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- 田茂木老人クラブ「わらじ作り」にて -

令和２年

避難所の新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は避難することが
原則です。
町では、避難所における新型コロナウイルス感染症などへの対策として、消毒液の設置、避難者の
健康状態の確認、定期的な換気、人と人との距離の確保などを実施いたしますが、町民の皆さまにも
自助共助としての感染症対策を可能な限り実施していただくようお願いいたします。
なお、避難所では、不特定多数の人が集まることから「３密(密閉、密集、密接)」状態となり、新型
コロナウイルス感染症等の感染リスクが高まるおそれがあります。避難所以外の避難先として、安全な
場所に住んでいる親戚や知人の家などへの避難もご検討ください。

避難所に持参していただきたいもの
食べ物や飲み物、防寒着、マスク、体温計、消毒液

避難所でお願いしたいこと

手洗い、手指消毒

マスクの着用
（咳エチケット）

人と人との距離をあける

定期的な換気

体調不良の方は申し出る

濃厚接触者、感染が疑われる方の避難について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、勤労青少年ホームに専用の避難スペースを準備いた
します。
該当する方は直接、勤労青少年ホームまで避難してください。
また、危険な場所にお住まいの方で、自力での避難が困難な方は、災害などの状況が悪化する前に
役場(電話：７５５－２１１１)までご相談ください。
※ 避難所の開設については、防災行政用無線などによりお知らせいたします。
問 役場

総務課

防災管財係

℡７５５ー２１１１

あたたかい善意 ありがとうございました！
平内町交通安全母の会(今まゆみ会長)より、７月30日(木)、管内
小中学校での新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしい
と手指消毒液を寄贈していただきました。
また、８月５日(水)には、反射材を寄贈していただきました。
今会長は、「反射材は、夜間における交通事故を防止する高い
効果があり、管内の交通死亡事故ゼロ継続に繋がるため、高齢者
の交通事故防止に役立ててほしい」と話しました。
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▲今会長(右)と渡辺学校教育課長(左)

MONTHLY TOPIX
１か月のできごと

多種多様な多肉植物を堪能！
７月18日(土)～７月26日(日)、夜越山森林公園で「夏の多肉
植物フェア」が開催されました。
夜越山森林公園では、温室で育てられた約3,000種類の多肉植
物を通年見ることができます。フェア開催中は、それに加えて
約500種類の珍しい品種が展示販売されるとあって、期間中延べ
2,900人が来園し、大盛況のうちに終了しました。
９月13日(日)～９月22日(火)には「秋の洋ラン展示会」を開催
します。県内洋ラン愛好家が、年月を重ね、栽培した自慢の一品
を持ち寄り、展示する見ごたえのあるイベントとなっております
ので、みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひご来園ください。

▲掘り出し物を求めて品定めをする来園者

子どもたちに手作りのわらじを届けたい！
７月29日(水)、田茂木老人クラブ 松葉会(相坂一副会長)の会員
12名が「わらじ作り」をしました。
材料となる藁を、木槌で叩いて柔らかくした後、山下勝弘氏を
講師に、それぞれ足の指に縄をかけて、編み始めました。
今回の催しは、出来あがったわらじを、内童子獅子舞・太刀振
保存会の子どもたちに使ってほしいとの思いから、企画された
とのこと。参加したみなさんは「右ひだり、ちゃんとそろわねば、
踊ってる最中に転んでまるぞ！」と冗談を言いながら、終始楽し
そうに作業していました。

▲目標10足！と声を掛け合いながら編む参加者

ボランティアで草刈りを実施！
８月６日(木)、平内町土木協同組合(太田範行理事長)の９業者
18名が、毎年恒例となっているお盆前の環境ボランティアとして、
小湊川河川敷の草刈り作業を実施しました。
参加した方は「今年は涼しくて作業しやすいよ」と話して
いましたが、この日は湿度80％を超える蒸し暑さで、みなさん
汗だくになりながら、割り当てられた区画を草刈り機で丹念に
刈っていました。

▲草を刈る平内町土木協同組合のみなさん

第８回 夏泊ほたて海道トンネルマラソン大会 結果
▼１年男子
①蝦名良葵斗(小湊)
②蠣崎 兜夷(山口)
③江戸 律喜(小湊)

▼４年男子
①小嶋 悠湖(山口)
②鈴木 快人(小湊)
③佐々木 輝(山口)

▼１年女子
①森
柚音(小湊)
②飯田 そら(小湊)
③渡辺 瑛奈(小湊)

▼４年女子
①倉本 芽衣(東)
②金津ひかり(東)
③船橋 愛瑠(東)

▼２年男子
①鹿内 琢仁(山口)
②川村 恭平(山口)
③福村 悠斗(東)

▼５年男子
①平野 大凱(小湊)
②天間 洸希(小湊)
③笹原 羚音(小湊)

▼２年女子
①江戸
楓(東)
②八戸 凰花(東)
③森
真音(小湊)

▼５年女子
①葛西杏愛瑠(小湊)
②小形 華愛(小湊)
③辻村日向子(小湊)

▼３年男子
①倉本 瑛太(東)
②二瓶 晴斗(山口)
③工藤 麒右(小湊)

▼６年男子
①八戸 彪吾(東)
②三津谷飛冴(東)
③生田 快心(小湊)

▼３年女子
①福田 千紗(小湊)
②片山 佳奏(小湊)
③村上 希歩(小湊)

▼６年女子
①三津谷飛美(東)
②松下愛怜奈(小湊)
③倉本 結羅(小湊)

2020年９月
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保健
健康 り
だよ

９月は「健康増進普及月間」です！

１に運動、
２に食事、しっかり禁煙、最後に薬
青森県は平均寿命が短く、短命県と言われています。平内町の平均寿命をみなさんご存じですか？
平成27年青森県市町村別生命表によると、平内町の平均寿命は男性77.6歳、女性が85.4歳となっています。
平内町は短命県の中でもさらに短命の町なのです。この機会にもう一度、ご自分の健康を意識してみましょう。
②食事

