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秋まつり

東北町秋まつり

　東北町秋まつりが、８月23日から26日までの４日間にわたっ
て開催されました。
　期間中は、初日が雨天により中止となりましたが、各町内会
の華やかな大型山車８台がまつり囃子（ばやし）とともに練り
歩いたほか、上北中ねぷた運行や工夫を凝らした仮装大会など
も行われ、大いに観客を楽しませていました。

町　長　賞祭り囃子
競 演 会

奨　励　賞祭り囃子
競 演 会

議会議長賞祭り囃子
競 演 会

奨　励　賞祭り囃子
競 演 会

本　町

敢　闘　賞祭り囃子
競 演 会努　力　賞祭り囃子

競 演 会

花向町 栄　町

新　山 南　町

上　野

観光協会長賞祭り囃子
競 演 会商工会長賞祭り囃子

競 演 会

新　町 旭　町
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秋まつり

上北中

仮装大会

旭　町町 長 賞
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保育園

南　町議会議長賞

新　町観光協会長賞
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平成29年度決算

◆町民1人あたりに使われた町のお金（総額676,647円）消防費� 16,206円
商工費� 11,117円
議会費ほか� 9,870円

◆町民1人あたりが納めた町税（総額98,113円） 平成30年３月31日現在
人口17,804人で算出

平成29年度一般会計歳出

平成29年度一般会計歳入

歳出の主な使いみち

【総務費】
・補給支処周辺障害防止事業費
　　　　　　…５億3,291万円
・財政調整基金積立金
　　　　　　…３億8,229万円
・特定防衛施設周辺整備事業費
　　　　　　…２億0,200万円

【民生費】
・自立支援給付事業給付費
　　　　　　…４億2,930万円
・介護保険給付費繰出金
　　　　　　…３億1,927万円
・乳幼児～高校生医療給付費
　　　　　　…6,733万円

【衛生費】
・健康診査委託料
　　　　　　…7,364万円
・予防接種事業委託料
　　　　　　…2,867万円

【農林水産費】
・産地パワーアップ事業費補助金
　　　　　　…１億4,079万円

【土木費】
・下水道整備費
　　　　　　…３億1,220万円
・防雪対策費
　　　　　　…２億6,591万円
【教育費】
・東北小学校改築事業費
　　　　　　…１億6,284万円
・学校給食費補助金
　　　　　　…3,299万円

　平成29年度の東北町一般会計と特別会計の決算が、９月定例議会で審査、認定されました。
　一般会計の決算総額は、歳入123億6,265万円、歳出120億4,702万円で、このうち翌年度へ繰
り越すべき財源は8,514万円であり、差し引き2億3,049万円が実質収支額となりました。
　また、特別会計の決算額は、歳入66億1,332万円、歳出64億2,840万円で、差し引き1億8,492
万円が実質収支額となりました。
　決算は、いわば東北町の家計簿で、皆さんの納める税金や、国・県からの交付金などがどのくらい入り、
どのような仕事に使われ、私たちの生活に活かされているかを表しています。
　ぜひ目を通してみてください。

