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令和２年

-「地域活性！第１回平内町スポーツ推進委員
協議会議長杯争奪平内綱引き大会」にて -

令和元年度決算報告

－わが町の家計簿－

令和元年度 平内町歳入歳出

一般会計全体

9月に開会された第３回町議会定例会で、令和元年度の
一般会計と特別会計の決算審議を行い、全会計が「認定」
されました。
一 般 会 計 の 歳 入 は、70億3,022万7,895円(対 前 年 度 比
5.4％の増)、歳出は68億6,644万4,697円(対前年度比5.4％
の増)となり、1億6,378万3,198円が残額となりました。
この残額から、繰越明許費(注１)などのうち繰り越すべき
財源214万7千円を差し引き、さらに地方自治法および地方
財政法の規定により9,000万円を財政調整基金(注２)に積み
立て、残り7,163万6,198円を令和２年度へ繰り越しました。

(注１)歳出予算の経費のうち、その性質
上または予算成立後の事由により、当
該年度内に支出を終わらない見込み
があるものについて、予算の定める
ところにより、翌年度に限り繰り越
して使用することができるもの
(注２)災害対策の財源やその他緊急を要
する事業の財源に充てるため、積み
立てしたもの
自主財源13億4,642万円(19.2％)

01 一般会計

歳 入

依存財源56億8,381万円(80.8％)

歳入については、皆さんから納めていただいた町税
や使用料など町が独自で調達するお金(自主財源)が
約19.2％であるのに対し、地方交付税や国・県から
の負担金等や町債等のお金(依存財源)は約80.8％と
全体の8割以上を占めていることから、財政基盤は
依然として脆弱であると言わざるを得ない状況です。

02 一般会計

町債
10億1,570万円
14.4％
県支出金
7億488万円
10.0％
国庫支出金
6億4,073万円
9.1％

歳 出

町税
8億8,635万円
12.6％

歳入

70億
3,023万円

歳出については、社会保障費や、町有施設・イン
地方譲与税
各種交付金
フラの老朽化対策など、やむを得ない経費の増が
5,984万円
2億1,622万円
あるなかで、町の財政状況を鑑みながら、ソフト面
0.9％
3.1％
では保育料等無償化や定住促進対策、学校教育充実
災害復旧費
事業などの人口減少対策を継続し、住みよいまち
13万円
づくりに向けた積極的な取組を行っています。また、
0.0％
ハード面では、防災無線設備更新事業、新消防庁舎
建設事業によりそれぞれ総務費と消防費が昨年に比
諸支出金
べて大きく増えています。
13億9,389万円
令和元年度全体としては、町の貯金にあたる財政
調整基金を取り崩したものの、収支を黒字化させる
ことができ、単年度ベースでの実質収支も黒字と
なりました。
今後もより一層の経費削減に努めるとともに、
並行して経常的な自主財源の確保を模索しながら、
健全な財政運営と住民サービスの維持・向上に努め
ていきます。

20.3％

公債費
5億703万円
7.4％
教育費
5億3,648万円
7.8％

※各数値については、表示単位未満を端数処理しているため、
合計と内訳が一致しない場合があります。
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その他
4億6,007万円
6.6％

地方交付税
30億4,644万円
43.3％

議会費
8,879万円
1.2％
総務費
10億3,399万円
15.1％

歳出

68億
6,644万円

消防費
5億8,149万円
8.5％
土木費
4億7,648万円
6.9％

民生費
10億7,661万円
15.7％

商工費
2億3,701万円
3.5％

衛生費
4億6,285万円
6.7％
労働費
1,269万円
0.2％
農林水産業費
4億5,900万円
6.7％

決算状況を報告します！
【町民１人当たりの歳入歳出の状況(注３)】

歳入

000

合計 646,517円

000

000

000

000

000

000

000
0

【自主財源】
〇町税

81,511円

〇その他

42,309円

【依存財源】
〇地方交付税

280,158円

〇地方譲与税
〇各種交付金
〇国庫支出金

5,503円
19,884円
58,923円

〇県支出金

64,823円

〇町債

93,406円

歳出

合計 631,455円
〇総務費

95,088円

〇民生費

99,008円

〇衛生費
〇農林水産業費
〇商工費
〇土木費
〇消防費

42,565円
42,211円
21,796円
43,818円
53,475円

〇教育費
〇公債費

49,336円
46,628円

〇その他(議会費・労働費
諸支出金・災害復旧費)
137,530円

(注３)町民１人当たりの歳入歳出額については、人口10,874人(住民基本台帳の令和２年１月１日現在)で計算

【令和元年度一般会計の主な歳出内訳】
■ 防災行政用無線設備更新工事

２億5,380万円

■ 生活路線バス及びスクールバス運行委託料 １億1,533万円
■ 定住促進対策事業

2,397万円

■ 重度心身障害者医療費

1,876万円

■ 介護・訓練等給付費

２億4,434万円

■ 保育所等施設型給付費(保育料完全無償化)４億7,139万円
■ 児童手当

１億1,663万円

■ 各種予防接種、検診及び健康診査等委託料

4,857万円

■ 乳幼児・子ども医療給付費

3,078万円

■ ゴミ処理関連業務委託料
■ し尿処理施設管理運営費負担金
■ 漁港建設・港湾整備事業費
■ 除排雪委託料

▲防災行政用無線設備更新工事(戸別受信機3,200台など)

