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小川原湖漁協で初競り。寒シジミの時期を迎え、
「小川原湖産大和しじみ」の高値取引が期待される　
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生活排水対策で小川原湖の水環境を守ろう！平成31年度「健康診査」を実施します
　川や湖沼、海の汚れの原因として、私たちの日常生活から排出される生活排水が大きな割合を占めて
いることはご存じでしょうか？下水道（公共下水道・農業集落排水）や合併処理浄化槽に接続しないと、
生活雑排水（風呂、台所、洗たくなどの排水）が未処理のまま放流されてしまいます。東北町では、生活
排水が川を通じて豊かな景観・水産業を支える小川原湖に流れ込んで影響を与える可能性があります。

台所からの汚れの程度はどれくらいなのでしょうか？

これだけ流したら…
魚が住めるまで薄めるために必要な水は浴
槽（約300㍑）何杯分？流した量の何倍？

使用済みの天ぷら油（200ミリ㍑） 132杯（約200,000倍）
マヨネーズ（大さじ１杯15ミリ㍑） 12杯（約240,000倍）
しょうゆ（大さじ１杯15ミリ㍑） 1.5杯（約30,000倍）

私たちができる生活排水対策は？
　①台所では…
　　・�料理の方法や残り物の利用等の工夫で汚水や生ゴミを減らしましょう。作りすぎないよう人数に

合わせて作りましょう。
　　・�調理くずや食べ残し等の固形物は、水切り袋や三角コーナーなどを使って回収しましょう。回収

したものはゴミとして出すか、コンポスターや生ゴミ処理機を使ってコンポスト（堆肥）にして利
用しましょう。

　②洗たくでは…
　　・洗剤、石けんなどはリンを含まないものを使用し、決められた量を計って使いましょう。
　　※�洗剤を多く使っても洗浄力はあまり変わりません。使用量を守れば洗剤の無駄もなくなり、すす

ぎも簡単です。
　　・�洗たく水はお風呂の残り湯を再利用しましょう。洗たくの水温が高すぎると汚れの種類によって

は固まったり、すすぎ水との温度差によって繊維が縮んだりするので、残り湯が便利です。
　③お風呂では…
　　・石けん、シャンプーなどは適量を使用しましょう。

下水道につなぎましょう！合併処理浄化槽を設置しましょう！
　下水道が整備されても、地域の皆さまに接続していただかなければ、その目的を果たすことができま
せん。下水道が供用開始になった地域の皆さまは速やかに接続されるようお願いします。
　また、下水道が整備されていない地域で、くみ取りまたは単独処理浄化槽を利用している皆さまは、
合併処理浄化槽の設置をお願いします。

