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健康家族

５･６月の健康カレンダー
お問い合わせ：保健衛生課
東北町保健福祉センター　℡ 0175ｰ63ｰ2001
上北保健福祉センター　　℡ 0176ｰ56ｰ2933

こんにちは保健師です
� 保健師　大

おお

杉
すぎ

　美
み

咲
さき

事業名 対象者 実施日 受付時間 実施場所

乳児健診
乳児相談

・３～４カ月児（小児科診察）
　（平成30年１月23日～
� 平成30年２月５日生まれ）
＊対象者には個別通知します

５月25日（金）

12：00 ～
� 12：15

七 戸 病 院
健 康 管 理
セ ン タ ー
（小児科診察と股関
節脱臼検査の日程
が別日になります）

・３～４カ月児（小児科診察）
　（平成30年２月６日～
� 平成30年２月16日生まれ）
＊対象者には個別通知します

６月８日（金）

・股関節脱臼検査
　（平成30年２月６日～
� 平成30年３月２日生まれ）
＊対象者には個別通知します

６月12日（火）
12：00 ～
� 12：15

幼児健診

・６カ月児健診
　（平成29年11月、12月生まれ）

６月15日（金）
９：30 ～
� ９：45

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

・１歳児健診
　（平成29年５月、６月生まれ）

６月15日（金）
12：30 ～
� 12：45

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

・５歳児健診
　（平成25年６月、７月生まれ）

６月20日（水）
12：30 ～
� 12：45

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

ほがらか
教室

・初めて参加する方は福祉課地域包括支援セ
ンター室までご連絡ください。

毎週水曜日
９：30 ～
� 11：30

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

毎週金曜日
９：30 ～
� 11：00

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

つつじ作業所

・心の病気を治療中で社会復帰を目指してい
る方および家族の方
（初めて参加する方は申請書等の提出が必要
ですので保健師まで連絡ください。）

毎週
月、水、木、金

10：00 ～
� 15：00

中 央 公 民 館

所内健康相談 ・町民 毎週火、木曜日
９：00 ～
� 12：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

乳幼児健診、予防接種などを受ける際は、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。
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　最近、歯科医院をいつ受診したか覚えていま
すか？痛くなってから受診する方が多いと思い
ますが、ここ数年をみると自分で定期的に歯科
検診へ出向き、歯の健康管理に努める方が多く
なっているようです。
　虫歯の平均保有本数（治療済みの歯、失った
歯を含める）は、下図のように年齢と共に増加
する傾向にありますが、10年前の調査と比べる
と減少しているようです。歯磨き習慣の定着や
定期検診受診の増加と関連がありそうです。

＜一人あたりの虫歯の本数＞

 

� （平成28年度厚労省歯科疾患実態調査）

　歯を失う原因は「虫歯」、生活習慣病のひと
つとされている「歯周病」です。歯周病は日本
人の成人では８割の方が罹患（りかん）してい
るといわれています。歯周病も年齢とともに重
症化していき、50～60歳代では半数以上が中等

ちょっと気になる
� 日本人の虫歯、歯周病事情

毎日歯を磨いているのに
�虫歯や歯周病になってしまうのは･･･？

長寿のわりに短い？�日本人の歯の寿命

東北町では
� 歯周疾患検診を実施しています 歯の健康は寿命を延ばす！

度～重症の歯周病となっています。歯周病は何
が怖いかというと、歯の喪失へつながること、
他の病気を引き起こすことです。例えば、糖尿
病の人は歯周病になっている人が多いうえに歯
周病が治りにくくなります。これは、歯周ポ
ケットから出る炎症物質が血糖値を下げるイン
スリンを効きにくくするためなのです。

＜歯周病の罹患率＞

 

� （平成28年度厚労省歯科疾患実態調査）

　厚労省の調査をみると、子ども～大人の半数
が１日２回以上歯磨きをしています。しかしこ
んなに歯磨きしているのにも関わらず、上図の
ように20歳代でも３割が、40歳代では半数が歯
周病となっているのはどうしてでしょう。それ
は、どんなにしっかり磨いても、歯磨きだけで
は汚れが残り、結果、虫歯や歯周病へ移行しや
すいということです。
　しばらく歯科医院を受診していない方は、歯
や歯肉の状態を見てもらうほか、歯ブラシで落
としきれないバイオフィルムの除去等も兼ねた
歯周病検診をお勧めします。

