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・人口減少問題を考える
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社会減…
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2040年
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12,000

自然減…

消滅可能性都市…

空き家…

人口減少問題を考える
昨年５月、日本創成会議(増田寛也座長)により提言
された『消滅可能性都市』というショッキングなキー
ワード。日本創成会議が発表した試算では、平内町の
総人口は2010年の12,361人から2040年には6,817人とな
ることや、20～39歳の女性人口が1,044人から447人にな
るとの推計が公表され、このまま人口移動が収束しな
かった場合、「消滅の可能性」があるとされる896市区
町村のうちに平内町も含まれています。
実際、昭和30年の町制施行当時19,315人あった人口
は若者の都市部への流出や出稼ぎ等を背景に減少を続
け、特に昭和60年以降は５年毎に約1,000人ずつのペー
スで減少を続けており、平成22年には過疎地域自立促
進特別措置法による過疎地域として指定されました。
広報ひらないでは、「戸籍の窓口」として人口と世
帯の増減をお知らせしていますが、毎月減り続ける人
口をご覧になり寂しい思いをされている方も多いので
はないでしょうか？
しかしこのような現状に手をこまねいているわけに
はいきません。平成26年11月にはまち・ひと・しごと
創生法が成立し、翌12月には人口減少克服や人口の東
京一極集中の是正、地方創生に向けた長期ビジョン、
総合戦略が決定されています。当町においても、伝統
や文化を大切にしながら、生まれ育った地域を将来に
わたって残していけるように、急激な人口減少を食い
止め、そのスピードを緩やかにするべく、関連施策を
検討してまいります。

平内町人口ビジョン及び平内町総合戦略
当町でも10年毎に長期振興計画(現行：第５次、平
成22年策定)を定め、これに沿って住みよいまちづく
りを進めてきたところですが、より一層人口減少対策
を図る観点から、庁内組織を立ち上げて、施策検討を
行い、今後外部の有識者の方々などから幅広くご意見
を伺いながら、地方版総合戦略の策定に取り組んでい
きます。
地方版総合戦略とは、まち・ひと・しごと創生法の
趣旨をかんがみ、2015～2019年の５か年の政策目標、
施策を定めるもので、その策定が努力義務とされてお
ります。また策定にあたっては国、県の総合戦略を勘
案することとされております。
また、人口ビジョンでは現状分析として自然増減、
社会増減などの各種要因分析や、人口が減少していっ
た場合に社会的にどういった影響が出てくると考えら
れるかなどを考察します。その上で、町の施策が効果
を発揮した場合にどのくらい人口減少を抑制できるか
など、町として目指すべき方向性を将来展望としてお
示しするものです。

(※推計)

2035年
2020年
7,684人
10,406人
9,000
2030年
2025年
9,475人 8,565人
6,000
(推計)国立社会保障・人口問題研究所

25年後の平内町…
若手職員で人口減少問題を考える
町を取り巻く課題を調査・研究するため町若手職
員で組織する平内町政策推進調査研究会(蝦名正輝代
表)では、今年度「人口減少・限界集落」を検討テー
マとして議論を重ねています。

若手職員が担当課にとらわれずに
意見を出し合う(※写真は昨年度)
この研究会で取りまとめた内容は、町長へ報告さ
れるとともに全職員へ周知・共有されることとなっ
ており、人口減少対策として人口ビジョン、総合戦
略等に反映させたいと考えています。

移住交流の促進へ向けて
人口減少により懸念される労働力の流出、産業の
衰退などによる地域社会の活力の低下に対応するた
め、町では退職世代やＵＩＪターン、二地域居住な
どの移住交流促進の対策も講じており、都市部での
移住希望者向けの説明会へブースを出展するなど積
極的な働きかけを予定しております。
また、短期間の移住体験を希望する方の受け入れ
体制として、助白井地区の集会所(旧狩場沢小学校助
白井分校)を改修し「移住・交流おためしハウス(仮称)」
として整備し７月中の運用開始を目指しております。

現在、改修中の「おためしハウス」
日本全体の人口が減少していく中で、当町の人口が
一転して増加に転じるということは現実的には考えに
くく、人口減少は避けられない見通しです。
しかしながら、将来に悲観することなく、当町の強
み・弱みをしっかり把握したうえで、より効果的な施
策を展開することで活力ある地域づくりにつなげてま
いりたいと考えています。

・小学校陸上大会
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阿部選手(山口小)大会新記録！！
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未来を担う子どもたちの勇姿！