健診の対象年齢と項目が変更になります！※表の太字部分が変更箇所です

　２月中旬に健康診査の詳細と申込書を世帯主宛に送付しますので、お手元に届きましたら世帯ごとに
取りまとめの上、同封の返信用封筒に入れてポストへ投函してください。

◆集団健診

健 診 項 目 対　　象　　者 検査費用（参考） 自己負担額

特 定 健 診

・30歳～39歳の全町民
・40歳～74歳の国民健康保険加入者
・75歳以上の後期高齢保険者
・40歳以上の生活保護受給者

74歳まで
5,000円

無料

75歳以上
4,800円

胃 が ん 検 診 ・40歳以上の全町民 5,000円

大 腸 が ん 検 診 ・40歳以上の全町民 1,700円

肺 が ん 検 診 ・40歳以上の全町民 1,500円

肝 炎 検 診 ・�40歳以上５歳刻みで過去に一度も検査を受けたこと
のない方 2,000円

※前立腺がん検診は有料となります（2,200円）
◆女性検診

健 診 項 目 対　　象　　者 検査費用（参考） 自己負担額

子 宮 頸 が ん 検 診 ・20歳以上の偶数年齢の女性の方 4,700円

無料乳 が ん 検 診 ・40歳以上の偶数年齢の女性の方
4,000円

※年齢によって違いあり

骨 密 度 検 診 ・40歳～70歳までの５歳刻みの女性の方 2,000円

◆七戸病院人間ドック

人 間 ド ッ ク 項 目 対　　象　　者 検査費用（参考） 自己負担額

特定健診・胃・大
腸・ 肺 が ん 検 診

・40歳～74歳の国民健康保険加入者
・40歳～74歳の生活保護受給者 28,000円

無料
特 定 健 診 の み ・30歳～39歳の全町民 16,000円

乳 が ん 検 診 ・40歳以上の偶数年齢の方
��8,000円

※年齢によって違いあり

骨 密 度 検 診 ・40歳～70歳までの５歳刻みの女性の方 ��　500円

※前立腺がん検診は有料となります（1,836円）
※子宮頸がん検診は集団健診（保健センター）でのみ実施します

・年齢は2020年３月31日時点です。誕生日前でも１歳加算されての年齢です。
・集団健診または七戸病院人間ドックは、年度中どちらか１回の受診になります。

◆申し込み方法―申込書を送付しますので同封の返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
◆申し込み期限―平成31年３月４日（月）まで

■お問い合わせ　保健衛生課　℡ 0175-63-2001　または　℡ 0176-56-3749

こんなに薄めなければ

ならないなんて…

玉代姫 勝世姫

　私たちは「小川原湖伝説」のモデルになっている姉の玉

代姫と妹の勝世姫です！

　皆さまのちょっとした心がけで小川原湖を守ることがで

きます！きれいな小川原湖・豊かな水産物を子どもたちの

世代に引き継いでいきましょう♪

しじみーる



1011 ２月
広報

２月
広報

お知らせ

平成30年分 十和田税務署での確定申告のお知らせ

家畜（牛・馬・めん山羊・豚・鶏等）を飼育している皆さまへ

税　　　目 申告期限・納期限 口座振替日

所得税および復興特別所得税
平成31年３月15日㈮

平成31年４月22日㈪

贈　　与　　税

消費税および地方消費税 平成31年４月１日㈪ 平成31年４月24日㈬

※新たに口座振替をご利用される場合は、「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要です。
◆申告書作成会場
　・開設場所　十和田奥入瀬合同庁舎１階共用会議室
　・開設期間　平成31年２月18日㈪～３月15日㈮（ただし、土、日曜日を除く）
　・開設時間　午前９時～午後５時　※受付時間　午前９時～午後４時
　※申告書作成会場は大変混雑し、申告書の作成に１時間以上要する場合があります。

◆いつでもどこでもスマー トフォンで申告ができます！
　�　皆さまがお使いのスマートフォンから申告手続きを行う場合、事前に簡単なIDとパスワードの登録
申請が必要です。IDとパスワードは、税務署職員と対面による本人確認を行った後に発行しますので、
本人確認書類をお持ちの上、十和田税務署までお越しください。

■お問い合わせ　十和田税務署　℡ 0176-23-3151（代表）　※自動音声でご案内します。

　家畜を飼っているすべての方は、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延を防止することを目的とした
「家畜伝染病予防法」により、年１回、飼育状況を報告することが法律で義務付けられています。
　平成31年２月１日現在の状況について、報告書を作成し提出してください。
◆対象家畜………�牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏（シャモ、チャボ、ウコッケイ

等を含む）、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥
　　　　　　　　※なお、愛玩用（ペット）であっても報告が必要です。
◆報告様式………十和田家畜保健衛生所または農林水産課窓口で配布しています。
　　　　　　　　※十和田家畜保健衛生所ＨＰからダウンロード可能です。
◆提出期日………平成31年２月20日㈬まで
◆提出方法………郵送、ファックスまたは持参
◆提 出 先………東北町役場農林水産課畜産係

■お問い合わせ　十和田家畜保健衛生所　℡ 0176-23-6235　Fax 0176-23-3044
　　　　　　　　東北町役場農林水産課　℡ 0176-56-3111　Fax 0175-65-5116

赤十字活動資金にご協力ください家族そろって交通災害共済に加入しましょう！

　交通災害共済は、交通事故にあった際に見舞金
や弔慰金が支給される制度です。交通事故にあっ
たら必ず警察に届け出しましょう！相手のいない
自損事故、自転車等での転倒事故も届け出ましょ
う！
　加入の受け付けが始まっています。地域の町内
会長または班長がお伺いする場合がありますので、
加入希望者はお申し込みください。※役場総務課
でも受け付けしています。
◆年会費　１人　350円
◆見舞金（４等級制）
　１等級　弔慰金（死亡）� 100万円
　２等級　特別見舞金（後遺障害等）�  50万円
　３等級　重症（治療30日以上）�  ７万円
　４等級　軽傷（治療30日未満）�  ３万円