対 象 者：�平成30年度内に30･40･50･60･70歳に
なる方。

医療機関：�沼山歯科医院・工藤医院歯科・かみ
きたデンタルクリニック・大島歯科
医院・久保田歯科医院

料　　金：�無料（治療に関しては保険診療扱い
のため自己負担が発生します）

実施期間：５月～３月
＊対象となる方には、すでに通知してお知らせ
しています。受診を希望される方は、必ず歯科
医院へ予約のうえ受診くださるようお願いしま
す。

　おいしく食事をとることで健康寿命を延ばし
ます。そのためにはなんといっても歯が大事で
すね。歯を健康に保つためには、口腔内の環境
のほか、喫煙、睡眠、ストレス、食習慣が大き
く関わります。
①　歯科検診を受ける
②　なるべく禁煙
③　ストレスは上手に発散
④　質のよい睡眠
⑤　食事はよく噛んで食べる
　これらを意識し、歯と体の健康を保ちましょ
う！
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携帯電話事業者

（NTTドコモ、KDDI、
ソフトバンク

※ワイモバイルも含む）

緊急速報メールが来たらまずチェック！
「国土交通省　川の防災情報」

アクセス　
パソコン　http://www.river.go.jp/
スマートフォン　http://www.river.go.jp/s/

洪水情報 緊急速報メール

一般住民河川管理者（国）
・
気象庁

洪水予報作成・発表
（地方整備局等）

いざという時の備えは万全ですか？

緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を開始

町内で開催される同窓会経費の一部を助成します
　東北町では人口減少対策の一環として、Ｕターンのきっかけをつくり、本町への定住の促進を
図るため、町内で開催される同窓会に要する経費の一部について補助金を交付します。
◆対象となる同窓会
　�　町内の小学校および中学校の卒業生（閉校となった学校を含む）で、学級、学年、学校およ
び部活動の単位で開催される同窓会。

◆補助要件（次のいずれにも該当する場合が対象となります）
　・町内で開催されるもの。
　・�出席者数が10名以上で、うち上十三・十和田湖広域定住自立圏（十和田市、三沢市、野辺地
町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、小坂町で構成する圏域）外
に住所を有する方が３名以上であること。

　※当日欠席等により要件を満たさない場合、補助金交付の対象外となります。
　・同窓会を開催する年度において、出席者が20歳以上であること。
　・�出席者に対し、東北町が提供するパンフレット等の配布を行うほか、アンケートに協力する

こと。

◆対象経費
　・町内の飲食店等に支払う同窓会の開催経費

◆補助金額
　・次の１～３のいずれかが低い額以内とします。
　　１.　補助対象経費の実支出額
　　２.　出席者×2,000円
　　３.　４万円（上限）
　・同一の同窓会に対する補助金の交付は、年度内１回のみ。

◆注意事項
　・�予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、平成30年度中に同窓会を計画してい
る方は、お早めにご相談ください。

　・提出された名簿により、移住に関する情報提供等をさせていただく場合があります。

詳細につきましては、東北町ホームページで確認をお願いします。
ホームページ　→　各課のお知らせ　→　企画課　→　同窓会経費の一部を助成します

■お問い合わせ　企画課　企画調整係　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

◆日常の備え
①自宅や勤務先近くの避難場所の確認をしておきましょう。
　・ホームページ⇒くらしのガイド⇒くらし～安全・安心～⇒災害対策
②非常用品をリュックに入れて準備しておきましょう。
　・避難用には両手が自由になるリュックサックが適しています。
③日頃から防災情報に関心を持ちましょう。
　・青森県防災ホームページ（http://www.bousai.pref.aomori.jp/）
④家族防災会議を開きましょう。
　・�もしもの時のため、家族で防災について話し合い、災害時に必要となる緊急連絡先などにつ
いて確認し合っておきましょう。

◆非常用品の準備
①貴　　重　　品…�現金、預金通帳、印鑑、免許証、権利証書、健康保険証など（ご自身が必要

と思われる物）
②携 帯 ラ ジ オ…予備電池は多めに用意
③懐　中　電　灯…できれば、１人に一つ
④非　　常　　食…�３日分の食料として、ご飯（アルファ米など）、ビスケット、板チョコ、乾パ

ンなど
⑤飲　　料　　水…３日分（１人１日３リットルが目安）×人数分
⑥その他生活用品…下着、上着、靴下などの衣類、タオル、ちり紙、マスク、手袋など

　国土交通省では、高瀬川水系で洪水時に住民の主体的な避難を促進するため、緊急速報メール
を活用したプッシュ型配信を開始しています。
　配信対象河川において、「河川氾濫のおそれがある情報」および「河川氾濫が発生した情報」を
配信します。※プッシュ型配信…受信者側が要求しなくても発信者側から情報配信される仕組み