①運動
有酸素運動には、基礎代謝量の向上、高血圧の緩和、
脳の活性化など様々な利点があります。有酸素運動は、
20分以上継続して行うことでより高い効果が期待でき
ます。普段の生活で、「体を動かすこと」を意識して
みましょう。
例えば…
・駐車場は遠くに停めて歩く距離をのばす。
・エレベーターやエスカレーターではなく、階段を
利用する。
・歩く速度をあげて、息がはずむペースにする。など
おうちの中でも…
・家事をしているときは、
おなかに力を入れる。
・階段の昇降運動をする。
・毎日ラジオ体操を行う。など
③禁煙

④薬

たばこの煙には様々な有害物質が含まれており、
がん、心臓病だけでなく、子どもの健康にも影響します。
「たばこをやめたくてもやめられない」そんな方も
多いと思います。
禁煙にチャレンジしたい！と思っているあなた！！
平内町には「禁煙チャレンジ事業」があります。この
機会に禁煙しませんか？詳しくは役場 健康増進課まで
お問い合わせください。

「がん検診無料クーポン券」を
送付しました！

今年度の無料クーポン券(有効期限:令和３年２月
27日)を基準日(令和２年４月19日)に平内町に住民票
がある下表の年齢の方(集団検診未受診者)へ送付しま
した。
令和２年４月20日以降に平内町に転入された方も、
役場 健康増進課で手続きすることで、クーポン券を
受け取ることができます。
ぜひこの機会にがん検診を受けましょう。
対象年齢

子宮頸がん

20・25・30・35歳

〇
〇

(R2.4.1時点)

40歳
45・50・55・60歳
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バランスのよい食生活を心がけましょう。ここ最近、
高齢者に多くみられるのが「低栄養」です。胃腸の
機能の低下により食欲がわかない、噛む力や飲み込む
力の低下、買い物や食事作りが大変…など様々な原因
があります。
低栄養を防ぐためには…
・主食と主菜を毎食しっかり食べる。
・脱水を予防するため、
水分を十分にとる。
・たくさん食べるより、
まんべんなく食べる。など
これらを意識して、
「食べる楽しみ」を
大切にしましょう。

(女性)

乳がん
(女性)

〇
〇

大腸がん
(男女)

〇
〇

治療＝薬だと思っていませんか？
治療は薬だけでなく、運動や食事
も治療になります。運動や食事で
しっかりコントロールできれば、薬
の量も減っていくでしょう。
もう一度、運動や食事など、生活
習慣を見直してみましょう。

医療機関における
無料肝炎ウイルス検査について

県内に住所を有し、過去に肝炎ウイルス検査を受
けたことがない方は、
B型肝炎ウイルス検査、
C型肝炎
ウイルス検査の両方の項目、またはいずれかの項目
のみを選んで検査を受けることができます。
＜検査の受け方＞

検査を受けることができる医療機関は、県が指定

する医療機関となります。
検査の実施日時等は医療機関により異なりますの
で、検査を希望する方は、必ず事前に検査を希望さ
れる医療機関にお問い合わせください。
※検査を受けることができる医療機関については、
青森県のホームページからご覧いただけます。

参加して応募すると
素敵な特典が
当たるかも!?

「メディコトリム教室」、「特定健診結果説明会」は
ひらない健康ポイント事業の対象です！
10月から「メディコトリム教室」が始まります。
食事と運動によって改善を望む方であれば、どなた
でも参加できます！すべての日程に参加できなくても
大丈夫です。
日程
開講式

受付

開始

10月２日(金)

13：30～ 14:00～

10月15日(木)
11月12日(木)
12月３日(木)
１月21日(木)
２月25日(木)

13：00～ 13：45～

お楽しみ企画

12月22日(火)

13：30～ 14：00～

閉講式

３月５日(金)

13：30～ 14：00～

運動講座
栄養講座

※会場はすべて勤労青少年ホームです。
※運動講座と栄養講座は同日開催です。運動講座の
前に栄養ミニ講座を行います。

ぴんころの秘訣を伝授！
開・閉講式講師 小野 正人
(平内中央病院メディコ外来医師)
申込期限：９月18日(金)まで

特定健診・後期高齢者健診を受けた方は
ぜひご参加ください！
９月に行われる「特定健診結果説明会」の日程を
お知らせします。健診は受けるだけでなく、結果から
今までの生活習慣を振り返り、これからどのように
改善していくか考えるきっかけとなります。保健師・
管理栄養士が、健診結果の見方・健康づくりのポイント
について説明します。
実施会場

日程

受付

東田沢防雪管理センター★

９月４日(金)

口広コミセン

９月９日(水)

茂浦コミセン

９月28日(月)

13：00～

※★印の会場で特定健診を受診し、「特定保健指導」
の対象となった方には、説明会の前にお手紙を
送付していますので、ご確認ください。
※健診の結果「要精検(=精密検査が必要）」と判定
された方は、必ず精密検査を受けましょう。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度は
結果説明会での骨密度測定は実施しませんので、
ご理解ください。

あなたのこころ元気ですか

大切にして！あなたの「いのち」 つたえよう！あなたの「気持ち」
日常生活の中で強いストレスや長時間のストレスを受け続けると、からだに様々な影響があらわれます。
「寝つきが悪い」「夜何度も目が覚める」「ぐっすり眠れない」といったことはありませんか。また家庭や
職場などで解決が難しい問題を抱えて一人で悩んでいませんか。あなた自身や、あなたの身近な人の
“こころのSOS”に気づいたら、ひとりで抱えないであなたの思いを話してみてください。また、
「こころ
の相談窓口ネットワーク」で相談を受けていますのでお気軽にご相談下さい。
ちょっとしたことでも解決の糸口になればと思います。