～第60回平内町小学校陸上競技大会～
６月５日(金)、町営陸上競技場を会場に第60回平内
町小学校陸上大会が開催され、管内３小学校の選手た
ちがトラック、フィールドそれぞれの競技で日頃の練
習の成果を発揮しました。
６年男子1,500ｍ決勝では、山口小学校の阿部航輝さ
んが兄岳斗さんの持つ大会記録を約７秒更新し２年ぶ
りの大会新記録を達成しました。
記録は以下のとおりです。
○４００ｍリレー決勝
▼４年男子
①山口小②小湊小Ａ③小湊小Ｂ
▼４年女子
①小湊小Ａ②小湊小Ｂ③東小
▼５年男子
①小湊小Ａ②山口小③小湊小Ｂ
▼５年女子
①小湊小Ｂ②東小③山口小
▼６年男子
①山口小②小湊小Ａ③東小
▼６年女子
①小湊小Ａ②東小③山口小

○１００ｍ決勝タイムレース
▼４年男子
①木村
心(山口)
②伊瀬谷 柊(小湊)
③浜中 泰一(山口)
▼４年女子
①竹達 さくら(小湊)
②須藤 愛加(山口)
③三津谷 朝陽(小湊)
▼５年男子
①須藤 颯太(山口)
②柴田 守唯(小湊)
③本間 雄一朗(小湊)
▼５年女子
①櫻田 愛佳(小湊)
②稲田 友梨亜(小湊)
③兼松 希望(東)
▼６年男子
①阿部 航輝(山口)
②伊瀬谷 樹(小湊)
③佐藤
新(山口)
▼６年女子
①佐々木 茜(小湊)
②熊谷 未羽(東)
③後藤 果恋(山口)

16秒53
17秒30
17秒40
17秒08
17秒13
17秒36
15秒46
15秒61
15秒63

○８００ｍ決勝
▼４年女子
①三津谷 涼音(小湊)
②三津谷 結(小湊)
③須藤 怜舞(小湊)
▼５年女子
①細川 咲乃(小湊)
②飯田 夏里菜(小湊)
③木浪 萌恵(山口)
▼６年女子
①長尾 ももこ(山口)
②村上 幸花(東)
③伊藤 瑞姫(山口)

３分19秒93
３分27秒57
３分28秒67

②宇野
③小形

暖規(小湊)
蓮(小湊)

32ｍ15
27ｍ92
21ｍ92
58ｍ38
54ｍ60
51ｍ97
30ｍ50
26ｍ93
25ｍ90

３分11秒96
３分18秒68
３分20秒67

14秒39
14秒49
14秒64
○１５００ｍ決勝
▼４年男子
①木村
心(山口)
②後藤 利輝(山口)
③沖崎 真斗(小湊)
▼５年男子
①佐々木 晟人(小湊)
②木村 活樹(小湊)
③逢坂
篤(山口)
▼６年男子
①阿部 航輝(山口)

45ｍ70
44ｍ10
43ｍ10

３分07秒67
３分11秒07
３分13秒50

16秒07
16秒08
16秒11

15秒65
15秒67
16秒55

○ソフトボール投げ
▼５年男子
①佐々木 裕晟(小湊)
②熊谷
結(東)
③松野 貴一(山口)
▼５年女子
①田中 紗雪(小湊)
②遠嶋 羅々(小湊)
③濱田 麗銘(小湊)
▼６年男子
①福地 琢人(小湊)
②木村 瑠斗(山口)
③柳谷 魁人(小湊)
▼６年女子
①齋藤 杏美(小湊)
②後藤 果恋(山口)
③江戸 涼風(東)

５分51秒70
６分14秒01
６分27秒26
６分08秒21
６分10秒09
６分18秒56
５分00秒23
(大会新記録)
６分01秒86
６分02秒82

○走り幅跳び
▼５年男子
①遠嶋 強希(小湊)
２ｍ95
②宇野 滉規(小湊)
２ｍ95
③須藤 颯太(山口)
２ｍ89
(※順位は２番目に良い記録による)
▼５年女子
①船橋 一華(東)
３ｍ08
②蝦名 李音(小湊)
２ｍ95
③佐藤 咲良(小湊)
２ｍ78
▼６年男子
①伊瀬谷 樹(小湊)
３ｍ87
②佐藤
新(山口)
３ｍ57
③長崎 光河(山口)
３ｍ26
▼６年女子
①熊谷 未羽(東)
３ｍ41
②佐藤 ひかる(小湊) ３ｍ18
③逢坂 美妃(山口)
２ｍ76
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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