■お問い合わせ
　総務課　℡ 0176-56-3111（内線228）

　日本赤十字社青森県支部では、平成31年２月１
日から赤十字活動資金確保のための募集運動を実
施します。
　県支部創立130年の歴史を踏まえ、人々の「いの
ちと健康を守る」活動を推進する日本赤十字社青
森県支部の活動をご理解いただき、赤十字活動の
普及・推進のため、東北町の住民の皆さまの赤十
字会員（社員）への加入ならびに赤十字活動資金
（会費・寄付金）のご支援について、よろしくお願
いします。

■お問い合わせ
　日本赤十字社青森県支部
　組織振興課　℡ 017-722-2011

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
　青森県では、納税証明書の交付申請の際、窓口にお越しいただいた方の本人確認および代理人申請の
場合の委任関係確認を行っております。

◆納税証明書の交付申請に必要なもの

 必要なもの

証明書の種類
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）

個人事業税
（法人県民税・事業税・特別税） ○ ○ ○

自動車税
（滞納がない旨の証明） ○ ○ ○ ○

自動車税
（車検用） ○ ○ ○

（※）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…運転免許証、旅券（パスポート）などの写真付き公的書類
　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
　本人確認書類に記載された識別番号等を記録しますので、あらかじめご了承ください。
◆代理人が申請する場合は、上記の書類に加えて本人（法人の場合は代表者）からの委任状が必要です。
　・ご家族または従業員の方であっても委任状が必要です。
　・�委任状には必ず本人が署名および押印（法人の場合は代表者の署名および代表者印の押印）をしてく
ださい。

　・委任されたかどうかについて、本人に電話で確認することがあります。

■お問い合わせ　上北地域県民局県税部納税管理課　℡ 0176-22-8111（内線290）



1213 ２月
広報

２月
広報

お知らせ

◆野 辺 地 町
　真冬のドリンクラリー
　・と　き　①２月８日㈮～９日㈯
　　　　　　受付：18：30～20：00
　　　　　　抽選会：２月９日㈯
　　　　　　18：30～21：30（先着順）
　・ところ　受付・抽選：本町野坂ビル
　　　　　　会場：町内飲食店
　・問合せ　野辺地町商工会
　　　　　　℡ 0175-64-2164

◆おいらせ町
　百石えんぶり
　・と　き　２月15日㈮～17日㈰
　・ところ　おいらせ町役場分庁舎周辺
　・問合せ　おいらせ町社会教育・体育課
　　　　　　℡ 0178-20-0405

◆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東北町秋まつり
　②東北町日の本中央まつり
　③「沼崎念仏鶏舞」民俗芸能大会
　④東北町生き活き産業文化まつり
　⑤水喰小学校「水喰神楽と音楽発表会」

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111

東北町テレビ２月の番組紹介 郷土芸能発表会を開催します

文化協会芸能発表会を開催します

２月17日（日）　午前10時
場所：東北町民文化センター

※�郷土芸能発表会の会場は昨年のコミセン未来館
から東北町民文化センターになっています。

■お問い合わせ
　歴史民俗資料館　℡ 0176-56-5598

救命講習会を実施します

防災行政無線を用いた情報伝達訓練が実施されます地域の皆さまで路線バスを利用しましょう

この今を、未来を、守る。
～自衛官等の募集～

　中部上北広域事業組合消防本部では救命講習会を実施しています。町民の皆さまも心肺蘇生法・ＡＥ
Ｄ講習を受講してみませんか？あなたは大切な人が倒れたときに何ができますか？

　開催日時 開催場所 受付期間 募集人数

平成31年３月３日㈰
９：00～12：00 中央消防署（七戸町） 平成31年３月２日㈯まで 70人

　※募集定員になり次第、締め切りとなります。
　・対象者は中学生以上の方になります。（受講料は無料です）
　・受け付けは消防署窓口で行います。（電話での受け付けも行っています）
　・最寄りの消防署でもお問い合わせを受け付けています。