「こころの相談窓口ネットワーク」電話番号一覧表
悩みごと
眠れない
ひどく落ち込む

死にたいくらい
つらい

相

談

窓

平内町役場 健康増進課

口

東地方保健所 健康増進課

※土日、祝日、年末年始を除く

電話番号

8:15～17：00※

739-5421

8:30～17:15※

NPO法人 あおもりいのちの電話 相談電話

0172-33-7830

県民のための自殺予防

0120-063-556

いのちの電話

受付時間

718-0019

「自殺予防 いのちの電話」
0120-738-556
一般社団法人 日本いのちの電話連盟
青森県立精神保健福祉センター「こころの電話」 787-3957 ・ 787-3958
0570-064-556
こころの健康相談統一ダイヤル

毎日 12:00～21:00
毎月１日(1月のみ15日)
12:00～21:00
毎月10日
8:00～翌日8:00
9:00～16:00※

（おこなおう まもろうよ こころ）

(令和元年７月青森県健康福祉部障害福祉課作成)

※国では、9月10日の世界自殺予防デーにちなんで毎年、9月10日から９月16日の一週間を自殺予防週間とし、
関係機関が連携して啓発活動を推進しています。
問 役場 健康増進課 健康増進係 ℡７１８ー００１９

2020年９月
2020年９月
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暮らしの中の

税

固定資産税は、毎年１月１日に、土地と家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」
といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその
固定資産の所在する市町村に納める税金です。
この固定資産税は、町税収入(国民健康保険税を除く)の約30％を占め、町民税と共に、
教育や福祉、ゴミ収集などの基礎的な行政サービスを提供する町の財政を支える基幹税目
として、重要な役割を果たしています。

月

９

「固定資産税」ってどんな税？

土地・家屋の評価額は
３年に一度評価替えが行われます

日 水
( は
)固定資産税第３期と国民健康保険税第３期の納期限です。忘れずに納めましょう！

30

土地と家屋については原則として３年間評価額を据え
置く制度、つまり３年毎に評価を見直す制度がとられて
います。

住宅用地では、１戸あたり200㎡以下の住宅用地で
ある「小規模住宅用地」と、200㎡を超えた分(家屋の
床面積の10倍まで）の住宅用地である「一般住宅用地」
について、課税標準額の特例措置があります。

免税点制度

取り壊し建物はありませんか?

固定資産税には、免税点制度が設けられており、同一人
が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準
額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税
されません。
土

地

30万円

建

物

20万円

償却資産

150万円

新築住宅には「軽減措置」があります！
店舗・事務所部分を除く120㎡までの居住部分に
対し、新たに固定資産税が課されることとなった
年度から３年度分(長期優良住宅に該当する場合は、
５年度分)に限り、税額の軽減措置があります。

固定資産税は、毎年１月１日(
「賦課期日」といいます)
に、前述した内容のとおり、家屋などを所有している
方に税金が課税されます。
そのため、今年中(12月31日まで)に取り壊した家屋
などの建物は、固定資産税台帳から削除しなければ
なりません。
家屋などの建物を取り壊しても、その届出をしない
場 合 、 来 年 度 も 課 税 さ れ る こ と が あ り ま す の で、
必ず手続き願います。
※青森地方法務局に家屋などの滅失登記をされた方
は、この届出は必要ありません。
問 役場

随時納税相談を行っています
生活保護を受給したり、災害(火災・風水害等）
、その
他の理由により税金を納めるのが困難な場合、納期限
までに申請することにより税金が減額・免除される
ことがあります。
また、一度に納付することが困難な場合は、分割
納付などもできますので、納付方法等についてお気軽
にご相談下さい。
問

役場

税務課

収納係

℡７５５－２１１５

「電子申告」をご利用ください
県では、インターネットで「法人県民税・法人
事業税・地方法人特別税」の電子申告の受け付けを
行っています。
詳細は県ホームページ(http://www.pref.aomori.
lg.jp/life/tax/009_eltaxindex.html)をご覧ください。
問

6

住宅用地の特例措置

HIRANAI

東青地域県民局県税部
℡７３４－９９７２

課税第一課

税務課

資産税係

℡７５５－２１１５

年末調整手続の電子化について
令和２年10月以後に提出する生命保険料控除など
に係る控除証明書などについて、電子データによる
提供が可能です。これらの電子データを利用し年末
調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除
申告書作成用ソフトウェア」を無償提供します(令和
２年10月リリース予定）。
年末調整手続を電子化すると、年末調整申告書の
記載内容・控除額のチェック、給与システムへの入力、
年税額の計算などが自動化されることによる事務
コストの削減などが図られます。
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.
go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm)の「 年 末
調整手続の電子化へ向けた取組について」をご覧くだ
さい。
問

青森税務署
℡７７６－４２４１(自動音声でご案内します)

問 平内中央病院 総務課
℡７５５－２１３１

平内中央病院 NEWS

感染症収束を願って、院内に七夕飾り
７月の七夕に合わせて、院内に飾りつけをしました。
町内の有志の方からご提供いただいた笹を玄関やラウンジなどに立てて、
吹流しや網飾り、患者さんが書いた短冊などを飾りつけました。
今年は時節柄か新型コロナウイルス感染症の早期収束を願う短冊がかけられて
いました。
一日も早く安心して生活できるよう、私たち病院職員も願っています。

平内中央病院の新型コロナウイルス対策について
新型コロナウイルス感染症などの予防のため、当院では令和２年３月から入院患者さんとの面会を原則禁止と
していましたが、新型コロナウイルス感染の状況を踏まえて、面会禁止を当面継続します。
患者さんやご家族、面会ご希望の方にはご迷惑やご不便をおかけいたしますが、院内の感染予防のため、
ご理解とご協力をお願いします。
◆面会できる方
患者さんの病状などにより面会を許可された方
◆病棟へ入ることが許可される方
① 病院から来院依頼を受けた方
（主治医との面談や退院調整のためのカンファレンスなど）
② 洗濯物などの物品の受け渡しの必要な方
※外来受診のみの方は患者さんに面会できません。
◆受付方法
・来院時にはマスクの着用をお願いします。
・面会などを希望される方は１階総合受付にて受付してください。夜間は守衛にお申し出ください。
・「面会許可申請書」をご記入いただき、アルコール消毒剤による手指消毒と検温を済ませた上で、
「面会許可証」をお渡しします。
・２階ラウンジにて待機し、病棟看護師の指示に従ってください。
また、発熱症状等のある方は、病院にお越しになる前に必ずご連絡ください。お電話で症状をお伺いし、