平成29年度一般会計・特別会計決算

歳入総額
123億6,265万円

100％

町税
17億9,633万円
14.53%

繰入金
10億4,578万円　8.46%

繰越金
2億148万円　1.63%

分担金および負担金
5,142万円　0.42%
使用料および手数料
1億1,266万円　0.91%

その他
1億5,075万円　1.22%

地方交付税
46億1,327万円
37.32%

国庫支出金
18億732万円
14.62%

町債
9億6,290万円
7.79%

県支出金
10億7,102万円

8.66%

地方譲与税
1億6,517万円

1.34%地方消費税交付金
2億9,246万円　2.37%

その他
9,209万円
0.73%

歳入構成状況（一般会計）

自主財源
33億5,842万円　27.17%

依存財源　90億423万円　72.83%

歳出総額
120億4,702万円

100％

民生費
30億6,914万円
25.48％

総務費
24億4,098万円
20.26%

公債費
13億4,535万円
11.17%

教育費
19億5,856万円
16.26％

土木費
9億3,738万円　7.78%

農林水産業費
7億6,717万円

6.37%

衛生費
8億6,624万円
7.19%

商工費
1億9,793万円

1.64％

消防費
2億8,852万円

2.39%

その他
1億7,575万円
1.46%

目的別歳出構成状況（一般会計）

歳出総額
120億4,702万円

100％

人件費
13億508万円
10.83%

扶助費
8億7,445万円
7.26%

公債費
13億4,535万円
11.17%

普通建設事業費
22億7,666万円
18.9%

補助費等
25億6,163万円
21.26%

繰出金
13億537万円
10.84%

物件費
13億6,384万円
11.32%

その他
3億3,254万円　2.76% 義務的経費

35億2,488万円
29.26%

投資的経費
23億4,626万円
19.48%その他

61億7,588万円
51.26%

性質別歳出構成状況（一般会計）

積立金
6億1,250万円　5.08%

災害復旧事業費
6,960万円　0.58%

固定資産税

48,463円

入　湯　税

37円

町たばこ税

8,579円

軽自動車税

3,344円

町　民　税

37,690円

農林水産業費

43,090円

衛　生　費

48,654円

土　木　費

52,650円

公　債　費

75,565円

教　育　費

110,007円

総　務　費

137,103円

民　生　費

172,385円
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お知らせ

平成30年度（下半期）犬の登録および　　狂犬病予防注射接種のお知らせ
　日程表のとおり狂犬病予防注射を実施しますので春に接種していない、すべての飼い犬（生後90日未満の犬
を除く）は接種するようお願いします。
（注意事項）
　①�日程のない町内および指定の日時に都合つかない方は、接種できる日時に最寄りの場所で接種してくださ

い。
　　また、接種時間について作業上、多少の変更がありますのでご了承ください。
　②�登録・予防注射の料金は下記のとおりですが、登録済みの飼い犬については、予防注射料金のみとなりま
す。

　③�動物病院等で狂犬病予防接種を受けた犬は、接種の必要ありません。（動物病院等で発行している狂犬病
予防注射済証を保健衛生課または上北保健センターへ提出してください。

（料　金　表）
犬登録手数料 3,000円 新規登録の場合
予防注射料金 3,100円 予防接種のみ
合 計 6,100円 新規登録と予防接種の場合
注 射 済 票 代 550円 動物病院等で接種の場合