　　　　洪水情報が緊急速報メールで発信されます　　　　

■お問い合わせ　国土交通省高瀬川河川事務所　℡ 0178-28-7135
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防災行政無線を用いた情報伝達訓練が実施されます

災害時の指定避難所を追加しました

緊急災害等発生時の連絡先について

フリーダイヤルで防災行政無線放送の確認ができます

６月１日～30日は土砂災害防止月間です！

平成30年７月５日㈭　10時ごろ
　地震・津波や武力攻撃などの災害時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、東北町以外の地域でも様々な手段を用い
て情報伝達訓練が行われます。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　災害時における指定避難所を新たに３カ所追加しましたのでお知らせします。
施 設 名 住　　所 電話番号
東北町武道館 東北町字塔ノ沢山1-11 ℡ 0175-63-2830

小川原湖交流センター「宝湖館」 東北町大字上野字南谷地131 ℡ 0176-56-3820
上小ふれあい館 東北町大字上野字堤向22-1 ℡ 0176-58-1095

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　防災行政無線の放送が、聞き取れなかったり、聞き逃したりした場合に無料のフリーダイヤル
で確認することができます。
　◆フリーダイヤル番号は　0800-800-9922　です。
　◆電話を掛けた場合 最近の放送 → 前の放送 → 前の放送 　の順に音声が流れます。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　土砂災害から身を守るため、日頃の備えと早めの避難が必要です。
　土砂災害は、台風などの大雨の季節に特に多く発生します。身の危険や周囲に異変を感じたら、
ただちに避難するとともに、役場などへ連絡しましょう。土砂災害警戒情報や土砂災害警戒区域
等マップなど、土砂災害に関する情報は青森県庁ホームページから「防災情報（砂防）」で検索す
るとご覧いただけます。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111
　　　　　　　　県土整備部河川砂防課砂防グループ　℡ 017-734-9670
■参考ＵＲＬ　　http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/dosha_keikai_itiran.html

項　　　目 連　　絡　　先 担　当　課 備　　　考

火災・水害、災害全般

役場本庁舎　℡ 0176-56-3111
　　分庁舎　℡ 0175-63-2111
上北消防署　℡ 0176-56-2119
東北消防署　℡ 0175-63-2520

総 務 課
東 北 支 所

火災は119番にお願い
します

道路災害等 役場本庁舎　℡ 0176-56-3111
　　分庁舎　℡ 0175-63-2111

建 設 課
建 設 課 分 室

農業関係
（農業施設含む）

役場本庁舎　℡ 0176-56-3111
　　分庁舎　℡ 0175-63-2111

農 林 水 産 課
農林水産課分室

有害鳥獣駆除熊等
（白鳥含む）

役場本庁舎　℡ 0176-56-3111
　　分庁舎　℡ 0175-63-2111

農 林 水 産 課
農林水産課分室

白鳥について、小川
原湖の事件・事故以
外は農林水産課が担
当します

カモシカ・小川原湖の
白鳥等の天然記念物

社会教育課　℡ 0176-56-5180
民俗資料館　℡ 0176-56-5598 社 会 教 育 課

白鳥について、小川
原湖の事件・事故は
社会教育課が担当し
ます

河川等水質汚濁、
蜂等、犬・猫等

東北町保健福祉センター
　　　　　　℡ 0175-63-2001 保 健 衛 生 課

行旅病人死亡人等 役場本庁舎　℡ 0176-56-3111
　　分庁舎　℡ 0175-63-2111 福 祉 課

※　休日、夜間は庁舎ガードマンから各担当課へ連絡を入れます。

◆国・県等関係機関連絡先
・七戸警察署　　　　℡ 0176-62-3101
　　　上北駐在所　　℡ 0176-56-2110
　　　乙供駐在所　　℡ 0175-63-2510
　　　甲地駐在所　　℡ 0175-62-2054

・上北地域県民局地域整備部（内蛯沢水防倉庫利用関係）
　　　　　　　　　　℡ 0176-23-4311

・国土交通省高瀬川河川事務所小川原湖出張所（花切川・津花川　水防倉庫利用関係）
　　　　　　　　　　℡ 0176-53-3081
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国民健康保険制度が変わります！！
国保にご加入の皆さまへ

　平成29年度まで国民健康保険事業は各市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月から県
が財政運営の主体となって市町村とともに運営する制度に変わります。

　国民健康保険が抱える課題を改善するため、国保の財
政運営を市町村単位から県単位に拡大することで、医療
費の増加による財政リスクが軽減されるなど財政支援の
拡充を図るためです。