１億6,025万円
2,851万円
１億6,339万円
2,417万円

■ 道路橋梁費(道路新設改良、橋梁維持、融雪溝設置等)
２億8,283万円
■ 消防庁舎建設等工事

２億3,327万円

■ 学校教育充実事業

1,080万円

■ 長期債元利償還金

５億695万円

■ 特別会計繰出金

13億8,289万円

▲消防庁舎建設等工事

2020年11月
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03 特別会計

歳 入・歳 出

特別会計項目

歳入

歳出

特別会計項目

歳入

歳出

国民健康保険特別会計

20億6,952万円

19億8,494万円

農業集落排水事業
特別会計

１億4,938万円

１億4,884万円

平内中央病院事業会計
収益的収支

14億3,325万円

13億8,901万円

漁業集落環境整備事業
特別会計

１億9,816万円

１億9,762万円

平内中央病院事業会計
資本的収支

１億7,113万円

２億4,734万円 公共下水道事業特別会計

４億990万円

４億900万円

水道事業会計収益的収支

３億1,895万円

２億4,759万円 介護保険特別会計

12億9,338万円 12億5,143万円

水道事業会計資本的収支

8,774万円

２億5,014万円 後期高齢者医療特別会計

３億1,313万円

特殊索道事業特別会計

2,642万円

３億979万円

2,599万円

04 令和元年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率の状況
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、町全体の財政を指標化したもの)
(

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施
行されたことに伴い、平成19年度決算分から、財政指
標の公表が義務付けられています。
平内町における各財政指標は公表以来、これまでと
同様に判断基準を超える比率はありませんでした。
また各地方公営企業においても、昨年度に引き続き
資金不足額は生じなかったところです。

各指標の名称

今後も健全な財政運営に努めるとともに、病院事業
や水道事業といった地方公営企業においては、公営企
業会計として独立採算の確立に向けた一層の経営改善
が必要となります。
なお、仮に各財政指標がある一定基準を上回った場
合には、財政健全化計画等の策定義務が生じ、それら
の計画に基づき財政の健全化を図ることとなります。

早期健全化 財政再生
元年度 30年度
基準
基準
(参考) (黄信号)
(赤信号)

①実質赤字比率

－

－

15％

20％

②連結実質赤字比率

－

－

20％

30％
35％

③実質公債費比率

10.4％ 10.5％

25％

④将来負担比率

75.3％ 70.1％

350％

⑤資金不足比率
(全地方公営企業で
該当無し)

－

－

20％

※実質赤字額、連結実質赤字額または資金不足額が無い場合、
および実質公債費比率または将来負担比率が算定されない
場合は、
「－」で表示しています。
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①実質赤字比率
一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政
運営の深刻度を示したもの
②連結実質赤字比率
全ての会計を合算しての実質赤字の程度を
指標化し、財政運営の深刻度を示したもの
③実質公債費比率
借入金の返済額およびこれに準じた経費の
大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示し
たもの
④将来負担比率
一般会計が将来負担すべき借入金などの実
質的な負債を指標化し、将来財政を圧迫する
可能性が高いかどうかを示したもの
⑤資金不足比率
公営企業会計ごとの資金不足をその事業規
模である料金収入の規模と比較して指標化し、
経営状況の深刻度を示したもの

MONTHLY TOPIX
１か月のできごと

子どもたちを事故や犯罪から守ろう！
９月２日(水)、ひらない中央児童館にて、平内町交通安全母の会
(今まゆみ会長)より児童館(石田康男館長)へ、道路横断時の安全
確認を促すストップマークと消毒液が寄贈されました。
同日、平内交番より不審者を発見したときの適切な対応や、
児童館前の道路での交通安全講習も行われました。
贈呈式の終わりに、小湊中学校１年の竹達夢飛
さんが「交通安全のため、道路を渡る時は横断
歩道を使います。ありがとうございました」と
児童館の代表として感謝の言葉を述べました。
▲ストップマーク

▲不審者への対応を真剣に聞く子どもたち

地域活性化を目指して「平内綱引き大会」開催！
９月13日(日)、「地域活性！第１回平内町スポーツ推進委員
協議会議長杯争奪平内綱引き大会」が町立体育館で開催され、
一般の部22チーム、子どもの部13チームが参加し、観客を含めて
約200人が集まりました。
大会はトーナメント方式で全49試合行われ、熱い声援が飛び
交う中、熱戦がくり広げられました。
剣心会のメンバーでチームを組んだ「抜刀斎」の工藤さんは
「昨年(地域対抗綱引き大会)に引き続いて優勝出来ましたが、
相手も年々強くなっているので大変でした。参加チームがどん
どん増えて、活気のある大会になればいいと思います」と話し
ていました。
結果は以下のとおりです。

▲子どもの部優勝「第２分館ジュニア‐A」

【子どもの部】
【一般の部】
〇優 勝 第２分館ジュニア‐A 〇優 勝 抜刀斎
〇準優勝 ミニバス
〇準優勝 第２分館Ａ
〇第３位 西武館今道場
〇第３位 もっこり・まっこり
〇第４位 第２分館ジュニア‐E 〇第４位 ジョニー
〇第５位 炭治郎
〇第５位 第２分館B
〇第６位 第２分館ジュニア‐C 〇第６位 B・B・C

▲一般の部優勝「抜刀斎」

青森県健康づくり事業功労者等表彰を受賞！
９月23日(水)、
「栄養・食生活改善」の長年の活動の功績により、
「令和２年度青森県健康づくり事業功労者等表彰」を受賞した
食生活改善推進員である森田君子氏(藤沢)が町役場を訪れ、船橋
町長へ受賞を報告しました。
森田氏は「“私達の健康は私達の手で” のスローガンのもとに、
栄養教室の開催、健診などでの減塩みそ汁の提供やだしを活用
しての減塩普及活動など、子どもから高齢者まで幅広く町民へ
食生活改善を呼びかけてきました。今後も短命町返上に向けて、
地域における食育推進の担い手としてさらなる活動に取り組ん
でいきます」とこれからの抱負を話しました。

▲森田氏(左)と船橋町長(右)

2020年11月
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１か月のできごと

交通安全メッセージ伝達式を開催
９月23日(水)、町役場内で、秋の全国交通安全運動に併せて、
平内地区交通安全協会(須藤恵悦会長)が「交通安全メッセージ
伝達式」を開催しました。
同式典では、青森県知事・青森県警本部長・青森県交通安全
協会長連名の交通安全メッセージが、須藤会長から船橋町長へ
手渡されました。
また、須藤会長は式典の挨拶で「悲惨な交通事故から町民を
守るため、緊密な連携のもと、地域総ぐるみの交通安全運動を
推進していきましょう」と呼びかけました。