必要な指示をさせていただきます。
◆発熱症状等の具体例
・風邪のような症状、３７．５度以上の発熱、咳・痰など上気道症状、強い倦怠感などの症状
①上記症状が４日以上続いている方
②上記症状が２日程度続いている高齢者、基礎疾患を有する方、妊娠されている方

「看護師」「看護補助員」を随時募集中！
平内中央病院では「看護師」「看護補助員」を随時募集しています。勤務を希望
される方は、ぜひお問い合わせください。
知人やご友人に病院の仕事に興味をお持ちの方がいましたら、平内中央病院で
募集していることをお知らせくださいますようお願いします。

2020年９月
2020年９月
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生 涯 学 習 情 報

平内町教育委員会
℡７５５－２５６５

町民ひとり１学習・１スポーツ・１ボランティアを実践しよう

「知る」
「見る」
「ふれる」ひらない！わくわく探検隊
7月22日(水)、自然体験を通じて自分たちの町のことをもっと知って
もらい、郷土への愛着を育むことを目的に「ひらない！わくわく
探検隊(町教育委員会主催、青森大学・研究機関等協力)」が開催され、
管内の小学生21名が参加しました。
探検隊が活動を行った浅所海岸周辺は、特別天然記念物に指定
されている白鳥の渡来地であり、県内でも屈指の面積を誇る干潟
が広がっています。ライフジャケットを身にまとった参加者は、
盛田川を下り、途中川底のぬかるみに足を取られながらも干潟に
向かって思い思いに散策しながら、カニなどの水生生物を見つけ
ては、歓喜の声を上げていました。
カヌー体験では、昨年も体験した参加者は慣れた様子でパドルを
操作し、今回初体験の参加者はおっかなびっくり漕いでいる様子が
見受けられましたが、みんな楽しそうに体験していました。
参加者は、体験を通して実感した生きものの大切さなどを伝える
ポスターの作成をし、その内容を発表しました。今回の自然体験
活動で山・川・海のつながりを学び、豊かな自然を大切にして
いかなければならないという気持ちをますます強くしたようです。
参加者が作成したポスターは開発センターロビーに9月末まで
展示しています。

▲カヌー体験

▲みんなが作ったポスター

2020平内町民パークゴルフ大会結果
2020
平内町民パークゴルフ大会結果(７月５日開催)
◆一般男子の部
１位 太田

雅晴

２位 奈良

守

３位 平野陸津雄

◆一般女子の部

◆ホールインワン賞
奈良
守
１位 佐々木純子
２位 本堂 正子 ◆ラッキー賞
辻村 義雄
３位 小鷹 イツ
◆ブービー賞
工藤太一郎
川端せい子

◆トビ賞
小鷹 信夫
蝦名兼次郎
川越 貞吉
須藤
実

生涯学習カレンダー ９月
11日(金)
13日(日)
24日(木)
26日(土)

◆ひらないカレッジ「考えよう避難所運営」
(山村開発センター

10：00～）

◆地域活性！第１回スポーツ推進委員協議会
議長杯争奪平内綱引き大会(町立体育館）

◆ひらないカレッジ「認知症の方への接し方」
(山村開発センター

10：00～）

◆ひらないMiRAi商店街

以下の行事は中止・延期となりました

６日(日)
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◆第28回青森県民駅伝競走大会(中止)

中旬

◆ひらない敬老まつり(中止)

中旬

◆ほたての祭典(中止)

HIRANAI


◆ 一般書(新刊の一部を抜粋して紹介) ◆
①きたきた捕物帖
②輪舞曲
③アーモンド
④奈落で踊れ
⑤家族じまい
⑥夏の迷い子
⑦ホーム
⑧囚われの山
⑨還暦からの底力
⑩カレンの台所

今月の図書館休館日は 13日・ 21日・ 22日・27日

宮 部 みゆき
朝 井 まかて
ソン・ウォンピョン
月 村 了 衛
桜 木 紫 乃
泉
麻 人
堂 場 瞬 一
伊 東
潤
出 口 治 明
滝 沢 カレン

2020
長月

平内町の魅力を日本中に、いや、全世界に写真で発信中！
今月は石野孝がお送りします。

地域おこし協力隊が、今、取り組んでいるのが、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、

中でもインスタグラム(以下「インスタ」)での情報発信です。言葉よりも写真を使ってコミュニケーショ
ンできるのがインスタの特徴。今では日本人の３人に１人が楽しんでいる人気のアプリです。平内町の

海、山、田園風景、そして人や施設やイベント、もちろんホタテの情報や魅力を写真と短い文で伝えて
います。アカウント名は「team_hiranai」。5月下旬から本格始動して、当初200人ちょっとだったフォ

ロワーも500人以上に増え、写真を見た方から感想や問合わせもいただいて、双方向のやり取りが成立
しつつあります。

▲

＜レギュラー企画＞
まちなかオフィスの
菜園の様子を黒板に
描いたイラストで
伝える「菜園日記」
▲平内のホタテで
平内のホタテで
作ったパスタの写真

▲

「ドライブコースの
絶景」夏泊大島

このほか「休日にお弁当を持ってハイキングを楽しもう！」と勧めた夜越山森林公園のテーブル

＆ベンチなどにも多くの反響がありました。言葉ではなく写真で平内をアピールする方法を、試行
錯誤しながらトライし続けています。

そ ん な 中 で、 実 は 今、 一 つ の 課 題 に 直 面 し て い ま す。「team_

hiranai」の写真を見ている方たちがアクセスしている場所を調べて
みると、その第１位は青森市。上位５地域に東津軽郡(平内町)が入って
いないのです(グラフ参照）
。平内にいて、見てくださっている方がまだ