■東北消防署　℡ 0175-63-2520　上北消防署　℡ 0176-56-2119　中央消防署　℡ 0176-62-3141

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。

平成31年２月20日（水）11時ごろ
■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

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
（一般・飛行）

歯科・薬剤幹部候補生

平成31年４月１日現在
22歳以上26歳

（修士課程修了者は28歳）
未満の方

平成31年３月１日㈮
～

５月１日㈬

〈１次試験〉
　５月11日㈯：筆記試験
　５月12日㈰：筆記式操縦適性検査
　　　　　　　　（飛行要員のみ）
※２次試験は、後日お知らせします。

別途各人に
連絡します。

一般曹候補生

18歳以上33歳未満の方

平成31年３月１日㈮
～

５月15日㈬
平成31年５月25日㈯

自衛官候補生 年間を通じて
行っております。

平成31年２月16日㈯・17日㈰
または

平成31年３月２日㈯・３日㈰
予備自衛官補
（一般公募） 18歳以上34歳未満の方

平成31年１月７日㈪
～

平成31年４月12日㈮

平成31年４月20日㈯
～

平成31年４月24日㈬予備自衛官補
（技能公募）

18歳以上で各種国家免許資格
等を有する方

（国家免許資格等の細部につい
てはお問い合わせください。）

◆試験日程は変更する場合がありますので、細部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

３月３日（日）　午前10時
場所：東北町民文化センター

■お問い合わせ　社会教育課　℡ 0176-56-5180

　十和田観光電鉄で運行している路線バス「野辺地線」（三本木営業所～七戸十和田駅～まかど温泉）は
通勤・通学・通院に利用されて地域の足を担っています。利用者の減少に伴い、国・県・市町村の補助
金によって運行が維持されていますが、交通業者は利用者が減少すると従来のサービスの提供が難しく、
路線の減便・廃止などを検討しなければならなくなります。
　高齢者が増えていくなか、公共交通は生活に必要な移動手段と
してさらに重要性を増していくことが予想されます。
　今後、路線バスの運行が継続できるよう、地域の皆さまや交通
業者、沿線自治体が協力して地域公共交通のあるべき姿を考え、
路線バスなど公共交通を活用していくことが必要となってきます。

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111

開設中です！

http://towada-iju.com/kamitousan/
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お知らせ

☆ハガキに住所・氏名・年齢・
電話番号と答えを書いて送って
ください。応募の際、広報など
についてのご意見もお待ちして
おります。
☆応募先－〒039－2492
　東北町上北南四丁目32－484
　役場企画課「クイズに挑戦」係
☆応募締切－２月25日㈪

　実年式は何歳を対象と
している？
� （ヒントＰ２）

　糖尿病はインスリンが
が効かなくなり、何が続く状
態？
� （ヒントＰ７）

　マヨネーズを魚が住め
るまで薄めるためには浴槽何
杯分の水が必要？
� （ヒントＰ８）

１月号の答え
①フレイル
②15地域
③１月26日

１月号当選者
○釜　石　理　枝　さん
○沼　田　タ　ケ　さん
○野　月　百合子　さん
○齊　藤　和　子　さん
○向　井　照　美　さん

年金事務所から

公立七戸病院から

善意の寄附 福祉課から

あおもり中高年
就職支援センターから

種苗管理センター
上北農場から

あおもり被害者
支援センターから

ぎんなん寮から

■お問い合わせ
福祉課　℡ 0176-56-3111

東北町心配ごと相談所
次回の相談日は

時　間：午前９時30分
　　　　～午前11時30分
場　所：保健福祉センター
　　　　相談室
問合せ：社会福祉協議会
　　　　℡ 0175-63-2717

３月20日(水)

今月の

と　き：２月16日（土）

　　　　　　午後２時～

ところ：町立図書館

　　　　乙供分室

　　　　（中央公民館内）

問合せ：町立図書館

　　　　℡ 0176-56-2261

おはなし会

～人権、行政相談～

・時間　午前10時～正午
・場所　東北町役場
　　　　本庁舎２階和室

３月４日（月）

・時間　午前10時～正午
・場所　�コミュニティセン

ター未来館

３月18日（月）

　保険料が納め忘れの状態で、万
が一、障害や死亡といった不慮の
事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金を受けられない場
合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険
料を納付することが困難な場合に
は「保険料免除制度」、「納付猶予
制度（50歳未満）」、「学生納付特
例制度」がありますので、住民登
録をしている役場の国民年金窓口
で手続きをしてください。

■お問い合わせ
　青森年金事務所
　℡ 017-734-7495

　七戸病院では、インフルエンザ
の流行に伴い、入院患者への面会
制限を実施しています。
◆面会時間　11：00～20：00
◆面会制限時に面会が可能な方
　…�主治医、病棟師長の許可を得
た方のうち、15歳以上の家族
（配偶者・両親・子）および
責任者の方。