　④犬の登録と年に１度の狂犬病予防接種は法律で定められた飼い主の義務です。
　⑤違反者は、20万円以下の罰金の対象となります。

� （上北地区）　
期日 対　象　地　区 実　施　場　所 実　施　時　間

10　

月　

26　

日　

㈮

大字新舘地区

大浦

徳万才・中岫平

才市田・境ノ沢

大洞

新山

虫神

菩提寺

小川原・向山

沼崎本村

花向町・豊田

上野

新舘集会所前

大浦集会所前

徳万才コミュニティセンター前

才市田集会所前

大洞集会所前

新山ふれあい館前

虫神集会所前

菩提寺集会所前

小川原コミュニティセンター前

沼崎集会所前

花向町集会所前

南農村環境改善センター前

９：20～９：35

９：45～10：00

10：10～10：25

10：30～10：40

10：50～11：00

11：05～11：20

13：20～13：30

13：35～13：45

13：55～14：10

14：15～14：30

14：40～14：50

15：00～15：15

10
月
28
日
㈰

旭町・栄沼

南町

本町

栄町

新町および割当て地区でできなかった方

旭町コミュニティセンター前

南町集会所前

旧上北駐在所跡地

栄町集会所前

上北保健福祉センター前

９：15～９：30

９：35～９：50

９：55～10：10

10：15～10：30

10：35～11：00

� （東北地区）　
期日 対　象　地　区 実　施　場　所 実　施　時　間

10　

月　

24　

日　

㈬

淋代・横沢・数牛 淋代地区生涯学習センター前 ９：00～９：10

美須々・豊瀬・柵・豊畑 良波修理工場前 ９：15～９：20

五十嵐・豊前・大池 甲地武彦宅前 ９：25～９：35

水喰・中村・切左坂 水喰地区学習等供用センター前 ９：40～９：50

野田頭・浜台 平成館前（集会所） ９：55～10：05

滝沢・巴蘭・旭・狼ノ沢 滝沢集会所前 10：10～10：20

甲地・蒼前 甲地中央公園 10：25～10：35

外蛯沢 新風館前（集会所） 10：45～10：55

内蛯沢 内蛯沢集会所前 11：00～11：10

田ノ沢 沼田硬一郎宅前 13：20～13：30

舟ヶ沢・徳万館 舟ヶ沢地区生涯学習センター前 13：35～13：45

鶴ヶ崎 鶴ヶ崎スタンド前 13：50～14：00

蓼内・土橋・長久保 蓼内研修センター前 14：05～14：15

10　

月　

25　

日　

㈭

宇道坂・添ノ沢 大久保昭夫宅前 ９：00～９：10

上清水目・下清水目 清水目地区生涯学習センター前 ９：15～９：25

千曳・上板橋・南平・向平 千曳地区学習等供用センター前 ９：30～９：40

北栄・夫雑原・林口・上畑 北栄トラクター利用組合前 ９：45～９：55

向旗屋・大向旗屋・大旗屋 ㈱桜井組構内 10：00～10：10

寒水 寒水地区生涯学習センター前 10：15～10：20

輝ヶ丘・枋木 輝酪館前（集会所） 10：25～10：30

萠出・細津・切左坂 萠出中央丁字路 10：35～10：40

乙部 彩幸館前（集会所） 10：45～10：50

保戸沢 保戸沢屯所前 10：55～11：05

10　

月　

28　

日　

㈰

栄町・坂下町 坂下・栄町集会所前 13：15～13：25

本町・明美・桜木町・馬込 中央公民館駐車場 13：30～13：40

乙供・舘花 第１分団屯所前 13：45～13：55

緑町 緑町集会所前 14：00～14：10

表町 蛯沢地区学習等供用センター前 14：15～14：25

新町および割当て地区でで
きなかった方 東北町保健福祉センター前 14：30～14：50

■お問い合わせ　上 北 保 健 セ ン タ ー　　　℡ 0176-56-2933 　　　　　　　　　
　　　　　　東北町保健福祉センター　　　℡ 0175-63-2001 　　　　　　　

狂犬病の
　予防接種を
　　お願いします。
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東北町生き活き産業文化まつり開催！

困ったら　一人で悩まず　行政相談
－10月15日～21日は『行政相談週間』－

災害時におけるレンタル機材の
提供に関する協定を結びました

公式Twitter（ツイッター）を始めました！家屋の全棟調査の実施について

インフルエンザ予防接種を助成します

　東北町ではイベント情報や観光情報など「まち
の話題」を発信し、災害時などにおける迅速な情
報提供のため、東北町公式Twitter（ツイッター）
を始めました。Twitter（ツイッター）のアカウン
トをお持ちの方はぜひフォローください。

◆東北町公式Twitter（ツイッター）URL
　https://twitter.com/Tohoku_Town
◆アカウント名
　青森県東北町　＠Tohoku_Town

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111

　東北町では対象者の方に対してインフルエンザ
の予防接種を実施します。接種を希望する方は下
記期間内に接種してください。（接種は義務ではな
く、あくまで本人の希望によるものです）
※�９月30日現在で生後６カ月に満たない方には、
接種可能な月齢になり次第、順次通知します。
◆対 象 者
…接種日において生後６カ月以上から中学生まで

（対象者には問診票を送付します）
◆費　　用…無　料（ひとり１回に限り町で負担）
◆接種期間…10月１日㈪～平成31年１月31日㈭
◆�委託医療機関…ちびき病院・吉田内科医院・小
川原湖クリニック・旭日クリニック・すみれ内
科クリニック
※�上記の接種期間内に町が指定する委託医療機関
以外で接種した場合は、平成31年２月28日㈭ま
でに申請することで、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。

■お問い合わせ　保健衛生課　℡ 0175-63-2001

　町民の皆さまが、毎日の暮らしの中で、役所の
仕事に関する苦情や意見・要望などがあった時に、
身近な相談相手となるのは、行政相談委員（総務
大臣委嘱）です。
　道路・河川、年金、医療保険、老人福祉、登記、
労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口
サービスなど、役所の仕事について、苦情や要望、
困りごとがあるときには、お気軽にご相談くださ
い。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
◆東北町の行政相談委員は、
　天間啓作さんと佐々木千代壽さんです。
◆『合同相談所』を開設します。
　10月15日㈪10時～15時　保健福祉センター