国民健康保険制度運営の在り方の見直しについて

平成30年度国民健康保険税率の見直しについて

国民健康保険が抱える課題
被保険者数の減少により、国保税等の財源が毎年減
少している。

年齢構成が高い。（被保険者の半数が60歳から74歳）

毎年、一人あたりの医療費が増加している。

毎年、一般会計からの赤字補てん（繰入金）を行っ
ている。

なぜ制度が
変わるの？

私たちへの影響は
どうなるの？

◆特別な手続きなどは必要ありません！
　・�国保への加入、脱退などの届出および高額療養の申請など、引き続き役場の窓口で行います。
　・保険証、保険税の通知なども町から発送されます。
◆８月から保険証の様式が変わります！
　・�県内共通の様式に変更となり、今まで別に交付されてい

た高齢受給者証が国保の保険証と一体化されます。
◆保険税率が変わります！
　・�平成30年度の保険税から、県への納付金として納付する
市町村の割当分を確保するため、県が示す標準保険税率
を参考に新たな保険税率を定めて課税することになります。

■お問い合わせ　町民課　国民健康保険係　℡ 0175-56-3111（内線544・545・546・151）

　東北町では、県から示された各市町村ごとの所得や医療費、保健事業（特定健診など）に応じ
て算定された標準保険税率を基に財政運営に必要な保険税を確保するため、税率等を改正するこ
とになりました。

国民健康保険税は、次の１から12までの合計額となり、各世帯の世帯主に課税されます。

区　　　　　分
税率・税額 課税限度額

改正前 改正後 改正前 改正後

医療分

１．所　得　割（所得に対して） 6.5% 6.8%

54万円 58万円２．資　産　割（固定資産税額に対して） 44.4% 40.0%
３．均　等　割（一人あたり） 26,600円 27,000円
４．平　等　割（一世帯あたり） 35,000円 35,000円

後期高齢者
支援等分

５．所　得　割（所得に対して） 1.9% 2.5%

19万円 19万円６．資　産　割（固定資産税額に対して） 10.6% 10.0%
７．均　等　割（一人あたり） 6,700円 7,200円
８．平　等　割（一世帯あたり） 8,900円 9,300円

介護分

40～64
歳の人

９．所　得　割（所得に対して） 1.0% 1.5%

16万円 16万円10．資　産　割（固定資産税額に対して） 8.5% 10.0%
11．均　等　割（一人あたり） 9,000円 12,100円
12．平　等　割（一世帯あたり） 6,000円 6,800円

軽減（減額世帯）について
　世帯の総所得が下表の基準額以下の場合、均等割および平等割が軽減されます。

軽減の割合
基　準　額

改　正　前 改　正　後
７割軽減 33万円 33万円
５割軽減 33万円＋（27万円×被保険者数） 33万円＋（27万５千円×被保険者数）
２割軽減 33万円＋（49万円×被保険者数） 33万円＋（50万円×被保険者数）　　

今年の
国保税は
いくら

かしら？

◆想定ケースでの具体的な保険税年額（前年度との比較）
・�65歳以上の夫婦（年金収入200万円のみ）の場合
　（改正前）94,600円　→　（改正後）100,000円
・�40代の夫婦と子ども２人（農業所得300万円のみ）の場合
　（改正前）452,000円　→　（改正後）500,300円
※�世帯主の収入のみで（配偶者等については所得が０円）計
算しています。
※固定資産税額は０円で計算しています。

　国民健康保険制度は、加入者の皆さまが納めた国民健康保険税や国の補助金などによって成り
立っています。だれもが安心して医療が受けられる、この国民健康保険制度を支えていくために
国民健康保険税は納期までに納めましょう。
　なお、平成30年度の国民健康保険税額は７月中旬に世帯主宛に郵送する納税通知書でお知らせ
します。
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風しん抗体検査および予防接種費用助成のお知らせ成人用肺炎球菌予防接種のお知らせ

有毒山野草による食中毒に注意しましょう！

　風しんは発熱、発しん、リンパ節の腫れなどの症状があるウイルス性疾患です。
　免疫を持っていない女性が妊娠初期に風しんに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などの症
状がある「先天性風しん症候群」の子どもが生まれる可能性があります。
　東北町では、風しんを未然に防ぐため、風しん抗体検査および風しんワクチン予防接種の費用を下
記のとおり全額助成します。

◆助成期間 平成30年６月１日 ～ 平成31年３月30日

◆対象者 東北町に住所を有し、次のいずれかに該当する方。※ただし、風しん罹患者または２
回の予防接種歴のある者、妊娠している方、妊娠している可能性がある女性は除く