まだ少ないということです。年齢で見ると24歳以下の方が見ていない。
そこで、この場を借りてお願いしたいことがあります。スマホを所有

してインスタを楽しんでいる方は、是非、フォロワーになってください。
掲載しているQRコードを読み込んで「フォローする」ボタンを押して

▲インスタ アクセスグラフ

ください。これからフォロワーを大きく増やしてメディアとしての

影響力を育てていくことが協力隊の目標です。その第一歩として、
町民の皆さんがフォロワーになって応援してくださることが必要です。
よろしくお願いします。

『椿の種』募集中！

椿油しぼりワークショップを計画中です。
庭木の椿の種をご提供いただける方、
まちなかオフィスまでご連絡お待ちしております！

▲QRコード
問

まちなかオフィス

℡７６２－７４２０

2020年９月
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役場information
企

画

～
～ 各課からの情報コーナー
各課からの情報コーナー ～
～

「令和２年国勢調査」にご協力ください！

お知らせ

国勢調査は、令和２年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯を対象とし、少子高齢化
社会における日本の未来を描くうえで欠くことのできないデータを得るために実施します。
調査書類は、国勢調査員が９月中旬から各ご家庭を訪問し、配布します。
なお、趣旨などの説明は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮のうえ実施し、調査書類は郵便
受けなどに入れて配布いたします。
また、調査した内容は、統計資料を作成するためのみに使用し、その他の目的には使用することは一切
ありませんので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和２年国勢調査

調査票回答期限：10月７日(水)

インターネットまたは郵送でご回答ください
※この場合、国勢調査員が調査票回収のために
訪問することはありません。

センサスくん

問 役場

議

「第３回平内町議会
定例会」を開催

会

お知らせ

定例会は下記日程を予定しています。
議会を傍聴される方は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、次のことをお願いいたします。
① マスクを着用するようお願いします。
② アルコール消毒液を配置していますので、手指
消毒をお願います。
③ 傍聴人受付票に、氏名、住所、年齢、連絡先を
ご記入ください。
④ 飛沫感染・接触感染の防止のため、傍聴席は
先着順で11席とします。
日

時

内

９月11日(金) 10：00～
９月12日(土)

容

〇開会・本会議
〇議案上程
○休会

９月13日(日)

○休会

９月14日(月) 10：00～
９月15日(火) 10：00～

○本会議
○一般質問

○決算特別委員会

９月16日(水) 10：00～

○決算特別委員会

９月18日(金) 13：30～

〇本会議
〇採決・閉会

９月17日(木)

9：30～

〇各常任委員会

※日程については変更になる場合もあります。
※詳細は、担当までお問い合わせください。
問 役場

10 HIRANAI

議会事務局

℡７５５－２１１９

みらいちゃん

企画政策課 広報統計係 ℡７１８－１３２５

選

挙

お知らせ

不在者投票制度に
ついて

不在者投票とは、仕事や旅行などで、選挙期間中に
選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人が
滞在先で投票したり、また、指定病院などに入院(入所)
している人がその施設内で投票することができる制度
です。
■長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票

平内町選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼
請求書」を提出してください。その後、町選管より
当該請求者に投票用紙などを郵送しますので、滞在先の
市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を持参し投票
してください。

■指定病院などでの不在者投票

不在者投票ができる施設として都道府県の指定を
受けた病院・老人ホームなどに入院(入所)中の人は、
その施設で不在者投票ができます。

■郵便などによる不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険
者証をお持ちで規定の障がいおよび等級に該当する
人が、自宅で投票用紙に候補者名などを記入し郵便を
利用して投票することができます。郵便で投票を
行うには、
「郵便等投票証明書」が必要となります。
※詳細は担当までお問い合わせください。
問 平内町明るい選挙推進協議会事務局
平内町選挙管理委員会内 ℡７５５－２１１１

雑紙のリサイクルに
ご協力お願いします

町民課
お知らせ

＜雑紙とは＞
食品の紙箱、ティッシュの紙箱、贈答品の紙箱、
ラップの紙箱・紙芯、缶ビールの紙パックなど
（平内町家庭ごみの出し方ハンドブック8ページ参照）
＜出し方＞
・回収袋に入れて、リサイクルボックスへ出して
ください。
・回収袋を使用しないで、紙ひもでしばる出し方
でも構いません。
・名刺やはがきは封筒などに入れると、まとまりが
いいです。
・雑紙であれば、
１つの回収袋に紙箱、紙芯、はがき
などが混ざっても大丈夫です。

町民課
お知らせ

当町行政相談員が
表彰されました！

当町の行政相談委員辻村フミ子氏(小湊)の長年にわ
たる活躍に対し、東北管区行政評価局長から表彰状が
授与されました。
行政相談員は、皆様が毎日の暮らしの中で、行政が
行う仕事についての苦情や意見・要望などがあったとき、
もっとも身近な相談相手として活動しています。
〇苦情を直接申し出にくい
〇どこへ申し出たらよいか分からない
〇苦情を申し出たがその措置に納得できない
など、お気軽にご利用ください。
相談方法は、
口頭、
電話、
手紙のいずれでも結構です。
また、相談内容について
は、無料・秘密厳守です。
※お問い合わせ先に皆様
からご連絡いただいた後、
相談員から折り返し連絡
いたします。

アドバイス
・ 新聞紙と折り込みチラシは、一緒にリサイクルボックスに
出せます！
・ 段ボールは、ガムテープ、発送シールを貼ったままで
リサイクルボックスに出せます！
問 役場

町民課

町民課
お知らせ

生活環境係

℡７５５－２１１３

マイナンバーカード
を作ろう！

令和２年４月から町民課住民係窓口において、
インターネットを使用したマイナンバーカードの申請
(写真撮影から申し込みまで)をお手伝いするサービス
を開始しています。また、仕事の都合等で17時までに
役場に来庁できない方のために、予約制となりますが、
平 日 の 水 曜 日 の み 1 9 時 ま で 開 庁 時 間 を 延 長 し、
申請受付およびカードの交付を実施しています。
申請およびカードの受け取りに来庁される方は、持参
するものなどについて、事前にお問い合わせください。
また、マイナンバーカード交付後にマイナポイント
申し込みの支援も行っていますので併せてご利用ください。
問 役場

