




45 ７月
広報

７月
広報

水喰小、千曳小最後の運動会

最後の運動会　全力を出しきって　正々堂々と戦おう最後までかがやけ千曳っ子　～広げようきずな～

最 後 の� 運 動 会
フォトレポート　　　　　（５月１９日）　

水喰小学校千曳小学校
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東北町老人クラブ会員募集のお知らせ

第33回わかさぎマラソン大会開催に伴う交通規制と迂回のお願い

夢羽ばたく20歳の門出　～成人式に参加しよう～

東北町　湖水まつり
7
�土

7
�日

わかさぎマラソン大会
午前10時／わかさぎ公園

手作りいかだレース
午前10時／わかさぎ公園

ビーチフラッグス
午後１時30分／わかさぎ公園

小川原湖宝さがし大会
午前10時・午後２時／小川原湖公園

アロハフラ in おがわら湖
午後３時／小川原湖公園

レーク演奏会
午後１時／小川原湖公園

おがわら湖 Yosakoi まつり
午後４時／小川原湖公園

湖水まつり花火大会
午後７時30分／小川原湖公園

■お問い合わせ　商工観光課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　老人クラブとは、地域のシニアの方々が、スポーツや文化活動など様々な活動を通して、生き
がい・健康づくりをしながら社会参加をすすめる自主組織です。
　現在、東北町内には４つの単位老人クラブ・総数75名の会員が活動しています。（滝沢地区、清
水目地区、乙供地区、甲地地区）

◆募集対象　東北町に住んでいて、おおむね60歳以上の方
◆事業内容　�各単位クラブの集まり、上北郡スポーツ大会・グラウ

ンドゴルフ大会、町内老人クラブ合同研修旅行、町内
清掃などの奉仕活動等

◆入会方法　�入会希望の方は、直接単位老人クラブへお申込みいた
だくか、下記事務局までご連絡ください。また、新規
クラブの立ち上げもサポートいたしますのでお気軽に
ご連絡ください。

■お問い合わせ　東北町老人クラブ連合会（東北町老人福祉センター内）　℡ 0175-63-2717

　成人式は一生に一度の大切な行事。20歳の決意を胸に、友だちと一緒に新たな人生のステージ
への一歩を踏み出しましょう。
　当日は、中学校時代の恩師にも参加していただきますので、新成人の皆さんは友人とお誘い合
わせのうえ、こぞってご参加ください。

◆日　時　８月15日㈬　午後２時
◆場　所　コミュニティセンター未来館
◆対象者　平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれ
◆案内状　平成30年６月１日現在で、東北町に住所を有する
　　　　　新成人の方は７月中旬に案内状を送付します。
　　　　　※�現在、町内に住所がない方で東北町成人式に参加

を希望される方は、８月３日㈮までに電話または
メールにて必ずお申し込みください。

■お問い合わせ　中央公民館　℡ 0175-63-2741
　　　　　　　　E-mail：koumin@town.tohoku.lg.jp

１．大 会 開 催 日　　平成30年　７月21日㈯
２．規　制　時　間　　午前９時から午後12時30分まで
３．大会参加人数　　２㎞～ハーフ　各種18種目　約1,600名（申込者数）
４．規制・迂回場所　　下記案内図参照

何卒、ご理解とご協力をお願いします。

■お問い合わせ　スポーツ振興課　℡ 0175-63-3500
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後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
１．「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について
　住民税非課税世帯の方に交付されている「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
は、平成30年７月31日が有効期限となっています。
　平成29年中の所得状況等により、平成30年度も引き続き非課税世帯と認定された方には、新し
い認定証（有効期限は平成31年７月31日まで）が郵送されますので、更新手続きの必要はありま
せん。
　新たに平成30年度の住民税が非課税となった世帯の方は、認定証の交付申請手続が必要となり
ます。後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参のうえ、町民課窓口で手続きしてください。

２．「後期高齢者医療限度額適用認定証」について（次ページ※表１参照）
　住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の加入者がいる方で、窓
口負担が３割となっている現役並み所得区分が平成30年８月から３つの区分に分かれ、住民税課
税所得が145万円以上380万円未満の方および380万円以上690万円未満の方は新たに「後期高齢者
医療限度額適用認定証」の交付申請手続が必要となります。
　認定証の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参のうえ、町民課窓口で
手続きしてください。

３．平成30年度の青森県後期高齢者医療保険料について

均等割額
［被保険者全員が納める額］

＋ 所得割額
［所得に応じて納める額］

＝ 保険料額
（限度額62万円）※２

40,514円 基礎控除後の所得（※１）×7.41％
　※均等割額、所得割率はこれまでと変わりません。
　※１　�基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（33万円）を差し引いた額