▲須藤会長(右)と船橋町長(左)

もしもに備えて「応急給水・応急復旧訓練」を実施！
10月２日(金)、町立体育館前駐車場にて、東青地区上水道５
事業体(平内町、青森市、蓬田村、今別町、外ヶ浜町)による災害
時を想定した応急給水および応急復旧訓練を行いました。
この合同訓練は、青森県水道事業広域連携推進の一環として
昨年度より実施しており、平内町では２回目となります。
各水道事業体から給水タンクを搭載した給水車が参集し、飲
料水を配布したり、水道管の破裂を再現して、それを水道業者
が修繕する訓練を行いました。
今回の訓練は大きなアクシデントもなく、順調に終了しまし
たが、町では、緊急時に早急に対応できるよう、今後も訓練を
続けていく予定です。

正しい「ラジオ体操」を学んで実践しよう！

「ひらないまちラジオ体操講習会」開催
10月４日(日)、
「ひらないまちラジオ体操講習会」が町立体育
館で開催され、子どもからご高齢の方まで76人が参加しました。
講習会は、講師のNHKテレビ・ラジオ体操指導者の鈴木大輔
先生の楽しいトークと、同アシスタントの田村恵美先生による
デモンストレーションで、終始和やかな雰囲気で行われました。
参加者は、13種類の運動から構成されるラジオ体操の正しい
動きの一つ一つを丁寧に指導してもらい、最後まで笑顔で活き
活きと動いていて、実りのある講習会だったことが伺えました。
３分15秒の「正しいラジオ体操」を毎日の習慣とすることで、
あらゆる健康効果が期待できます。町では、
「町民ひとり１スポー
ツ活動」の実践を掲げ、「いつでも・どこでも・だれでも」でき
るラジオ体操を推進していきます。
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▲給水袋に水を入れる参加者

暮らしの中の

税

離職などによる国民健康保険税の
"軽減"には届け出が必要です！

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた
方は、窓口での手続きにより一定期間、国民健康保険税が軽減される場合があります。

② 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職）
「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に
下記のコード番号のうちいずれかが記載されて
いる方が対象
①のケース：11・12・21・22・31・32
②のケース：23・33・34

軽減対象期間内に、再度国保加入した場合には、
残っている対象期間について、軽減の対象と
なります。

※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は
対象となりません。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済
活動の自粛などにより、収入が減少し国民健康
保険税の納付が困難となった場合、減免の対象
となる場合がありますのでご相談ください。
※減免申請された方でも、審査の結果、減免と
ならない場合があります。

■軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定
を行いますが、軽減は前年の給与所得を、その
30/100とみなして行います。
※手続きなどの詳細は、担当までお問い合わせください。
問 役場

税務課

住民税係

℡７５５－２１１５／役場

健康増進課

予定納税(第２期分)の納税をお忘れなく！
所得税および復興特別所得税の予定納税(第２期分)の納付
期間は、令和２年11月２日(月)から11月30日(月)までです。
振替納税を利用している方は、納期限(令和２年11月30日
(月))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落と
されます。
振替納税以外の方は、納期限までに金融機関または所轄
税務署の窓口で納付してください。
なお、納付金額が30万円以下の場合には、送付されたバーコー
ド付納付書により、コンビニエンスストアで納付できます。
詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧ください。
問

青森税務署
℡７７６－４２４１(自動音声でご案内します)

国民健康保険係

℡７１８－００１９

「不動産取得税」の軽減制度
「不動産取得税」は、家屋を新築・増改

築したとき、土地や家屋を売買・贈与・
交換などで取得したときに一度だけ課税
される県の税金です。
住宅の新築や中古住宅の取得などで、

11

30

日 月
( は
)、国民健康保険税第５期と固定資産税第４期の納期限です。忘れずに納めましょう！

① 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職）

■軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける
期間とは異なります。
※届出が遅れた場合でも、さかのぼって軽減を
受けることができます。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き
続き対象となりますが、会社の健康保険に加入
するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
※就職して社会保険などに加入した方が、当初の

月

■対象者
次の①・②のいずれかに該当し、求職者給付
(基本手当など)を受ける方

一定の要件に該当する場合には、申請に
より不動産取得税が軽減される制度が
あります。

※詳細は、担当までお問い合わせください。
問

東青地域県民局県税部
℡７３４－９９７３

課税第二課

11月11日(水)～11月17日(火) 「税を考える週間」

詳しい内容は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧ください。
2020年11月
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2020
霜月

平内町歴史民俗資料館を見学してきました
今月は、小林桜子がお送りします。

高橋竹山さんと平内町の歴史について学ぶべく、以前からとても

気になっていた「平内町歴史民俗資料館」を訪れ、初代高橋竹山資料
展示室の他、貴重な資料の数々を拝見させていただきました。

▲

高橋竹山さんと津軽三味線に
ついての貴重な資料が数多く
保存されています

▲高橋竹山さんの言葉と音色に
酔いしれる協力隊の3人

資料館には、農具をはじめ、看板やたんす、薬箱、食器、昭和の家電

製品など歴史を感じる貴重な資料の数々が残されており、ざっと見た

限りでは見切れないほど多くの資料が保存されています。今後これらの
▲たんすの内側には、かなり古い
たんすの内側には、かなり古い
新聞紙が張られており、味わい
深いです

文化遺産をはじめ、世界的にも有名な高橋竹山さんの魅力について、

どのように発信していったらよいか色々と工夫をしていきたいと思います。

▲昭和のテレビや古時計、看板など
レトロ感満載です

南部鉄器やせんべい型など、食に関する道具も
▲南部鉄器やせんべい型など、食に関する道具も
多く保存されています。せんべい型の内側には
いろいろな模様が描かれていました