町民課

住民係

℡７５５－２１１３

▲行政相談員の辻村フミ子氏

問 役場 町民課 生活環境係 ℡７５５－２１１３
行政苦情１１０番
℡０５７０－０９０－１１０
総務省青森行政監視行政相談センター
℡７３４－３３５４

侵入者の目線、行動パターン
を知っておくことが、安心
して生活できる環境づくりに
つながります。
普段からできる防犯対策について、より実践的な
テクニックと新常識を連載で紹介します。

新常識③
Ｑ．長期間外出するとき、新聞や郵便物はどうする？
Ａ．ポストが新聞や郵便物で一杯になっている状態は、
長期間留守にしている家であると侵入者に目を
付けられるかもしれません。長期間、家を留守に
するときは、販売店に連絡して新聞を止めるなど
対策を取りましょう。
また郵便物は、最寄りの 郵便局に
不在となる期間(最長30日)を不在届に
よりあらかじめ届けておくことで、その
期間は配達を止めて、郵便局に預かって
もらうことができます。
※公益財団法人全国防犯協会連合会発行
『住居侵入犯罪最強防犯読本』より一部抜粋

問 平内地区防犯協会事務局(役場 町民課 生活環境係内)
℡７５５ー２１１３

2020年９月
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役場information
地域包括
お知らせ

～
～ 各課からの情報コーナー
各課からの情報コーナー ～
～

"地域包括支援センター"をご存知ですか？

平内町地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が
できるように地域の高齢者や家族に対して総合的な相談、支援を行う相談窓口で、
役場 福祉介護課内にあります。
主任ケアマネ、保健師、社会福祉士の３職種で地域で暮らす高齢者を支援し
ていますので、気になることがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
■総合相談支援
・介護保険に関すること
・健康に関する不安ごとがある
・近所に気になる高齢者がいる
■介護予防に関する事業
・介護予防教室
・転倒予防教室
・元気はつらつ教室
■権利擁護支援
・高齢者虐待に関すること
・成年後見制度に関すること

■介護予防ケアマネジメント支援
・総合事業、要支援認定者の介護保険サービス利用のための支援
■認知症に関する事業
・認知症サポーター養成講座(認知症予防や認知症の理解を深めて
もらうための講座を開催します）
・認知症初期集中支援チームの活動(認知症が疑われる人や家族へ
早期集中的な支援を行います）
・もの忘れ検診(毎年町の早朝検診時に65歳以上の方全員を対象に
実施しています）
・認知症やもの忘れが気になる方への相談受付・支援
問

後期高齢
お知らせ

平内町地域包括支援センター(役場

かかりつけ医・
かかりつけ薬局を持ち
お薬手帳は１冊に！

「かかりつけ医」があると、体質や持病を理解した上
で助言してくれたり、必要に応じて専門医を紹介して
くれたりするので安心です。
また、
「かかりつけ薬局」があると、薬歴(薬の服用
記録)管理や飲み合わせによる副作用の防止、多剤処方
による健康被害のリスク軽減など、健康管理をサポート
してくれます。
複数の「お薬手帳」は、
1冊にまとめて管理しやすく
しましょう。

保険料は納期限内に納めましょう

保険料を滞納すると、通常より有効期限が短い
保険証(短期被保険者証)が交付されることがあり
ます。
※災害により住宅等に著しく損害を受けた場合や、
特別な事情により世帯主等の収入が著しく減少
した場合は、保険料の減免等が認められること
がありますので、ご相談ください。
問 役場 健康増進課 年金後期医療係
℡７１８－００１９(内線134)
青森県後期高齢者医療広域連合
℡７２１－３８２１
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福祉介護課内)

℡７５５－２１１４

「ジェネリック医薬品」
お知らせ
を活用しましょう！
国

保

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発

医薬品)と同一の有効成分を含み、効き目や安全性が
同等であると厚生労働省が承認したお薬です。価格は
新薬より安いので、経済的負担が少なくなるという

メリットがあります。様々な疾病の治療に、ジェネ
リック医薬品が普及してきていますので、希望される
方は主治医や薬剤師に相談してみましょう。

※ジェネリック医薬品が存在しない場合や変更が
出来ない場合もあります。

Ｑ：どうして価格が安いの？

Ａ：新薬の開発には莫大な費用がかかるため、開発
した企業には製造・販売を独占できる特許期間が
与えられます。ジェネリック医薬品は、特許期間
終了後に同じ有効成分で製造・販売されるため、

開発コストがかからず、新薬より安く提供できます。

Ｑ：なぜ、今「ジェネリック医薬品」なの？

Ａ：近年、高齢化や生活習慣病の増加に伴い医療費が
増加しています。

ジェネリック医薬品を利用することで、薬代にか

かる窓口負担を軽くすることに繋がります。
問 役場 健康増進課 国民健康保険係

℡７１８－００１９

献血バスが
やってきます！

健康増進
お知らせ

下記日程で、青森県赤十字血液センターによる献血
活動を行います。
５月、町内３か所にて献血を実施し、たくさんの方
にご協力していただきましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響などにより、全県的な目標量にはまだまだ
到達していません。
今一度、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
なお、体温測定、従事者のマスク着用、消毒など
皆様に安心して献血にご協力いただけるよう感染症
対策を行っています。
■日

時：９月19日(土)