です。
　※２　平成29年度は57万円

４．保険料の軽減措置について
　◆所得が低い方の軽減
　　・�同一世帯内の被保険者およびその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得に応じて、次の

とおり均等割額を軽減します。

世帯の所得額の合計 軽減割合
33万円以下で被保険者全員が所得０円の場合
（ただし公的年金控除額は80万円として計算） ９割

33万円以下 8.5割

33万円＋（27万５千円×被保険者の数）以下　※１ ５割

33万円＋（50万円×被保険者の数）以下　※２ ２割
　　※１　平成29年度は、33万円＋（27万円×被保険者の数）以下
　　※２　平成29年度は、33万円＋（49万円×被保険者の数）以下
　　・被保険者の基礎控除後の所得が58万円以下の方の所得割額２割軽減は廃止となります。

　◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減
　　・均等割額が７割軽減から５割軽減に変更になります。所得割額の負担はありません。
　　※�被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合な

どです。
　　※�元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減（９割、8.5割軽減）が受け

られます。

　その他ご不明な点は、青森県後期高齢者医療広域連合（℡ 017-721-3821）までお問い合わせく
ださい。
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国保加入の皆さまへ　保険証更新のお知らせ

排水設備工事責任技術者試験について

ひとり親家庭等医療費の更新をお願いします

９月23日執行　東北町議会議員一般選挙
立候補予定者説明会の開催 水道メーターの交換を実施します

　現在ご使用の保険証の有効期限は平成30年７月31日までです。
　平成30年８月１日からご使用いただく新しい保険証は、７月末までに郵便でお届けします。今
回お届けする保険証の有効期限は平成31年７月31日までです。

◆保険証の変更点
　・「薄橙色（うすだいだいいろ）」から「水色」に変更されます。

◆保険証と高齢受給者証の一体化（70歳から74歳の人のみ該当）
　・�これまでは病院受診をする際に保険証と高齢受給者証の二つを提示しなければいけませんで
したが、病院窓口での負担割合が保険証に記載されますので、８月以降は保険証ひとつで病
院受診が出来ます。

　・７月末までは高齢受給者証の提示が必要です。破棄しないようお願いします。

※保険証の紛失に注意！
　�　保険証は免許証と同様に身分証明書にもなります。盗難等により紛失すると悪用される危険
性があります。紛失を防止するには、保管場所をしっかり決めて保管する。また、小さなお子
様の保険証は保護者の方が管理するようにしましょう。

■お問い合わせ　町民課　国民健康保険係　℡ 0176-56-3111（内線544・545・546・151）

◆試 験 日 時　平成30年10月17日㈬　14：00～
◆試 験 会 場　青森市、弘前市、五所川原市、八戸市
◆申 し 込 み　�下水道課で準備している申込書に必要事項を記入し、その他必要書類を添え、下

水道課にご提出ください（郵送不可）。
◆受験手数料　8,000円（振込み手数料が別途必要）
◆申込受付日　平成30年７月２日㈪～７月31日㈫　※土・日曜日、祝日を除く
◆主　　　催　青森県下水道協会
※�受験資格等の詳細は「青森県下水道協会ホームページ」（http://www.aomori-pswa.jp/）に掲載
されている「受験の手引き」をご覧ください。

■お問い合わせ　下水道課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　ひとり親家庭等医療費助成の受給資格証の有効期限が７月31日で満了となります。引き続き受
給資格があるかどうかを確認するため、更新の手続きが必要となりますので下記の期間中に更新
の手続きをお願いします。

◆手 続 き 期 間　平成30年７月２日㈪～平成30年７月23日㈪
◆手 続 き 場 所　東北町役場�福祉課窓口（本庁舎・分庁舎）
◆必要な書類など　１．ひとり親家庭等医療費受給資格証更新申請書
　　　　　　　　　２．�健康保険証の写し（本人および子ども全員分の名前が記載されているも

の）
　　　　　　　　　３．養育費などに関する申告書
　　　　　　　　　４．印鑑（シャチハタなどのスタンプ式は不可）

受給対象者に対しては案内文書を送付しますので、ご確認のうえ、期間内に手続きしてください。

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

　任期満了による、東北町議会議員一般選挙に
係る立候補予定者説明会を下記のとおり開催し
ます。

日　時　８月１日㈬　午前10時
場　所　東北町コミュニティセンター
　　　　２階　集会室

■お問い合わせ　
　　　　東北町選挙管理委員会事務局
　　　　℡ 0176-56-3111（内線530・531）

◆対象地区
　東北地区…�明美、内蛯沢、乙供、表町、甲

地、上板橋、上清水目、みどりヶ
丘、北栄、栄町、坂下町、桜木
町、新町、添ノ沢、外蛯沢、滝
沢、蓼内、舘花、千曳、本町、馬
込、緑町、向平

　上北地区…�本村、小川原、向山、菩提寺、虫
神

◆交換時期…７月11日㈬～11月23日㈮
◆交換業者について…東北町管工事協会に委託
◆交換時のご協力のお願い
　・屋外作業のため留守でも交換します。
　・�交換後は、使い始めに空気や濁り水が出る
場合があります。