地域おこし協力隊 諏訪奈津子、卒業
この度９月末日をもちまして、諏訪奈津子は平内町

地域おこし協力隊を卒業となりました。

美しい海を守るため、生涯のライフ

たい！という一心で東京から移住したものの、海岸に

していきたいと思っています。

幼い頃から大好きだった、美しいあの海の町に住み

散乱するゴミの量に落胆し。
。
。そこで立ち上げた「夏泊

ビーチクリーンプロジェクト」
。地域愛に溢れる若者達

の情熱が大きな力となって、年々より強いメッセージを
放つ活動に発展していきました。
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卒業後も、大好きな夏泊半島の

HIRANAI

ワークとして皆さまと一緒に活動

平内町の皆さま、ありがとうございました。

そして卒業後も末永く、このご縁が続きますように。
夏泊半島の美しい自然が、守り続けられますように。
問 まちなかオフィス

℡７６２－７４２０

問 平内中央病院 事務管理部
℡７５５－２１３１

平内中央病院 NEWS

大切な人のために"禁煙外来"を受診しませんか
タバコの煙には有害な物質が含まれており、吸っている本人はもちろん、
周囲の人の健康にも害を及ぼします。
平内中央病院では禁煙外来を設けて、タバコを吸う習慣から抜け出すため
の治療を行っています。
一般的には、
12週間の間に５回程度の診察があります。
健康保険などが適用になる場合の患者さんの自己負担額は２万円ほどです。
「禁煙したいけれど自信がない」
「禁煙に何度もチャレンジしているけれど、
なかなかやめられない」という方を、禁煙を継続するためのアドバイスや
禁煙補助薬の処方によってサポートします。加熱式タバコも対象となります。
検査などの準備がありますので、初めての方はご予約のうえ、ご来院くだ
さい。

問 平内中央病院

医事課

℡７５５－２１３１

町では"禁煙チャレンジ事業"を実施しています！
■対象者
① 平内町に住所がある20歳以上の方
② 指定医療機関の医師が治療の必要性を認めた方
■事業内容
治療終了後３か月以内に役場に申請すると、自己
負担の２分の１(上限１万円、100円未満の端数は切り
捨て)が助成されます。
※申請には、禁煙治療に要した領収書などが必要です。

■禁煙チャレンジを実施する医療機関と調剤薬局
指定医療機関・薬局

電話番号

平内中央病院

７５５－２１３１

ひきち内科クリニック

７５８－１１５５

平内薬局

７５５－５４５４

ワカバ調剤薬局

７５５－４２１１

こみなと薬局

７５８－１０２２

問 役場

健康増進課

健康増進係

℡７１８－００１９

敷地内禁煙にご協力ください

病院スタッフを随時募集中！

平内中央病院は建物の中だけでなく、駐車場
や中庭などの敷地内も全面禁煙となっています。
皆さまのご協力をお願いします。

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。

▲東病棟スタッフ

2020年11月
2020年11月
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保健
健康 り
だよ

11月14日は「世界糖尿病デー」

糖尿病とは、血糖値をコントロールするインスリン
というホルモンの分泌量や働きが低下し、「血糖値
が高い状態が慢性的に続く状態」をいいます。
血糖値やHbAlc値が高くても、初期では自覚症状
はありませんが、悪化するとおそろしい合併症を招
きます。
2019年現在、世界の糖尿病人口は４億6,300万人
(世界の成人人口のおよそ9.3％)に上っており、日本
においても糖尿病と強く疑われる人と可能性を否定
できない人の合計は約2,000万人に上り、総人口の
15％を超えるといわれています。
当町においても、国民健康保険被保険者の14％
(令和２年4月現在)が糖尿病治療中であり、年々
増加の傾向にあります。

甘くみないで糖尿病！
糖尿病の「３大合併症 し・め・じ」

し

神経障害
末梢神経という体のすみずみまで張り巡らされた
神経の繊維がおかされ、手足のしびれや痛み、冷え
え

そ

があり、ひどくなると壊疽を起こすこともあります。

め

網膜症
視力低下など眼に異常が生じ、進行すると失明する
場合もありますので、糖尿病と診断された方は眼底
検査を必ず受けましょう。

じ

腎症
腎臓の尿を作る細い血管が破壊され腎機能が低下
し、進行すると腎不全になり、最後は人工透析を受
けることになります。

糖尿病の予防法
① 朝食・昼食・夕食の食事配分は均等に！
食事抜きはまとめ食いにつながりやすく、次の食
事までの間が長くなり、血糖値が上がりやすくなる
ため、１日３食規則正しくとりましょう。ラーメンと
ご飯ものなど炭水化物の重ね食べは糖質のとりすぎ
になるので控えましょう。
② 野菜から食べよう！
食物繊維は食べ物の消化・吸収を遅らせ、食後の
血糖値の上昇を緩やかにします。毎食、野菜・海藻・
きのこ類の副菜から先に食べ始めましょう。
いも類、かぼちゃ、とうもろこしなどは糖質が多
いので食べすぎには注意しましょう！

何かやりたいけど、
なにある？
～こころに寄りそうために～
県内交流会in平内の開催について

青森いのちのネットワークは青森県における自死
予防活動を行うために、平成25年に誕生しました。
この度、各地域の民間団体や地域の皆さまを対象と
した交流・研修会を平内町で開催します。
生きる支援として地域で行っている活動紹介やパネ
ルディスカッションを行います。
参加料は無料で、こころの健康に関心のある方なら
どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込み
ください。

10 HIRANAI

③ お菓子は控えめに、甘い飲み物はやめる！
清涼飲料水は血糖値を急激に上げるので、水分
補給は水かお茶にするように心がけましょう。また
お酒の飲みすぎに注意しましょう。
④ こまめに体を動かそう！
運動は難しいという方でも、
歯磨きをしながらの１分間片足
だち、テレビを見ながら椅子に
座っての足上げなど、日常生活で
工夫して、こまめに体を動かす
ことで筋肉への糖のとりこみを
促進させ、血糖値を下げます。