抗体検査 ⑴　妊娠を希望または予定している方
⑵　風しん抗体価の低い妊婦の夫および同居家族　※１

予防接種 ・風しん抗体検査における抗体価が、ＨＩ法16倍以下またはＥＩＡ法8.0未満の方
・過去の妊婦健診等により、抗体価が低いと確認できる方　※２

◆申請方法 保健衛生課（東北町保健福祉センターまたは上北保健福祉センター）にお越しください。
窓口で申請後、風しん抗体検査および予防接種助成券を交付します。
※１　�風しん抗体価の低い妊婦の夫および同居家族については、申請時に母子手帳

をご持参ください。
※２　風しん抗体価が確認できる母子手帳をご持参ください

◆委託医療機関 病院名・電話番号 受　付　時　間 備　　　考

ちびき病院
℡ 0175-64-5100

（平　日）９：00～11：45　14：00～16：45
（土曜日）９：00～11：45

日曜・祝日休診
※要予約

吉田内科医院
℡ 0175-63-3777

（平　日）８：30～11：30　14：00～17：30
（土曜日）８：30～12：30

日曜・祝日休診

小川原湖クリニック
℡ 0176-56-5600

（平　日）８：30～12：30　15：00～18：30
（土曜日）８：30～12：30

水曜日は午後から休診
日曜・祝日休診

旭日クリニック
℡ 0176-58-2050

（平　日）８：30～12：00　14：00～17：30
（土曜日）８：30～12：00

木曜日は午後から休診
日曜・祝日休診

すみれ内科クリニック
℡ 0176-56-2221

（月曜日）13：00～17：30
（火曜日）９：00～14：30

土曜・日曜・祝日休診
※要予約
予約受付は平日９：00～17：00

※医療機関受診の際には、健康保険証をご持参ください。

風しん予防接種の注意事項
１．接種後２カ月の間は妊娠を避けることが必要です。
２．�成人の風しん予防接種は任意接種です。有効性と副反応のリスクを十分理解したうえで、希望
者は接種してください。

■お問い合わせ　保健衛生課　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　東北町保健福祉センター　　　℡ 0175-63-2001
　　　　　　　　東北町上北保健福祉センター　℡ 0176-56-2933

　個人の発症または重症化の防止、まん延の予防に資することを目的として成人用肺炎球菌の予
防接種を実施します。この予防接種は肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方を対象に、平成
30年度までの間に１人１回、定期接種の機会を設けています。対象の方は下記の接種期間内に接
種してください。
◆平成30年度定期接種対象者
　⑴　これまで一度も肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、以下の生年月日に該当する方。

65歳：Ｓ28. 4. 2～Ｓ29. 4. 1生の方 85歳：Ｓ 8. 4. 2～Ｓ 9. 4. 1生の方

70歳：Ｓ23. 4. 2～Ｓ24. 4. 1生の方 90歳：Ｓ 3. 4. 2～Ｓ 4. 4. 1生の方

75歳：Ｓ18. 4. 2～Ｓ19. 4. 1生の方 95歳：Ｔ12. 4. 2～Ｔ13. 4. 1生の方

80歳：Ｓ13. 4. 2～Ｓ14. 4. 1生の方 100歳：Ｔ 7. 4. 2～Ｔ 8. 4. 1生の方

　⑵�　60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全
ウィルスによる免疫の機能に障害を有する方

◆接種期間
　平成30年６月１日から平成31年３月30日までに町内医療機関で接種してください。
　※対象者には５月下旬に予診票を個別郵送しております。
　※�町内委託医療機関以外で接種した場合は、接種後１カ月以内までに申請することで、東北町
が定める限度額の範囲内にて接種費用の払い戻しができます。詳しくは、予診票に同封され
ている案内文書をご参照ください。

■お問い合わせ　保健衛生課　℡ 0175-63-2001　または　℡ 0176-56-2933

　平成30年４月に北海道で有毒山野草（イヌサフラン）をギョウジャニンニクと間違えて食べた
ことによる食中毒（死者１名）が発生しました。
　青森県では過去に、有毒のトリカブトを食用の「モミジガサ（別名シドケ）」や「ニリンソウ」
と、有毒の「スイセン」の葉を食用の「ニラ」と誤って食べた食中毒が発生しています。
　有毒山野草の誤食による食中毒を防ぐため次のことに気をつけましょう。
　食用かどうか分からない食物は…①採らない　②食べない　③人にあげない
　　　　　　　　　　　　　　　　④産地直売施設等で販売しないでください。
　有毒山野草の見分けは非常に難しいうえ、食用の山野草でも有毒山野草と混在している場合も
あります。山菜採りの経験者の方も油断せず十分に注意してください。