■お問い合わせ
　総務課　℡ 0176-56-3111
　青森行政監視行政相談センター　℡ 0570-090110

　東北町と東北町建設業協会災害対策協議会（岡
山重信会長）、一般社団法人日本建設機械レンタル
協会青森支部（気田福俊青森支部長）が９月１日、
災害時の機材提供・運搬に関する協定を結びまし
た。
　この協定では災害時に必要となる機材（発電
機・ストーブ・仮設トイレ・仮設住宅・大型機械
など）について、一般社団法人日本建設機械レン
タル協会青森支部が保有する機材を優先的に提
供・運搬し、万が一災害が発生した場合にはいち
早く対応するよう定められています。
　全国各地で地震や台風などの被害が多発してい
ます。この協定締結により万が一の際にはスムー
ズな対応を行っていきます。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111

　平成30年分の年末調整関係事務の説明会および消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。

開催月日 説　　　明　　　会 受付開始時間 説　　明　　会
開始・終了時間 会　　　　　　　場

11月15日㈭
・年末調整説明会 13時00分～ 13時30分～15時00分

コミュニティセンター未来館
・消費税軽減税率制度説明会 15時00分～ 15時10分～16時00分

◆年末調整関係書類について不足がある場合は、説明会場および十和田税務署で配布します。
◆年末調整説明会で使用する書類
・年末調整のしかた
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き
・給与支払報告書（総括表）の書き方
・源泉徴収票・支払調書提出のチェックポイント
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のリーフレット
※個人事業者の青色申告決算説明会は別途開催します。
※消費税軽減税率制度説明会で使用する資料は会場の受付で配布します。出席票はありません。

■お問い合わせ　十和田税務署　法人課税第一部門　℡ 0176-23-3151（代表）
　※自動音声によりご案内しておりますので、メッセージに従い、「２」番（当税務署にご用の方）を選択してください。

　今年は会場を町民文化センター周辺（上北会場）
に集約し、１会場開催となります。また、ふれあ
いドーム上北では新しい催し物も企画しています。
皆さまのご来場をお待ちしております。
　日時：11月３日㈯～４日㈰　９：00～15：00

※�今年は１会場開催のため「東北会場」はありま
せん。

■お問い合わせ　農林水産課　℡ 0176-56-3111

　東北町では固定資産税の適正かつ公正な課税に
向けて町内の全家屋を対象とした全棟調査を実施
しています。
　調査は委託した業者が、実在する建物の確認を
するにあたり、外観の写真撮影を行いますので、
町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

※�調査員は調査員証を携帯しており、敷地内には
入らない予定です。
※下記は調査員証の見本です。

■お問い合わせ　税務課　℡ 0176-56-3111

年末調整説明会・消費税軽減税率制度説明会のお知らせ

「
フ
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し
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す
！
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お知らせ

十 和 田 市
◆第４回世界流鏑馬選手権
・と　き　10月20日㈯～21日㈰
・ところ　十和田市中央公園緑地
・問合せ　十和田流鏑馬観光連盟（十和田乗馬倶楽部内）
　　　　　℡ 0176-26-2945

三　沢　市
◆ハロウィンフェスタ in MISAWA
・と　き　10月20日㈯　11：00～
・ところ　アーケード商店街～アメリカ広場
・問合せ　三沢市商工会　℡ 0176-53-2175

おいらせ町
◆地引網体験
・と　き　10月21日㈰　７：00～
・ところ　一川目海岸
・問合せ　おいらせ町観光協会　℡ 0178-56-4703

六 ヶ 所 村
◆ふるさと新鮮朝市
・と　き　10月20日㈯　８：00～
　　　　　10月27日㈯　７：00～
・ところ　20日：六旬館
　　　　　27日：役場多目的広場
・問合せ　六ヶ所村商工会　℡ 0175-72-2331