■日時：令和2年11月19日(木)13:30～15：30
■場所：平内町勤労青少年ホーム 体育室
■内容(活動発表)：
「まちなか広場 サロンスワニー」
(平内町)
「なんでもかたるべし～うら」(五所川原市)他
■申込み方法：
電話 役場健康増進課 ℡ 718-0019
FAX・メール 青森いのちのネットワーク「エールの会」
FAX 0173-42-4373
メール h-kasai@d6.dion.ne.jp
問 役場

健康増進課

健康増進係

℡７１８－００１９

インフルエンザ予防接種情報
高齢者インフルエンザ予防接種

子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業

■対象者
接種日現在で65歳以上の方
■接種費用
町内医療機関で接種した場合に限り無料
■接種期間
令和２年10月19日(月)から12月28日(月)
■接種方法
予診票は毎戸配布しています。
事前に記入のうえ医療機関にお持ちいただき、
医師の問診ののち接種となります。
なお、予診票がお手元にない場合は担当まで
お問い合わせください。

■助成内容
令 和２年10月１日(木)～ 令 和３年１月31日(日)
までに医療機関で接種した分を助成します。
対象者

助成回数

生後６か月から
13歳未満

２回

助成金額

１回
13歳以上の中学生 ※医師の判断で行った
場合は2回

全 額

■申請方法

一度医療機関で接種費用を支払った後に申請する
「償還払い(事後還付）」となります。
対象者には10月上旬にお知らせを送付いたしま
した
したので、詳細はそちらをご覧ください。

＜お願い＞
事前に医療機関へ予約の電話を入れてから
接種してください。

問 役場

"がん検診無料クーポン券"

健康増進課

健康増進係

℡７１８－００１９

【がん検診無料クーポン券対象年齢・種別表】

町では、「がん検診無料クーポン券(有効期限令和
３年２月27日)」を送付しています。
なお、クーポン券は令和２年4月19日時点で平内
町に住民票がある方に送付しています。
４月20日以降平内町に転入し、対象年齢に該当す
る方は、役場健康増進課で申請することでクーポン券
を受け取れますので、ぜひご利用ください。

対象年齢
(R2.4.1時点)

子宮頸がん
(女性)

20・25・30・35歳

〇

40歳

〇

45・50・55・60歳
問 役場

後期高齢者医療被保険者
の皆さまへ

健康増進課

健康増進係

乳がん
(女性)

大腸がん
(男女)

〇

〇

〇

〇

℡７１８－００１９

新たに後期高齢者医療制度に
加入する方の保険料の納め方について
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です
が、新たに後期高齢者医療制度に加入する方は、年金
からの天引きが開始されるまで時間がかかるため、
加入当初は納付書で納めていただくことになります。
口座振替を希望される場合は手続きが必要です。
これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた方
も、改めて手続きが必要です。

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
証が交付されることがあります。災害により住宅など
に著しく損害を受けたり、世帯主の収入が著しく減少
した場合など、保険料の減免が認められることがあり
ますので、お早めにご相談ください。
問

役場 健康増進課 年金後期医療係 ℡７１８ー００１９
青森県後期高齢者医療広域連合 ℡７２１－３８２１

2020年11月
2020年11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

なつかしい夏とあたらしい夏を楽しむ！

～ひらないねぶた今昔写真展・竹浪比呂央さんねぶた講座開催～
８月１日(土)～31日(月)、コロナ禍でねぶた祭や夏まつりが中止に
なった平内町の夏を少しでも盛り上げようと、勤労青少年ホームに
おいて「ひらないねぶた今昔写真展」を開催しました。
町民から寄贈され、歴史民俗資料館に保存していた大正時代から
平成までの写真27点と、新たに町民から募集した平成から令和に
かけての写真15点を年代ごとに展示したほか、子ども会協力のもと、
夏まつりで運行予定のねぶたをライトアップして展示しました。
また、
８月21日(金)、勤労青少年ホームで開催されたひらないカレッジ
にねぶた師の竹浪比呂央さんを講師に迎え、
「ねぶた師から学ぶねぶた」
と題して、ねぶた技法を使った白い造形品や、東京駅に展示されて
いる風神雷神の吊りねぶたの裏話などを講演していただきました。
質問タイムでの「来年のねぶたの見どころは？」という質問には
「今まで見たことのない “なんだこれは！” というねぶたを制作する
予定ですので、楽しみにしていてください」との回答がありました。
来年の夏が楽しみですね。

『文化賞及び体育・スポーツ賞』
候補者の推薦について
平内町教育委員会では、文化および体育・スポー
ツの振興およびその活動に顕著な功績をあげた
平内町民(町外に所在する学校に在学するものを含
む)ならびに、平内町に在住する個人もしくは団体
の方々を表彰しています。
候補者にお心当たりのある方は、ぜひご連絡くだ
さい。

生涯学習カレンダー 11月
13日(金)

◆ひらないカレッジ
「みんなで考える公民館事業」

14日(土)

◆図書館おはなし会(お話しコーナー10：00～）

18日(水)

◆ひらないカレッジ
「家庭でできるリンパドレナージュ」

(山村開発センター 10：00～）

(山村開発センター 14：00～）

以下の行事は中止・延期となりました
20日(金)
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◆高齢者芸能大会

■表彰の範囲
令和元年12月１日から令和２年11月30日までの期間に
行われた県内または県外の各種大会、展覧会・発表会に
おいて顕著な功績をあげた個人および団体。
※表彰基準の詳細は、町HPまたは教育委員会生涯学習課
までお問い合わせください。
■推薦方法・期限
教育委員会に備え付けの様式または、町HPより様式を
ダウンロードし、必要事項をご記入のうえ令和２年12月
７日(月)までにご推薦ください。
■問合せ・提出先
平内町教育委員会 生涯学習課 ℡ 755－2565