■お問い合わせ　保健衛生課　℡ 0175-63-2001　または　℡ 0176-56-2933
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合併処理浄化槽設置に係る補助金の交付について児童手当現況届は忘れずに！～６月中に行いましょう～

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています

　前年度に引き続き、平成30年度も公共下水道や農業集落排水が整備されていない地域に住んで
いる町民の皆さまに対して、合併処理浄化槽設置に係る補助金の交付を行うこととなりました。
新築や改築（水周りの整備）などで合併浄化槽の設置を行う予定がある方は、ぜひお申し込みく
ださい。

※浄化槽とは

　トイレや台所などから発生する生活排水を綺麗にする（浄化する）装置です。下水処理場
の小型版で、大きさは家庭用だと軽乗用車より小さいぐらいです。
　浄化槽は二種類あり、単独浄化槽（現在新規設置禁止）はトイレからの汚水のみを処理し、
合併浄化槽はトイレ、お風呂、台所など家庭からの排水すべてを処理します。

　汲み取りトイレや単独浄化槽では、台所などからの生活排水が垂れ流しとなるため、洗剤や食
べ物のカスなどによる川や湖への環境の悪化が懸念されます。私たちの生活環境を守るために、
合併浄化槽の設置や下水道へ接続することにより汚水を浄化する必要があります。

◆対象となる住宅
　専用住宅　　主に居住の用に供する建築物または居住部分の延床面積が
　　　　　　　当該建築物の延床面積の１／２以上を占める建築物

◆対象となる地域
　公共下水道認可区域および農業集落排水施設事業実施区域以外の区域。
　※分からない場合は、下水道課までお問い合わせください。

◆補助金額

浄化槽区分 限度額 基　　　　　準
５人槽 352,000円 住宅の延べ床面積が130㎡以下
７人槽 441,000円 住宅の延べ床面積が130㎡を超える場合
10人槽 588,000円 ２世帯住宅で、お風呂と台所が２つずつある場合

※浄化槽設置経費が限度額に満たないときは、経費額までとなります。

●申請方法
　合併処理浄化槽の設置工事は浄化槽設備士の資格者でなければ施工できません。
　浄化槽設備士の所属する工事店に工事を依頼してください。
　補助金申請も含め書類等の手続きは施工業者が代行してくれます。

●申請書類等
　下水道課にあります。（東北町ホームページからダウンロードできます）

注意！　こんな方は申請できません
　・借家等の場合で貸主の承諾を得られない方。
　・�公共下水道や農業集落排水の加入区域となった場合に、速やかに加入することに同意しな
い方。

　・町税等を滞納している方（督促手数料、延滞金の滞納も含みます）

■お問い合わせ・お申し込み　下水道課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　児童手当を受けている方は、毎年６月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。
　この届けは、毎年６月１日現在の児童の養育状況や前年の所得状況などを記載し、児童手当を
引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
　児童手当現況届の提出がないと、６月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意くだ
さい。

◆現況届の提出先
　�　平成30年６月29日㈮までに、東北町役場福祉課窓口へ（本庁舎・分庁舎どちらでも可）届け
出てください。※対象者には事前に案内文書を送付します。

◆届け出の際にご持参いただくもの
　１、印かん（認め印で結構です。シャチハタなどのスタンプ印は不可です）
　２、福祉課から郵送された「現況届」の用紙
　３、受給者本人の健康保険証の写し
　４、その他
　　　・�別居監護申立書（別居している対象児童がいる方のみ必要。また、記載にあたっては対

象児童の個人番号が必要）
　　　・世帯全員の住民票（別居している対象児童が町外に住所を有している場合に必要）

■お問い合わせ　福祉課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111（内線133・527）

　日本遺族会では、戦没者遺児に対する慰藉の一環として、先の大戦で父等を亡くした戦没者の
遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友
好親善をはかることを目的として同事業を実施しています。
　費用は、参加費として10万円。
　（ただし、集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続手数料等は含まれません）

〈実施地域〉
　�①西部ニューギニア②マリアナ諸島③トラック・パラオ諸島④東部ニューギニア⑤ボルネオ・
マレー半島⑥フィリピン⑦ソロモン諸島⑧ミャンマー⑨台湾・バシー海峡⑩中国⑪ビスマーク
諸島マーシャル・ギルバート諸島

