０教室（要予約）
４ 木 （受付）10：40 ～ 10：50

16

日日

23 火 【天皇誕生日】

や漁具、昔のお金、戦争

❀５歳児発達相談（受付）13：15 ～ 13：30

３ 水

25 木

休館日

の資料も多数展示しま

スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

時

２ 火

22 月

す。ままごとセットや積

休館日

み木で遊べる昔遊びコー

１ 月 スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

行事名

ナーもあります。

日 曜

行事名

■期間

日 曜

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、
スケジュールが変更になる場合があります

２月６日土～３月

村の保健行事や講座、イベント情報を掲載しています

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）

■時間 ９時～

２月のスケジュール

六ヶ所村役場
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地上デジタル 11ch「ロック TV」

2021.
２月号

ロックＴＶスタッフが取材・編集した村の話題な
どをお届けします。
（金曜夕方更新）
Pick
Up!

平沼神楽門打ち

広報ろっかしょ最新号の掲
載内容などを放送します。

◎内沼ワカサギ釣り（１月７日収録）
◎除雪ボランティア（１月９日収録）

六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ
六ヶ所村の自然を
満 喫 で き る「SUP」
「渓流釣り」「キャン
プ」をリポーターの
真理奈さんと赤石美
友さんが体験！ 村の豊かな自然や、誰でも楽し
むことができるアウトドアを紹介します。ぜひご
覧ください。
（令和２年度制作）

泊保育所～さいごのおゆうぎかい～
今年度で閉所とな
る泊保育所。最後の
おゆうぎ会に密着し
ました。おゆうぎ会
が開かれるまでの練
習の様子と合わせてご覧ください。子どもたちの
一生懸命な姿に注目です！
（令和２年度制作）

25
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広報誌の取材で撮影した写
真を基に、アルバム風に編
集して放送します。広報誌
には掲載できなかった写真
を見ることができます。

時

番組名

６

00

ロクナビ

15

７

８

９

▶役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！（新規事業）
各課の新規事業を紹介！
①原子力対策課、農林水産
課、建設課
②上下水道課、福祉課、保
健相談センター

10

11

▶低栄養を予防して、元気な毎日を！
保健相談センターの栄養士
が低栄養の予防について分
かりやすく解説します。

■テレビが映らない・受信状況が悪い時の連絡先
六ヶ所村故障受付（毎日８時～ 19 時）
☎ 0120（357）252
■受信設備の新設・移設・各種問い合わせなどの
連絡先
六ヶ所村サポートセンター（平日９時～ 17 時）
☎ 0120（357）727
◎ＢＳデジタル放送（有料）を視聴するには、各
放送局との契約が必要です。連絡先は新聞など
のＢＳ番組表をご覧ください。

２月の番組表

■２月１日（午前６時）～３月１日（午前６時）

▶広報ろっかしょ

▶写真で巡るろっかしょ ～取材アルバム～
年始に平沼地区で行われた門打ち。門打ちで
は地区の家々を周り、無病息災・家内安全を
祈ります。脈々と受け継がれる、平沼神楽の
伝統をご覧ください。（１月１日収録）