◆ 一般書(新刊の一部を抜粋して紹介) ◆
①トツ！
麻 生
幾
②スキマワラシ
恩 田
陸
③いちねんかん
畠 中
恵
④タクジョ！
小野寺 史 宜
⑤口福のレシピ
原 田 ひ 香
⑥物語の海を泳いで
角 田 光 代
⑦江戸のおんな大工
泉
ゆたか
⑧もう、聞こえない
誉 田 哲 也
⑨幸せになる100か条
江 原 啓 之
⑩決定版 感動の冷凍術
西 川 剛 史

今月の図書館休館日は ３日・８日・22日・23日

目指せ！ハクチョウ博士！

第８回「ハクチョウ検定」を開催します！
これまで延べ126名がチャレンジし、初級44名、上級
30名、そして平成30年度から登場した名人級では４名
の方が見事合格されました。
今年度も引き続き、初級、上級、名人級のチャレンジ
をお待ちしています。
■日 時：令和２年12月５日(土)
講習会 10：00～10：30
検 定 10：40～11：10
解 説 11：20～12：00
■会 場：町立山村開発センター(大集会室)
■種 別：初級 全20問(３択問題)17問以上正答で合格！
上級 全20問(３択問題)17問以上正答で合格！
名人 全50問(３択問題)45問以上正答で合格！
■検定料：無料
■申込期限：令和２年12月１日(火)必着
■表 彰：令和３年２月14日(日)予定
■問合せ・申込先：平内町教育委員会 生涯学習課
℡ 755－2565 Fax 755－2078

白鳥ガイド隊
募集中！

こんな方にオススメです！
・
「ひらない博士」を目指している方
・
「我こそはハクチョウ通」という好奇心旺盛な方
・
「故郷を多くの人に自慢したい」という平内町出身者の方
・
「小湊のハクチョウおよびその渡来地」の景観が大好きと
いうファンの方
・
「生涯学習のテーマやボランティア活動の糧にしたい」と
いうシニア世代の方
・
「ひらない生活を楽しむ契機にしたい」という転勤族の方
・
「知識を仕事に活かしたい」とお考えの観光関連事業者の方

ハクチョウに興味のある方、ボランティアガイドに関心の
ある方、ハクチョウの飛来とともに白鳥ガイド隊の活動を
してみませんか。
興味のある方は、町教育委員会生涯学習課(℡755-2565)
までご連絡ください！

「広報ひらない１月号」掲載！

2021年の抱負と
2021年の抱負
と町への希望
町への希望を募集！
を募集！
広報ひらない１月号新春特集「2021年の抱負と町への希望」にみなさんの夢や希望、目標を素敵な笑顔と
一緒に載せて、新たな年のスタートにしませんか。
■応募方法：11月25日(水)までに下記必要事項を明記し、メール、郵送または直接、役場 企画政策課
広報統計係に提出してください。
■必要事項：「2020年印象に残ったこと」
、「2021年の抱負」、「町への希望」、住所、氏名、年齢、
電話番号を明記し、応募者本人の顔が見える写真を添付して提出してください。
(直接役場に提出する場合は、写真を撮影することも可能です)
■注意事項：紙面の構成上、応募者全員を掲載することが出来ないこともあります。
提出された写真やデータの返却はしません。
提出された内容が不適切であると判断した際は、掲載を控える場合があります。
■応募先：【メール】kouhoutoukei@town.hiranai.aomori.jp
【郵送・持参】〒039-3393 平内町大字小湊字小湊６３ 平内町役場企画政策課広報統計係
問 役場

企画政策課 広報統計係 ℡７１８－１３２５

2020年11月
2020年11月
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役場information
総

務

募

集

～
～ 各課からの情報コーナー
各課からの情報コーナー ～
～

平内町職員採用試験について

平内町職員を次のとおり募集します。
① 職種及び採用人数：大学卒業程度保健師 ２名
② 受験資格
昭和61年４月２日から平成11年４月１日までに
生まれた方で、大学卒業程度の学力を有し(大学卒
業見込の方を含む）
、令和３年３月31日までに保健
師の資格を取得できる方
※次のいずれかに該当する者は受験できません。
(１)日本の国籍を有しない者
(２)地方公務員法第16条に規定する欠格事項に
該当する者
③ 試験日程
１次試験：令和２年12月６日(日)
※なお、試験場所(平内町内)および試験方法は
申込み終了後、受験票にてお知らせします。

④ 受験手続および申込受付期間
申込書などは、役場総務課に準備してあります
ので、必要事項を記入して必要書類を添付のうえ、
以下の受付期間内に提出してください。
郵送でも申込書などを請求することができます。
詳しくは、平内町役場総務課総務係までお問い
合わせください。また、平内町ホームページから
も申込書などをダウンロードすることができます。
【申込受付期間(必着)】
〇受付期間
令和２年10月５日(月)～11月９日(月)
〇受付時間
８：15～17：00（土、日、祝日を除く）
⑤ 採用期日：令和３年４月１日
⑥ 給与等：平内町職員の給与条例等による。
※詳細は、担当課までお問い合わせください。
問 役場

地域包括
お知らせ

総務係

℡７５５－２１１１

"認知症サポーター"が活躍しています！

■認知症サポーターとは？

「認知症サポーター養成講座」を受けた方で、認知
症を正しく理解し、認知症の人や家族を地域で見守る
応援者のことを言います。
近年、サポーターが認知症を正しく理解しているこ
とを活かし、「活動を一歩前進させ、地域で積極的に
活動してもらおう」というステップに移行してきました。

■ひらないカレッジ「認知症サポーター養成講座」の
お手伝いをしてもらいました！
９月24日(木)、ひらないカレッジにて、寸劇で認知症
の方への接し方をお伝えしたり、認知症の家族の気持ち
について実体験を語っていただいたりと、協力サポー
ターの方たちに講座のお手伝いをしていただきました。
講座参加者からは、
「体験談が心に響いた」「寸劇で
認知症の方への接し方が理解できた」
「やさしい声掛け
など自分にもできそうな気がする」などの声が聞かれ、
認知症の正しい知識を伝えることができました。
また、協力サポーターの方たちからも「もっと勉強
したい」
「大切なことは何か、自分たちもわかってきた」
などの感想をいただき、さらなる意欲と理解の深まり
につながったようです。
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総務課