六　戸　町
◆メイプルタウンフェスタ2018
・と　き　11月３日㈯～４日㈰
・ところ　六戸町総合体育館駐車場
・問合せ　メイプルタウンフェスタ実行委員会
　　　　　℡ 0176-55-4495

� を開設しています！
http://towada-iju.com/kamitousan/

～旬の食材で満腹！男メシ！～
男の料理教室を開催します

東北地区３小学校の閉校記念式典の日程

適正処理をお願いします

「六景楽市ブランド」の認定商品を募集

「飲食店スタンプラリー inかみきた」開催！

防災行政無線を用いた情報伝達訓練の実施

　東北町では男性の健康を考えた、男性の為の料
理教室を開催します。今回の講師は東北町出身の
食育インストラクター・ふしみのりこさんを講師
にお招きします。健康相談や健康情報についても
提供しますのでぜひご参加ください！

日時：10月16日㈫　９：30～12：00
場所：上北保健福祉センター
対象：男性またはご夫婦
費用：無料
持物：エプロン・三角巾

■お申し込み・お問い合わせ
　保健衛生課　℡ 0176-56-2933

◆蛯沢小学校
　11月10日㈯　10：00～　場所：蛯沢小体育館
◆水喰小学校
　11月17日㈯　10：00～　場所：水喰小体育館
◆千曳小学校
　11月18日㈰　10：00～　場所：千曳小体育館

※詳細に関しては小学校へお問い合わせください。

　農業用使用済みプラスチックは、産業廃棄物で
す。野焼きや不法投棄は違法です。消費者が求め
る安全・安心な農畜産物の産地としての信頼を得
るために適正に処理しましょう。
※１．農ポリ（透明）
　２．農ポリ（その他の色）
　３．ハウスビニール・農業用ビニール
　４．�その他農業用資材（肥料袋、苗箱、農薬ボ

トルなど）
　の４種類に分別し、梱包せず搬入すること。
◆期間…通年
◆場所…東管工業㈱　東北町字柳沢59-21
◆時間…毎週月～金・祝日　※土日は搬入不可
　　　　８時～12時・13時～16時

■お問い合わせ　農林水産課　℡ 0176-56-3111
　　　　　　　　東管工業㈱　℡ 0175-63-4450

　農村水産加工品を地域ブランド「六景楽市」の
認定商品とする第24期の商品を公募します。
◆応募条件（要件を満たす方）
　①東北町にお住まいの方、事業者の方
　②�東北町および三沢市・野辺地町・横浜町・
六ヶ所村・東通村で生産された農林水産品を
主な食材・原料とする加工品を販売できる方

◆応募期間
　10月１日㈪～11月２日㈮

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

上北地区飲食店10店舗以上の飲食で…
抽選で賞品（飲食券）総額30万円をゲット！

◆実施期間…10月26日㈮～12月24日㈪
◆賞品（飲食券）使用期間
　…12月28日㈮～平成31年２月24日㈰

■お問い合わせ
　上北町商工会料飲食部会　℡ 0176-56-2335

　町内に設置している防災行政用無線から下記の
訓練放送を行います。
◆11月１日㈭　10時ころ
　内容…緊急地震速報訓練放送
◆11月21日㈬　11時ころ
　内容…国民保護情報試験放送

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111

10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

◆今月のいきいき教室

◆昭和の東北町

◆イベントチャンネル

　①第51回東北町湖水まつり

　②アロハフラ in 小川原湖 2018

　③小川原湖 Yosakoi まつり 2018

　④東北町秋まつり

　⑤東北町日の本中央まつり【新】

　＊毎日、番組放送内容をずらして放送します

　＊放送内容は変更となる場合があります。

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111

◆募集種目…自衛官候補生
◆応募資格…18歳以上27歳未満の者
◆受付期間…～11月16日㈮
◆試験期日…12月１日㈯・２日㈰
◆試験場所…青森駐屯地および八戸駐屯地

■お問い合わせ
　自衛隊青森地方協力本部三沢募集案内所
　℡・Fax 0176-53-1346（平日８：45～17：30）
　aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp

東北町テレビ
（放送時間6：00 ～ 22：00）

自衛隊募集
～この今を、未来を、守る。～