■お問い合わせ（日程等の詳細）　日本遺族会事務局　℡ 03-3261-5521
■お申し込み　青森県遺族会　℡ 017-722-4819 　　　　　　　　　　
　　　　　　　東北町遺族会　℡ 0176-56-3111（内線134） 　　　　　
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　県民駅伝競走大会東北町実行委員会では、９月２日㈰に青森市で開催される青森県民駅伝競走
大会で、町の部優勝を目指し、記録会を下記の日程で実施します。奮って参加ください。

◆日　　時　７月14日㈯
　　　　　　午前９時集合　午前10時スタート
◆場　　所　北総合運動公園 陸上競技場
◆選考距離

男　子 高校・大学・一般 ５km

女　子 高校・大学・一般 ３km
※�中学生の男女は、各中学校へ日程等をお知らせし、別日程
で実施します。
◆申込締切　７月11日㈬　17：00まで

■お問い合わせ
　県民駅伝競走大会東北町実行委員会事務局
　（東北町教育委員会 スポーツ振興課内）　℡ 0175-63-3500

　農業者年金の現況届は、年金を受給するために必要な毎年の手続きです。
　現況届の提出がされない場合は、提出されるまでの間、農業者年金を受給できません。
　農業者年金の経営移譲年金・特例付加年金や農業者老齢年金を受給されている方は、必ず提出
期限内に現況届を提出してください。
　なお、農業者年金の現況届の用紙は５月末頃に受給者本人あてに送付されます。
　◆提出期限 … 平成30年６月29日㈮まで
　◆提 出 先 … ・東北地区 － 東北町役場分庁舎　農業委員会事務局（２階）
　　　　　　 　 ・�上北地区 － 東北町役場本庁舎　農林水産課分室（１階）
　　　　　　 　 ※どちらでも受付できます。
　◆対 象 者 … ①経営移譲年金・特例付加年金を受給している方
　　　　　　　　・受給者本人が農地等を取得するなどして農業を再開していないこと
　　　　　　　　・�初めて現況届を提出される方の場合は、特に各種名義が経営移譲者の相手方

に名義変更していること
　　　　　　　　②農業者老齢年金を受給している方
　◆記入方法 … 現況届の内容（特に住所、氏名、連絡先）を確認のうえ、記入してください。
　　�　　　　　 �なお、受給者本人が記入することが困難な場合は、代理人（親族等）が記入し

てください。

■お問い合わせ　農業委員会事務局　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

県民駅伝競走大会東北町チーム選手記録会 を開催します

農業者年金現況届は忘れずに提出を！

◆７月７日㈯【ドリンク・ラリー in かみきた】
　上北地区飲食店４軒をはしご⇒⇒完走した方の中から
　抽選で豪華商品が当たる♪全員に賞品進呈！
　・時　　間　　スタート　午後７時
　　　　　　　　抽 選 会　午後８時～９時の間
　・場　　所　　青い森鉄道上北町駅前イベント広場
　・参 加 券　　前売り券　2,000円　当日券2,500円
　※お問い合わせ・ご購入は、商工会またはドリンク・ラリー加盟店へ
◆７月８日㈰
　商店街大売り出しによる、ハズレなしの「お買い物レシート抽選会」
　商店街による「縁日・露店」の出店
　商工会青年部によるワクワク・ドキドキの「ビンゴ大会」など、
　お子様から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです♪
　・時　　間　　午前10時～
　・場　　所　　青い森鉄道上北町駅前イベント広場

■お問い合わせ　上北町商工会　℡ 0176-56-2335

かみきた夏まつり開催！

六景楽市フードフェスティバル開催！

ヴァンラーレ八戸ＦＣ試合観戦のお誘い

　東北町、三沢市、野辺地町、横浜町、六ヶ所村、東通村の農林水産加工品の地域ブランド「六
景楽市」が誕生して10年！安全安心で、味にこだわった商品を多くの方に知っていただくため、
10周年を記念したフードフェスティバルを開催します。六景楽市自慢の食をこの機会にご堪能く
ださい。また、大人から子どもまで１日中楽しめるイベントもございます。
◆イベント名　六景楽市フードフェスティバル（六景楽市推進委員会主催）
◆日　　　時　６月24日㈰　午前10時～午後４時
◆内　　　容　フード販売、物販、イベントショー、フリーマーケットなど
◆場　　　所　三沢市コミュニティマーケット（ミス・ビードルドーム）
◆出　店　数　フード、物販、フリーマーケット、ハンドメイドなど37店舗予定