■会

場：マックスバリュ平内店

13：15～15：00

▲お持ちの方は献血カードをご持参ください
問 役場

健康増進課

地域整備
お知らせ

健康増進係

℡７１８ー００１９

木造住宅耐震診断支援
事業の実施について

町では、災害に強く安全性の高いまちづくりを推進
することを目的として、
「平内町木造住宅耐震診断支援
事業」を実施します。
支援を希望する方は、以下に該当するかをご確認の
うえお申し込みください。
■対象住宅：町内に昭和56年５月31日以前に建築され、
かつ、同年６月以降に増改築されていない
住宅など、
その他の要件全てに該当する住宅。
■診断費用：自己負担額11,000円(延べ床面積が200
㎡を超える場合は額の加算があります)
■募集件数：２件(先着順)
■募集期限：令和２年10月30日(金)
※期限内に募集件数に満たない場合は、
11月30日(月)まで延長します。
■申込方法：役場 地域整備課に設置している所定の
申込書によりお申し込みください。
※詳細は、担当までお問い合せください。
問 役場

地域整備課

建設係

℡７５５ー２１１６

国民年金
お知らせ

国民年金保険料が
一部免除された方へ

保険料の一部免除制度は「一部納付が必要な保険料」
を納付しないと、免除期間ではなく「未納期間」と
なります。お手続きいただいた期間を無駄にしない
ために「一部納付が必要な保険料」の納付をお願い
いたします。
問

役場 健康増進課 年金後期医療係 ℡７１８－００１９
日本年金機構 青森年金事務所 ℡７３４－７４９5
(音声案内２番を押して、再度２番を押してください)

農業委員会
お知らせ

農地の転用には
許可が必要です！

農地を住宅や資材置場、駐車場など、農地以外の
目的で利用する場合は、原則として転用許可を得る
必要があります。許可を受けずに無断で転用した
場合には、農地法に違反することになり、原状回復
などの命令や、罰金等の罰則が適用されることもあり
ますので、自分の土地であっても、利用形態を変える
などの際には、その土地が農地であるかどうか確認を
お願いします。
※詳細は、担当までお問い合わせください。
問 平内町農業委員会(役場
℡７５５－２１１７

下水道
お願い

農政課内)

「下水道」の役割と
早期加入のお願い

下水道は、豊かな自然を守り、快適な環境を保つため
の施設です。趣旨をご理解いただき、次の世代へ美しい
自然を残すよう早期加入にご協力願います。
■排水設備工事と工事店
排水設備工事(町で設置した公共マスから居住内まで
の設備)は、個人負担です。また、工事は町に登録して
いる「指定工事店」でなければできません。
■利子補給制度
排水設備工事の資金を一度に負担することが困難な
場合、町が指定した金融機関からの融資斡旋をし、
その融資に対する利子は町で負担します。
■下水道使用料
【基本使用料】：１月当たり10㎥まで1,210円(税別)
【従量使用料】：１月当たり10㎥を超える１㎥につき
155円～300円(税別)
問 役場 地域整備課 下水道管理係 ℡７５５－２１１６
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暮らしの情報広場
青森県商工会連合会
職員採用試験について
青森県商工会連合会職員採用試験を以下のとおり
実施します。
■申込受付期間：
【新規高卒】
令和２年10月５日(月)～10月20日(火)必着
【一般(令和３年４月１日現在で40歳以下の者)】
令和２年８月17日(月)～９月30日(水)必着
■試験期日：
【１次試験】新規高卒・一般ともに10月30日(金)
【２次試験】１次試験合格者にのみ通知(面接)
■採用人数：新規高卒・一般ともに若干名
■受験資格等：
(１) 学校教育法における高等学校を卒業した者
(令和３年３月卒業見込みの者を含む)

(２) 普通自動車運転免許を有する者、または
令和３年３月31日までに同免許取得可能な者
(３) 令和３年４月１日より県内商工会での勤務、
または青森県商工会連合会に勤務できる者
(４) 簿記３級以上の資格を有する者、または
採用後１年以内に同資格を取得できる者
※詳細はHP(http://www.aomorishokoren.or.jp/)
または担当までお問い合わせください。
問

青森県商工会連合会
職員採用試験担当者

総務組織課
℡７３４－３３９４

演劇ワークショップ兼「音楽劇アレコ」
出演者オーディションを開催！
令和３年度に開催予定の「音楽劇アレコ」に向けて、
出演する俳優を県内にお住まいの方から４名程度
選考するオーディションを県立美術館など県内
３会場で行います。
演劇の表現などを学ぶワークショップも同時開催
します。ワークショップだけの参加も可能です。
お気軽にお申し込みください。
■日時：令和２年10月24日(土) 13:00～
■会場：県立美術館(青森市安田字近野185)
■参加資格：応募時点で20歳以上の県内在住者
■参加料：無料(交通費などは参加者負担)
■参加方法：令和２年10月８日(木)までに
「参加申込書」でお申し込みください。
※詳細は県美HP(http://www.aomori-museum.jp)
または担当までお問い合わせください。
問

青森県立美術館
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℡７８３－５２４３

青い森林業アカデミー研修生を募集！
青森県では、林業の担い手を育成するため、県内で
林業への就業を希望する方を対象とした研修「青い森
林業アカデミー」を令和３年４月に開講します。
■対象者：県内で林業への就業を希望する18歳
以上43歳以下の方
■募集人数：10名(高校推薦７名、一般３名)
■募集期間：令和３年４月から１年間
■受講料：118,800円／年
■研修拠点：県産業技術センター林業研究所内(平内町)
■取得できる資格：チェーンソー操作や車両系建設
機械運転など 計６種類
■研修終了後の就職先：
①植栽や下刈、伐採などを行う民間企業
②地域の森林を管理する森林組合
■給付金制度：安心して研修に専念できるよう、
給付金制度があります。
※詳細は県HP(http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
agri/academy.html)または担当までお問い合せ
ください。
問

公益社団法人あおもり農林業支援センター
青い森林業アカデミー担当者
℡７３２－５２８８

「自動車点検整備推進運動」実施中！
自動車は、私たちの生活に必要不可欠な存在です。
自動車ユーザーには、安全維持と公害防止のため、
１年点検と２年点検(車検期)の定期点検整備の実施
が義務付けられていますが、十分理解されておらず、
その実施率は決して高いとは言えない状況です。
このため、国土交通省では「自動車点検整備推進
運動」を全国的に展開し、
９月を全国統一強化月間、
10月を地方独自強化月間として街頭での啓蒙活動
などを行います。
この機会に自動車を安全に安心して使用するため、
また、地球環境を守るため、自動車の点検整備に
ついて理解を深めてくださるようお願いいたします。
※点検整備に関する相談は、担当までお問い合せ
ください。
問