　・�水道メーター交換作業は断水して行いま
す。

■お問い合わせ　
　　　　東北町管工事協会　℡ 0176-58-7105
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みんな見てね！

７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９回東北町文化協会芸能発表会（放送時間１時間）
　②いきいき教室「THE　MOVIE」（放送時間１時間）
　③東北町桜まつり（放送時間１時間）
　④第50回東北町湖水まつり【再】（放送時間30分）
　⑤アロハフラ in 小川原湖 2017【再】（放送時間30分）
　⑥小川原湖 Yosakoi まつり 2017【再】（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）

航空学生 男
女

海上自衛隊：18歳以上23歳未満の者
航空自衛隊：18歳以上21歳未満の者
※高卒（見込含）または高専３年次修了者

７月１日㈰
～

９月７日㈮

１次：９月17日㈪
※�２次・３次試験に関しては別途各
人に連絡します。

別途各人に
連絡します。

一般曹
候補生

男
女 18歳以上27歳未満の者

７月１日㈰
～

９月７日㈮

１次：９月21日㈮・22日㈯・23日㈰
２次：10月12日㈮～17日㈬
※変更する場合があります。

別途各人に
連絡します。

自衛官
候補生

男
18歳以上27歳未満の者

～９月７日㈮ ９月26日㈬・27日㈭
９月29日㈯・30日㈰

三沢基地、
八戸駐屯地等
（別途各人に
連絡します）女 ～９月８日㈯ ９月20日㈭

応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項でご確認ください。
◆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
◆みさわ七夕まつり
・と　き　７月27日㈮　13：00～
　　　　　７月29日㈰　21：00～
・ところ　三沢市中央商店街区
　　　　　（アメリカ村、アーケード商店街）
・問合せ　三沢市商工会　℡ 0176-53-2175

移住ナビ『移10生活』を開設しています

◆�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。
　http://towada-iju.com/kamitousan/

六 戸 町
◆サマーフェスティバル2018
・と　き　７月20日㈮　17：00～21：00
　　　　　７月21日㈯　15：00～20：00
・ところ　六戸町総合体育館駐車場
・問合せ　六戸町観光協会　℡ 0176-55-4495

横 浜 町
◆横浜町ふるさとのまつり
・と　き　８月14日㈫
　　　　　10：00～　芋煮会、魚のつかみ取り
　　　　　19：00～　花火大会
・ところ　みほの公園、横浜漁港
・問合せ　横浜町ふるさとのまつり実行委員会
　　　　　℡ 0175-78-2111

中部上北広域事業組合の職員を募集します
◆募　集　人　員……初級一般行政職　　　　６名程度
　　　　　　　　　　初級消防職　　　　　　１名程度

◆応　募　資　格……平成２年４月２日以降に生まれ、高校卒業以上または高校卒業見込みの方。
　　　　　　　　　　�初級消防職は、東北町、七戸町に住所を有する方、または採用された場合

に居住できる方。

◆必　要　書　類……①履歴書　�市販の履歴書を使用し、備考欄に受験する職種（一般行政職ま
たは初級消防職のいずれか）を必ず記入し、提出してください。

　　　　　　　　　　②卒業証明書（卒業見込み証明書）および成績証明書
　　　　　　　　　　③有資格者は資格免許証の写し

◆募　集　締　切……平成30年７月30日㈪まで。
　　　　　　　　　　※郵送による場合は、７月30日までの消印のあるものに限り有効。
　　　　　　　　　　※�受付時間は午前８時30分から午後５時まで。（土曜日・日曜日・祝日は除

きます）

◆試験日および試験内容等
　　　　　　　　……①一次試験（教養試験、クレペリン精神検査等）
　　　　　　　　　　　平成30年９月16日㈰　試験場所　青森市
　　　　　　　　　　②二次試験（小論文、面接試験等）
　　　　　　　　　　　一次試験合格者に試験日時等を通知します。

◆採用予定年月日……平成31年４月１日

◆申 し 込 み 先……中部上北広域事業組合　事務局庶務課
　　　　　　　　　　〒039-2571　七戸町字蛇坂55-8　℡ 0176-62-5151
　　　　　　　　　　＊�郵便の場合は、封筒の表に「受験申込書」と朱書し、簡易書留で郵送し

てください。