ロックＴＶ

12

13

時

番組名

15

00

ロクナビ

ろっぷスタッフと学ぶ～ストレッチポール運動～

15

転倒・骨折予防体操～自宅バージョン～

25

NEW 六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ

40

応急手当の基礎知識～ノドにものが詰まった時の手当～

55

地震・津波情報のあれこれ！

55

伝えたい六ヶ所の風景

00

ロクナビ

00

ロクナビ

15

新型コロナウイルスに関するお知らせ（集団感染を防ぐには）

15

新型コロナウイルスに関するお知らせ（集団感染を防ぐには）

20

泊保育所～さいごのおゆうぎかい～

20

50

認知症シリーズ①

応急手当の基礎知識
～心肺蘇生法（成人）と AED の使い方～

55

気象情報のあれこれ！

35

役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！（新規事業②）

00

ロクナビ

55

写真で巡るろっかしょ

15

ロクジロー・メジロちゃんのふれあいしんぜん大使
～千歳平こども園篇～

00

ロクナビ

15

NEW 六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ

45

広報、写真で巡るろっかしょ、伝えたい六ヶ所の風景

00

ロクナビ

16

認知症について知ろう！

45

応急手当の基礎知識 ～応急手当と 119 番通報～

00

ロクナビ

15

新型コロナウイルスに関するお知らせ（中小企業支援）

15

泊保育所～さいごのおゆうぎかい～

20

転倒・骨折予防体操～自宅バージョン～

45

認知症シリーズ③

45

健康体操

55

伝えたい六ヶ所の風景

50

広報、伝えたい六ヶ所の風景

00

ロクナビ

00

ロクナビ

15

新型コロナウイルスに関するお知らせ（中小企業支援）

15

応急手当の基礎知識 ～けがをした時の手当～

20

30

役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！（新規事業①）

ロクジロー・メジロちゃんのふれあいしんぜん大使
～千歳平こども園篇～

45

低栄養を予防して、元気な毎日を！

50 「まんずは、健診さいってみべよ～！」

50

広報、写真で巡るろっかしょ

55

広報

00

ロクナビ

00

ロクナビ

15

六ヶ所村次世代エネルギーパーク
～今、そして未来のエネルギーを探りに行こう～

15

NEW 六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ

45

国民年金基礎知識

00

六ヶ所村次世代エネルギーパーク
～今、そして未来のエネルギーを探りに行こう～

18

19

20

45

応急手当の基礎知識 ～乳児小児の心肺蘇生法～

00

ロクナビ

15

新型コロナウイルスに関するお知らせ（集団感染を防ぐには）

20

NEW 六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ

50

広報、伝えたい六ヶ所の風景

00
15

21

認知症について知ろう！

30 「六ヶ所第二中、千歳中統合・結ぶ新たな絆」
～一瞬入魂 今日という日に感謝を込めて～
00

ロクナビ

ロクナビ

15

ロクナビ（総集編１月）

新型コロナウイルスに関するお知らせ（中小企業支援） 23

00

119 －こちら六ヶ所消防署ー（平成 25 年度制作）

30

世界一安全なリサイクル施設を目指して（平成 25 年度制作）

00

おゆうぎ会（演目ノーカット版）＊５日まで

20 「六ヶ所第二中、千歳中統合・結ぶ新たな絆」
～一瞬入魂 今日という日に感謝を込めて～

14

17

50

認知症シリーズ②

認知症について知ろう！

55

広報

00

119 －こちら六ヶ所消防署ー（平成 25 年度制作）

30

世界一安全なリサイクル施設を目指して（平成 25 年度制作）

問総務課 情報システムグループ
☎ 72 － 8015

22

０
～
６

放送終了後
ロックＴＶからのお知らせ
青森環境放射線モニタリング

＊番組では、一部内容を変更して放送する場合があります
＊機器調整のため番組を休止することがあります
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上十三・十和田湖広域定住自立圏域内で開催されるイベント情報をご紹介します！

上十三・十和田湖広域定住自立圏情報
「ぐるっとＮＡＶＩ 上十三・十和田湖広域定住自立圏情報」は、中心市である
十和田市と三沢市をぐるっと囲む圏域町村を、ぐるっと見て歩いてほしいという思
いで名付けられています。圏域住民の交流促進や圏域の活性を図ることもできます。
http://towada-iju.com/kamitousan/

図 書館 の ススメ
一般

神様には負けられない
山本

●ナイタージャンプイベント
シチジャム 2021
スキー＆スノーボードで、時間内であれば何度でも
ジャンプトリックを楽しめるイベントです。
■日時

２月６日土
16：00 受付開始
17：00 セッション開始
■場所 七戸町営スキー場
■参加費 500 円（小中学生無料）
問申込先 event7-lab@yahoo.co.jp

野辺地町

おいらせ町

SHICHINOHE TOWN

東日本大震災から 10 年目を迎える今年度、講演会
を開催します。
■日時 ２月７日日 10：30 ～ 12：00
■場所 みなくる館
■講師 八戸工業大学名誉教授 佐々木 幹夫 氏
問まちづくり防災課
☎ 0178（56）2131

十和田市

●国設野辺地まかど温泉スキー場
好評営業中！
家族や友人とのウィンタースポーツに最適です！
この冬は、スキー発祥の地、まかど温泉スキー場へぜ
ひお越しください。
■期間 《アルペンコース》
３月７日日まで（ナイターは２月 28 日日まで）
《クロカンコース》
３月 14 日日まで（ナイターは２月 27 日土まで）
＊毎週日・月曜日と主要なスキー大会の前日を除く
■場所 国設野辺地まかど温泉スキー場
問《アルペンコース》馬門温泉スキー場
☎ 0175（64）3138
問《クロカンコース》あったかハウスまかどの森
☎ 0175（64）0778

TOWADA CITY

●奥入瀬スノーパーク
「雪山エリア」や「滑走エリア」「バナナボートエリ
ア」など、家族連れで楽しめる内容です。冬の楽しい
思い出づくりにぜひお越しください。
■期間
■時間
■場所
■料金

３月中旬まで
10：00 ～ 14：30（積雪状況により変更あり）
奥入瀬渓流温泉スキー場ゲレンデハウス周辺
１日遊び放題 2,000 円
（第１リフト１回往復料金含む）
問奥入瀬渓流温泉スキー場
☎ 0176（74）2008

Rokkasho●2021-2

児童

しかくいまち
戸森
吉田

しるこ／著
尚令／絵（理論社）
その町には、しかくい人が住ん
でいます。しかくい人たちには
口が無く、言葉を話さず、うれ
しいとか、悲しいとか、そうい
う「気持ち」がほとんど無いの
です。ある日、その町に１人の
男の子が流れ着き…。