国土交通省 東北運輸局
自動車技術安全部(検査整備110番)
℡022－299－8855
青森運輸支局 検査整備保安部門
℡715－3320

「解決の糸口を見つけに行こう！」相談会

司法書士による養育費の無料電話相談会

消費者信用生活協同組合による無料相談会です。
専門スタッフや弁護士がお金や暮らしに関する悩み
などについて、丁寧に聴き取りし、解決の糸口を
見つけます。
■実施日時：令和２年９月26日(土)10:00～16:00
■場
所：信用生協青森事務所
(青森市安方1-3-5 小田島ビル３階）
■対象の相談：①お金の問題 ②遺産相続
③不動産売買 ④公共料金の滞納
⑤ＤＶ・離婚問題
⑥その他暮らしに関する悩み事
■相 談 料：無料。ただし事前予約が必要です。

現在、７人に１人の子どもが貧困状態におかれて
います。一人でも多くの子どもを貧困から守るため、
電話相談会を開催します。
■実施日時：令和２年９月12日(土)10:00～16:00
■相談内容：養育費に関する相談
■専用電話番号：０１２０－５６７－３０１
※相談料無料、秘密厳守、予約不要
※相談料は無料ですが、具体的な手続きが必要になる
場合には、別途費用がかかりますので相談員に
ご確認ください。
問 青森県司法書士会

問 信用生協青森事務所
℡ ０１２０－１０２－１４３

自死遺族のつどい

「子育て支援センター」行事予定
日程

活動・場所

９月３日(木) ぴよぴよ絵本サークル
支援センター
９：45～11：15

絵本や紙芝居などの
読み聞かせ

９月11日(金)
９：45～11：15

親子ふれあいワーク

ママ友集まれ！
育児や地域の情報交換

育児講座(調理実習)

管理栄養士を講師に
迎えての調理実習

９月15日(火)
９：30～12：30
９月25日(金)
９：45～11：15

自死遺族の方が「誰かに話を聞いてほしい」
「話
したい」ときに安心して話せる、安心して聴ける場
として、次のとおり開催します。
■日 時：令和２年９月６日(日)
令和３年１月23日(土)
※両日とも13：30～15：30
■会 場：青森市民ホール１階 会議室４
■対象者： 自死でご家族、ご友人や恋人など、
身近な人を亡くされた方
※事前に申し込み願います。

内容

支援センター

(青少年ホーム調理室)

・身体測定

すくすくクラブ
支援センター

℡ ７７６－８３９８

・おもちゃ遊び

問 青森県立精神保健福祉センター こころの電話
℡７87－3957・787ー3958(担当：中嶋)

問 平内町地域子育て支援センター(東和保育園内)
℡７５８－１２１４

９月は船員労働安全衛生月間です。

“安全は 一人一人の 積み重ね 船員みんなで ワンチーム”
問 国土交通省

月受付分
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広報

ひらない
No.735

ひゅうご

６年男子の部で優勝した八戸彪吾さん(東小)は「今年はいろ
んな大会が中止になったので、久しぶりの大会で少し緊張し
ました。途中ばててしまったけど、小学生最後の大会で１位
になることができてうれしかったです」と話しました。

▲６年男子の部
第１位 八戸彪吾さん

▲６年女子の部
第１位 三津谷飛美さん

※大会結果については、３ページに掲載

♪ 今月のcooking ♪ [ 野菜たっぷりしゅうまい ]
《 作り方 》

① 玉ねぎはみじん切りに、かにかまはほぐしてからみじん切りに

塩分1.5g
１人分190kcal /

〇玉ねぎ・60g

〇かに風味かまぼこ・ 20g 〇キャベツ・ 80g
〇にんじん・20g

〇ピーマン・20g

〇片栗粉・大さじ１

〇しゅうまいの皮・８枚

〇グリンピース・８粒

〇ごま油・小さじ1/2

〇水100ml

【A】

{
{

② キャベツ、にんじん、ピーマンは短冊切りにしてごま油をから
めておきます。

《 材料(２人分) 》
〇豚ひき肉・ 60g

します。

砂糖・小さじ1/2
しょう油・小さじ1/2
しょうが汁・小さじ1/2

しょう油・大さじ１
【タレ】 酢・大さじ1/2
ごま油・小さじ1/2

③ ボールに玉ねぎを入れて片栗粉を全体に混ぜてから、豚ひき肉、
【Ａ】の調味料を入れて混ぜ、
さらにかにかまも加えてよくこねます。
④ しゅうまいの皮の中央に具をのせて軽く包み、親指と人差し指で
丸く形をととのえます。肉の上に片栗粉(少々)をまぶしたグリン
ピースを１粒のせます。
⑤ フライパンにクッキングペーパーをしき、②の野菜を広げてその
上にしゅうまいを間隔をあけて並べ、水を加えてふた を し、
中火で10～15分蒸します。器に野菜としゅうまいを盛り付けて
完成です。
蒸し器がなくてもフライパンでできるしゅうまいです。付け合せの

野菜も一緒にしゅうまいと蒸すので、時短にもなって、野菜もたっぷ
りとれます。
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７月19日(日)、町と平内町漁業協同組合、夏泊半島活性化
推進協議会(三津谷廣明会長)共催で「第８回夏泊ほたて海道
トンネルマラソン」が開催されました。
参加した管内小学生104名は、学年と男女別に800㍍(１、
２年)、
1.5㌔(３、４年)、2.2㌔(５、６年)の種目に分かれ、陸奥湾を
望む県道夏泊公園線浦田〜茂浦バイパスを沿道に並ぶ観客から
の声援を受けながら力走しました。

Ｓeptember

小学生104名が夏泊ほたてラインを疾走！