町では、今後の活動として、認知症サポーター養成
講座や認知症カフェなどの認知症にかかわる事業への
協力や、ステップアップ講座などの勉強会の実施を予定
しています。認知症サポーターの方で、お手伝いいた
だける方がいましたら、担当課までご連絡ください。
また、認知症サポーター養成講座を受講したい方は、
担当課までご相談ください。
町では、一人でも多くの方に認知症サポーターに
なっていただき、認知症の方やそのご家族が、地域で
安心して暮らせるような町づくりを目指しています。

▲協力サポーターによる寸劇

問 役場 福祉介護課内 地域包括支援センター
℡７５５－２１１４

国保

整骨院や接骨院などで"柔道整復師"の施術を受けるときは
保険証を使える場合と使えない場合があります！

・

後期高齢

お知らせ

保険証が使える場合

保険証が使えない場合(※全額自己負担)

保険証を使えるのは外傷性が明らかなケガの場合
だけです。
●打撲および捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の
応急手当
※骨折および脱臼については、応急手当をする
場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ること
が必要です。

●単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや
筋肉疲労
●脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られ
ない長期の施術
●保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷など
で治療中のもの
●労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
など

■施術を受ける時の注意
・負傷の原因を正確にきちんと伝えましょう。
・「療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)には、患者の自筆による記入が必要です。
・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
・領収書を必ず受け取り、大切に保管しましょう。

問 役場 健康増進課 国民健康保険係／年金後期医療係
℡７１８ー００１９

国民年金
お知らせ

国民年金保険料は全額
税の控除対象です！

国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会
保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税
額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和２年１月から12月まで
に納められた保険料の全額です(過去の保険料や追納
した保険料も含みます)。
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族
(大学生の子どもなど)の保険料を支払っている場合、
その分も合わせて申告することができます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申
告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったこと
を証明する書類の添付が必要となります。
以下のスケジュールで日本年金機構から「社会保険
料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、
申告書の提出の際にこの証明書を添付してください。
発送時期

対象者

令和２年11月上旬

１月１日～９月30日までの間に
国民年金の保険料を納付された方

令和３年２月上旬

10月１日～12月31日までの間に
令和２年中に初めて
国民年金の保険料を納付された方

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)

選

挙

お知らせ

投票所の新型コロナ
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の拡大により全国的に
マスクや消毒液が不足する中、今年3月の平内町議会
議員一般選挙では、投票立会人および事務従事者への
マスク配布、手洗い用せっけんとペーパータオルの設置
などの対策を取り、選挙を執行しました。
今後執行される選挙においても、情勢を鑑み、次の
とおり感染症対策を講じる予定です。
■各投票所における対策について
・手指消毒用アルコールを設置します。
・事務従事者および立会人のマスク着用を徹底します。
・投票用紙記載台、鉛筆などの定期的な消毒を行い
ます。
・定期的な換気を行います。
■投票所へお越しになる方へ
選挙は地域の将来を託す代表者を選ぶ重要な機会
です。ご自身の予防対策も行ったうえで投票所へ
お越しください。
・マスク着用と咳エチケットの徹底にご協力をお願い
します。
・ご帰宅後は、アルコール消毒や手洗い、うがい
などをお願いします。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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

2020年11月
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暮らしの情報広場
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け
県では、母子家庭などのお子さんが、修学・修業
などの際に必要な資金の貸付予約の申し込みを次
のとおり受け付けます。
■対象者：来春、お子さんが進学(各種学校含む)す
る母子・父子・寡婦家庭の方(小・中学校の就学
支度資金は所得税非課税の場合のみ)
※現在修学中の方の申し込みは、随時受け付け

「上手な医療のかかり方リーフレット」を
ご活用ください！
11月は、
「みんなで医療を考える月間」です。安心
して医療を受けられるよう、上手な医療のかかり方
のポイントを紹介したリーフレットを、県内全戸
にお届けしています。普段、医療機関にかかって
いる方はもちろん、かかっていない方も、いざと
いう時に備えて確認し、保管しておきましょう。
問 青森県健康福祉部医療薬務課
℡７３４－９２８７

■申込期間：令和２年11月１日～令和３年３月31日
※土・日、祝日、年末年始を除く
貸付の限度額や償還方法、償還期間などの詳細
は、担当までお問い合わせください。
問 東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室
(東地方福祉事務所) ℡７３４ー９９５０

「あおもり性暴力被害者支援センター」
県では、レイプや強制わいせつなど、性犯罪・性
暴力の被害にあわれた方やその家族などからの相談
を受け、必要な支援をコーディネートする拠点として
「あおもり性暴力被害者支援センター」を設置して
います。
■性暴力被害専用電話「りんごの花ホットライン」
・℡ 777‐8349（やさしく）
・専門の研修を受けた相談員が対応します。
・相談受付時間：月・水 10:00～21:00
火・木・金 10:00～17:00
（年末年始・祝日を除く)
問 青森県青少年・男女共同参画課 ℡７３４－９２２８

「裁判員制度」
名簿記載通知を発送します！
裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が
刑事裁判に参加する制度です。
令和３年の裁判員候補者名簿に名前が登録され
た方には11月中旬に名簿に登録されたことの通知
「名簿記載通知」をお送りします。
これは、令和３年２月頃からの約１年間に裁判
員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、
あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。
なお、この段階では、まだ具体的な事件の裁判員
候補に選ばれたわけではありませんので、すぐに
裁判所へお越しいただく必要はありません。
通知が届いたら、まずは同封の「調査票」の内容を
ご確認いただき、該当する辞退事由などがあれば、
必要事項をご記入の上、裁判所へご返送ください。
問 青森地方・家庭裁判所事務局総務課庶務係
℡７２２－５４２１