「はやぶさ２」のすべて
古川

真／監修（誠文堂新光社）
人類初の C 型小惑星のサンプ
ルリターンを目指す「はやぶさ
２」。計画から打ち上げ、運用、
探査機と搭載機器、サイエンス
として分かってきたことまで
「はやぶさ２」に直接関係した
メンバーが、豊富な図版を交え
て解説する。

ＹＡ

ルーパートのいた夏
ヒラリー・マッカイ／作
冨永 星／訳（徳間書店）
【コスタ賞（児童書部門）
（2018 年）】
20 世紀初めの英国。父、兄と
ともに暮らす女の子クラリー
は、笑顔のすてきないとこの
ルーパートに淡い思いを抱いて
いた。しかし第一次世界大戦が
始まり、ルーパートは入隊、平
和な日常は終わりを迎え…。
＊ＹＡ（ヤングアダルト・ティーンズ）とは？
『若い大人』の 10 代の皆さんにおすすめしたい本です

青森県最低賃金改定

（編集後記）
○今月から、確定申告が始
まります。「３密を避ける」
といわれている今、職員は
村民が安心して申告できる
よう、さまざまな対策を行
い対応します。村民の皆さ
んも、マスクの着用や手指
消毒などの感染予防にご協
力 を お 願 い し ま す。 ま た、
積極的に３密を回避するた
め、自宅からできる申告方
法や、ＡＩチャットボット
の活用も要チェックです！
詳しくは ページをご覧く
ださい。（沼尾）
○今年は本当に雪が多いで
すね。イベントの中止も相
次 ぎ、 表 紙 の 写 真 に 困 っ
て い た の で「 雪 だ る ま で
も作って表紙にしようか
な？」と、ちょっと悩みま
したが、雪かきボランティ
アの写真になりました。皆
さんも今年は雪かきに苦労
しているのではないでしょ
うか。全国でも除雪作業中
の事故が多発していますの
で、雪下ろしの事故や落雪
などに注意して、作業を行
いましょう。（佐藤）

27

一般

幸久／著（新潮社）

使用者も労働者も、必ずチェック最低賃金！

12

☎ 72―3405

（土日・祝日） ９：30 ～ 17：00

25 歳で会社を辞め、ゼロから
義肢装具士を目指すさえ子。実
習に、恋に、悪戦苦闘する中「ほ
んとのバリアフリー」と未来の
自分が少しずつ見え始め…。再
スタートを応援するお仕事小
説。「小説新潮」連載を改稿改
題し書籍化。

OIRASE TOWN

●太平洋沿岸津波講演会

NOHEJI TOWN

○六ヶ所村民図書館

【開館時間】（火～金） ９：30 ～ 19：00

↖検索

上十三・十和田湖広域定住自立圏の 10 市町村の移住・定住情報を発信するウェブサイト『移 10 生活』を
ご存知ですか？ このサイトでは、それぞれのまちの特徴や移住・定住を支援する取り組みを紹介していま
す。ふるさとを離れ遠くで暮らしている友人・親族の皆さんに、ぜひご紹介してください！

七戸町

テレビ電話でも新刊情報をお知らせしています

◇青森県特定（産業別）最低賃金が改定されました。
金額などは次の通りです。（12 月 21 日から）
①鉄鋼業 時間額 903 円
②情報通信機械器具製造業 時間額 833 円
③各種商品小売業 時間額 825 円
④自動車小売業 時間額 864 円
◇業務改善助成金などの活用や賃金引き上げにつ
いては、青森働き方改革推進支援センターにご
相談ください。
☎ 0800（800）1830

◇青森県最低賃金が改定されました。金額など
は次の通りです。
時間額 793 円（令和２年 10 月３日から）
◇青森県最低賃金は青森県で働く全ての労働者
や使用者に適用されます。
◇詳しくは青森労働局ホームページをご覧にな
るか下記までお問い合わせください。

問青森労働局労働基準部賃金室
☎ 017（734）4114
◎青森労働局ホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/）
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平沼追舘地区で見られるマガンの大群とハクガン【2020 年３月７日撮影】

『ガンの大群が舞う丘』
地面を覆っていた雪が溶け出す頃、北へ帰るガンの大群が休息や採餌のために、
牧草地などに降り立ちます。一時は狩猟などで絶滅寸前まで追い込まれたハクガン
とシジュウカラガンは、約 40 年におよぶ関係者の保護により、個体数が回復しま
した。近年は、村でも複数の個体が観察されるようになってきました。

写真提供、協力／一戸

一晃さん

（公財）環境科学技術研究所
六ヶ所村の風景や動植物、歴史など
後世へ残したい六ヶ所村について掲
載していきます。

マガン

ハクガン
シジュウカラガン

村のホームページ http://www.rokkasho.jp/

マガンなどの大群が採餌している牧草地に舞い降りる９羽のハクガンの群れ

シジュウカラガン：頬から喉に目
立つ白斑がある黒っぽいガン
ハクガン：全身が白く、翼の先だ
けが黒いガン
マガン：ミカン色のくちばしと、
その周囲に白い縁取りがあるガン