■お問い合わせ　東北町商工会　℡ 0175-63-2329　上北町商工会　℡ 0176-56-2335

　ヴァンラーレ八戸の2018シーズンが３月から始まっています。今期のスローガンは『全緑
（Green Power）。クラブカラーの『緑』と『全力』を掛け合わせた造語です。
　私たちは一つ上のカテゴリー『J3』昇格を目指し、まさに全緑でチーム一丸となり戦っています。
みなさまにはJ３昇格条件の一つ、【観客動員数30,000人】の達成にご協力いただきたく、今シー
ズンもお願い申し上げます。
　ぜひダイハツスタジアムにお越しください！青森県初のJリーグ参入に向け、全ての想いを
『Green�Power』に変換し、『全緑』で闘うヴァンラーレ八戸にご期待ください！応援よろしくお
願いします！



2627 ６月
広報

６月
広報

お知らせ

みんな見てね！

６月の番組内容紹介
◆ニュースフラッシュとうほく
◆各課のお知らせ
◆広報とうほくテレビ版
◆今月のいきいき教室【新】
◆昭和の東北町
　（東北地区・上北地区・郷土芸能など）（放送時間30分ほか）
◆イベントチャンネル
　①第12回東北町郷土芸能発表会（放送時間１時間）
　②第９回東北町文化協会芸能発表会（放送時間１時間）
　③鶴ヶ崎神楽の現在と昭和（放送時間１時間）
　④いきいき教室「THE　MOVIE」（放送時間１時間）
　⑤東北町桜まつり【新】（放送時間１時間）
　＊�毎日、番組放送内容をずらして放送いたしますので、その日の放送番組は、テレビリモコンの
「番組表」で確認してください。

　＊放送内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

地デジ11ｃｈ 東北町テレビ （放送時間6：00～22：00）

～ 自衛官募集 ～
募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 試験場所（予定）

自衛官候補生 18歳以上27歳未満 年間を通じて
行っております。

６月16日㈯
・17日㈰

青森駐屯地
および
八戸駐屯地

◎細部については、下記までお問い合わせください。

〒033－0037三沢市松園町三丁目６－16中野プラザビル２Ｆ（ユニバース松園店隣）
自衛隊青森地方協力本部三沢募集案内所
電話、Fax 0176－53－1346（平日８：45～17：30）
e-mail：aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp

この今を、未来を、守る。

三 沢 市
◆小川原湖湖水まつり
・と　き　７月22日㈰　９：15～
・ところ　小川原湖湖水浴場
・問合せ　（一社）三沢市観光協会
　　　　　℡ 0176-59-2311

十和田市
◆開館10周年記念企画展
 『スゥ・ドーホー：Passage/s パサージュ』
・と　き　～10月14日㈰　９：00～17：00
・ところ　十和田市現代美術館
・問合せ　十和田市現代美術館　℡ 0176-20-1127

七 戸 町
◆バラまつり
・と　き　６月16日㈯～７月８日㈰
　　　　　９：00～16：00
・ところ　東八甲田ローズカントリー
・問合せ　東八甲田ローズカントリー
　　　　　℡ 0176-62-5400

野辺地町
◆復元北前型弁才船「みちのく丸」陸揚げ展示
・と　き　４月29日㈰～
　　　　　�船内見学は７月15日㈰に常夜燈フェス

タで実施予定
・ところ　常夜燈公園
・問合せ　野辺地町地域戦略課　℡ 0175-64-9555

この街に　あなたの強さ・優しさを
　青森県警察本部では、大学卒業（見込）者を対象に警察官の採用試験を行います。
　試験日程、受験資格等は次のとおりです。
　　受 　 付 　 期 　 間　５月７日㈪～６月15日㈮
　　第　一　次　試　験　７月８日㈰　…青森市、八戸市、弘前市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※武道指導の試験会場は青森市のみ
　　第一次試験合格発表　７月13日㈮　　※予定
　　第　二　次　試　験　８月中旬　　…青森市
　　最 終 合 格 発 表　８月下旬

職　　種 試験区分 採用予定人員 受　験　資　格

警察官Ａ

男性 42名程度 昭和61年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法によ
る大学を卒業した者または平成31年３月31日までに卒業
する見込みの者（人事委員会が同等の資格があると認め
る者を含む）。女性 ９名程度

武道指導
（柔　道） ２名程度

上記（男性、女性）受験資格を有する者のうち、次の要
件に該当する者。
柔道…講道館が認定する段位が三段以上であること
剣道…�全日本剣道連盟が認定する段位が三段以上である

こと
武道指導
（剣　道） ２名程度

　警察官Ａ（男性）を希望する方は、第２志望を警視庁、埼玉県、千葉県、神奈川県および静岡
県のうちから選択することができます。
　受験手続等の詳細については、最寄りの警察署等に問い合わせてください。

■お問い合わせ　七戸警察署警務課　℡ 0176-62-3101