「自衛官候補生」「陸上自衛隊高等工科学校生徒」募集
自衛隊では、「自衛官候補生」「陸上自衛隊高等工科学校生徒」を次のとおり募集しています。
種

目

概

要

自衛官候補生

陸上自衛隊高等工科学校生徒

２年又は３年の任期制隊員

専門技術者を養成(高等学校の卒業資格取得可)

応募資格

男・女、
18歳以上33歳未満の者

中卒(見込み含む)、17歳未満の男子

受付期間

11月20日(金)まで

〇推薦： 11月１日(日)~11月30日(月)
〇一般： 11月１日(日)~令和３年１月６日(水)

12月５日(土) 八戸駐屯地
12月６日(日) 青森駐屯地

〇推薦： 令和３年１月10日(日)・11日(月)
高等工科学校(横須賀市)、札幌駐屯地
〇一般： 令和３年１月23日(土) 青森駐屯地(１次)

試験日および
試験会場

問 自衛隊青森地方協力本部
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青森募集案内所 ℡７８３ー２９９５

青森県立美術館ドラマリーディング
クラブ定期公演「いき」を開催！

「原子力に関する意見交換会」開催！
県では、平内町の皆さんに原子力に関する知識
を深めていただくため、意見交換会を開催します。
■日時： 11月18日(水) 13:30～15:45
■場所：平内町勤労青少年ホーム
■内容：① 解説「放射線の基礎(原理・活用等)」
東京大学環境安全本部 教授 飯本武志氏
② 説明「原子力政策・原子力事業の現状」
経済産業省資源エネルギー庁、原子力
規制庁、青森県、東北電力(株)、日本
原燃(株)、リサイクル燃料貯蔵(株)
③ 意見交換

音楽や映像に合わせて文学作品や戯曲を朗読する
恒例の演劇公演。今年は短歌や評論を通して、粋
(いき)なモノ・コトを探ります。
脚本、構成、演出：長谷川孝治。
■日時： 12月５日(土)、
６日(日)、各日15:00～
■場所：青森県立美術館シアター
（青森市安田字近野185）
■チケット販売開始：10月29日(木)～
■料金：全席指定1,000円(WEB上での予約・購入
となり別途、手数料などがかかります)
※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 青森県原子力立地対策課広報企画グループ

℡７３４－９７３８

長年の人権擁護活動に法務大臣表彰

問 青森県立美術館

舞台芸術企画課
℡７８３－５２４３

平内人権擁護推進部会副会長の三津谷志津子氏
(小湊)が多年にわたり、人権擁護委員として人権
擁護と人権思想の普及高揚に貢献された功績により、
法務大臣表彰を受賞しました。
人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受
け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と
協力して人権侵害による被害者を救済したり、地域
の皆さんに人権について関心を持ってもらえるよう
な啓発活動を行っています。
毎日の生活の中でお困りの時は、ご相談ください。
相談無料・秘密厳守です！

「子育て支援センター」行事予定
日程

活動・場所

内容

11月５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

11月11日(水)
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

11月25日(水)
９：45～11：15

すくすくクラブ

支援センター

支援センター

・身体測定
・保健師と管理栄養士
来訪(育児相談可)

問 役場 町民課 生活環境係 ℡755－2113
青森地方務局 みんなの人権110番
℡0570－003－110

問 平内町地域子育て支援センター(東和保育園内)
℡７５８－１２１４

月受付分
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ジェットシューターを背負って放水する参加者
▲

No.737

▲森林プログラムでの植樹

▲木工クラフトプログラムでのプランター制作

♪ 今月のcooking ♪ [ 大根とにんじんのきんぴら ]
《 作り方 》

① 大根とにんじんは皮をむいて、３cm長さの棒状に切ります。

分0.5g
１人分73kcal / 塩
〇大根・・ 80g

〇にんじん・ 30g

〇油揚げ・ 1/2枚

〇しめじ・ 30g

〇ごま油・大さじ1/2

{

小房に分けます。赤唐辛子は種をとり、小口切りにします。
② 大根とにんじんは皿に入れてラップをかけて電子レンジ（600Ｗ)

《 材料(２人分) 》

【A】

油揚げは太めのせん切りにします。しめじは石づきをとって

しょう油・小さじ１
みりん・小さじ１
赤唐辛子・少々

〇かつお節・ ひとつまみ

で２分加熱して、少しやわらかくしておきます。
③ フライパンにごま油を熱し、②と油揚げ、しめじを入れて炒め
ます。Ａを加えてサッと炒めて、かつお節を加えて混ぜたら
完成です。
大根とにんじんは最初にレンジにかけると、炒める時間も短時間で

すみます。ピリ辛の赤唐辛子を加えてしょう油は控えめに。肉のこま
切れを加えるとボリュームアップして主菜にもなります。

広報ひらない 令和２年11月号／第７３７号／令和２年11月１日発行
印刷／青森コロニー印刷
編集／平内町役場 企画政策課／〒039－3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 ℡017－718－1325(内線231)
■ホームページ http://www.town.hiranai.aomori.jp/
■メール kouhoutoukei@town.hiranai.aomori.jp

２０２０

10月２日(金)、弁慶内地区でJA共済連青森主催の「JA共済
きずなの青い森プロジェクト」が開催され、町内外から65名
が参加しました。
このイベントは、森が地域や農業にもたらす恩恵や役割を
深めてもらうとともに、参加者同士のきずなを深めてもらう
ことを目的として開催されました。
午前中は、森林組合あおもりの案内で除間伐や下刈りの作
業を見学したり、植樹や樹種観察をしました。その他、平内
消防署員の手ほどきを受けて、山火事の際に実際に使用さ
れるジェットシューターを背負って、消火活動の疑似体験を
したり、県生協連による食育クイズをしました。午後には町
開発センターに場所を移し、スギ材を使って工作をしました。
参加者は「平内の森について、知らないことをたくさん教
えてもらった。地元食材を使ったお昼のバーベキューもおい
しかった。とても勉強になるので、次の機会があれば子ども
たちも参加させてほしい」と話していました。

N ovember

森で自然に触れ合い「環境保全」について学ぶ