※�入退院に伴う付き添い、洗たく

◆�シルバー陶芸クラブ（新館ヒデ
代表）が11月22日、生き活き産
業文化まつり売上金の一部１万
円を寄附しました。
◆�阿部貞次さんと沼山定美さん
（ともに旭町）が11月28日、プ
ルタブを集めて精算した２千円
と布団一式を寄附しました。
◆�玉勝温泉の髙橋篤子さん（旭
町）が12月５日、５万円を寄附
しました。
◆�千草舞踊会（山田房雄代表）が
12月９日、第９回ふるさと民謡
まつりチャリティーショー益金
33,888円を寄附しました。
◆�佐藤キヤさん（南町）が12月28
日、２万円を寄附しました。

物の交換などの最低限の時間で
お願いします。なお、面会の際
はナースステーションにお声を
お掛けください。
※�面会時は、必ずマスク着用の
上、病院の出入り時には手の消
毒を行ってください。

■お問い合わせ
　七戸病院　℡ 0176-62-2105

　千葉フジノさん（新山）が12月
30日、満100歳を迎えました。
　千葉さんは大正７年12月30日、
旧浦野舘村（現・東北町）生まれ。
昭和12年に重次郎さんと結婚。子
ども１人、孫３人、ひ孫８人、玄
孫５人に恵まれました。
　１月７日に特別養護老人ホーム
森の郷で行われた贈呈式では蛯名
鉱治町長が顕彰状と花束、長寿祝
い金30万円を贈呈しました。

　就職活動のノウハウを知りた
い、就職活動に不安を抱えている
方など、カウンセラーがマンツー
マン（予約制）でサポートします。
【八戸地区】
◆水曜日（隔週）13：00～16：00
◆場所：ユートリー
　…八戸市一番町１丁目9-22

■予約申し込み
　�あおもり中高年就職支援セン
ターまで（他地区でも実施して
います）℡ 017-723-6350

◆職　　種　�ほ場補助員（植付、
調査、収穫、選別な
ど）

◆期　　間　�Ｈ31年４月～11月末
日

◆時　　間　�９時～16時（週30時
間未満）※繁忙期の
短時間残業あり

◆給　　与　時給825円
◆そ の 他　�交通費支給・各種休

暇あり（年次、慶弔
など）

◆応募資格　�自家用車通勤できる
方

◆応募締切　２月15日㈮

■お問い合わせ
　�国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構
　種苗管理センター上北農場
　℡ 0176-68-4311

　あおもり被害者支援センター
は、犯罪・交通事故により被害を
受けた方やそのご家族、ご遺族
に、電話・面接相談や直接的支援
などを行う民間の団体です。
　支援活動はボランティアの方々
によって行われ、現在、支援員を
募集しています。養成講座は４月
からおおむね１年間で毎月１回程
度実施します。あなたも私たちの
活動に参加してみませんか。
　募集要項はホームページ
（http://www.aomori-vs.com）
からダウンロードできます。
※応募期間　１月～３月29日

■お問い合わせ
　あおもり被害者支援センター
　事務局　℡ 017-718-2085
　（平日　10：00～17：00）

◆日　時
　２月16日㈯～24日㈰
　９：45～17：00
◆場　所
　�公立ぎんなん寮（直売所ハンズ
および大温室周辺）
◆内　容
　園芸商品等の販売や催事

■お問い合わせ
　ぎんなん寮　℡ 0176-56-5121

国民年金保険料免除等の

申請について

インフルエンザの流行に伴う面会制限のお知らせ

社会福祉協議会に５件の

寄附がありました
千葉フジノさん100歳を迎える

45歳以上の方の転職・再就職

をサポートします

契約社員を募集します

被害者支援活動員第９期生募集

公立ぎんなん寮

クリスマスローズと雪割草フェア

２月28日（木）は
国民健康保険税８期の納期限。

忘れずに納めましょう。

■お問い合わせ

国民健康保険税…町民課

℡ 0176-56-3111（内線546）

納税期限のお知らせ ３月４日㈪・３月18日㈪は
� 「弁護士無料相談」です。
※弁護士無料相談は予約制
４日…いずみ法律事務所
　　　℡ 0176-58-6558
18日…十枝内総合法律事務所
　　　℡ 0176-21-4005