町民１スポーツ活動をめざし
「スポーツ吹矢」の講習会を開催
５月19日(火)、山村開発センター大集会室において、
スポーツ推進委員などを対象に「スポーツ吹矢」講習
会を開催いたしました。
スポーツ吹矢は、腹式呼吸＋胸式呼吸という独自の
呼吸法を取り入れた、呼吸法と集中力がポイントの「礼
に始まり礼に終わる」武道にも通ずるスポーツで、 血
管の詰まりや動脈硬化などの生活習慣病の予防に加え、
美容やダイエットにも効果があると言われています。
講師には、東北ブロックの
吉田憲春ブロック長(福島県)
ほか県スポーツ吹矢協会関係
者３名 を 招 き、
23名 の 参 加 者
は呼吸法や基本動作等を学ん
だ後、実際にプレーを体験し
ました。ゲーム感覚で楽しみ
ながらも真剣な表情で取り組
む姿が見られ、充実した90分
間の講習となりました。
今後は、
「スポーツ吹矢」の普及のために町教育委員
会主催の体験会を実施予定です。また、ふれあい出前
講座でも講師派遣を受付けておりますので、興味のあ
る方はご活用ください。

アルゼンチンとの文化交流
国際交流フェスティバル開催
小・中学校の英語の授業において語学指導などにあ
たっていただいているアルゼンチン出身のALT(外国語
指導助手)のダニエル・リベラトリさんの叔母で、民俗
音楽を中心に国際的に活躍しているマリナ・ルッピさ
んを当町に招き交流フェスティバルを開催します。
マリナさんのバンドによる演奏や小湊小・中学校の
吹奏楽部とのセッション、スペイン語によるトークセッ
ションなどを予定していますので、アルゼンチンの文
化に親しみ交流を深めてはいかがでしょうか？

マ リ ナ さ ん(左)と 彼
女 の バ ン ド『Marina
Luppi + grupo』
(下)

地球の裏側から
はるばる来日！
◆日時 平成27年８月５日(水) 14：00～16：00
◆会場 平内町勤労青少年ホーム
◆料金 無料
事前の申込は不要となっておりますので、皆さんお
誘いあわせのうえご来場ください。
問 平内町教育委員会 生涯学習課
℡７５５－２５６５(内343)

平内町成人式のご案内
～旧友との再会・恩師からメッセージも!?～
平内町では、今年度も夏に下記の方を対象として成
人式を挙行いたします。仲間とともに成人の意義を考
え、楽しいひと時を過ごしませんか。
【日
【場
【対

時】平成27年８月15日(土)14：00～15：30
所】平内町勤労青少年ホーム
象】平成７年４月２日～
平成８年４月１日に出生の方
【その他】平内町に住所のある方には、案内を個別に
発送いたします。
なお、平内町出身で町に住所のない方でも
参加できます。

記念講演
講師：
十和田バラ焼きゼミナール
舌校長(ぜっこうちょう)
畑中 宏之氏

一生に一度の成人式を故郷・平内で！
恩師からビデオメッセージも!?
詳細はお問い合わせください。
問 平内町教育委員会 生涯学習課
℡７５５ー２５６５(内343)

・生涯学習情報
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平内町Ｂ&Ｇ海洋センター
７月４日オープン！！

一般公開日のお知らせ

～平内町学校歴史伝承庫～
平内町学校歴史伝承庫を下記のお盆期間に公開いた
します。この期間は、町職員が常駐しますので、ご覧
になりたい方は、お気軽にお越しください。
場 所：平内町学校歴史伝承庫(旧内童子小学校内)
期 間：平成27年８月13日(木)
～15日(土) ９時～15時
お盆期間以外は町職員が常駐しておりませんので、
直接、伝承庫にお出でになってもご覧いただけません。
ご覧になりたい場合は必ずご一報いただき、スケジュー
ルの確認をお願いいたします。
また、学校関係の資料、写真を所有していて、平内
町学校歴史伝承庫に提供していただける方がいらっ
しゃいましたら、教育委員会までご連絡ください。
資料の提供をお待ちしております。
問 平内町教育委員会 学校教育課
℡７５５－２５６５(内344)

防犯相撲大会兼
平内町民相撲大会を開催します

【開館期間】
７月４日(土)～８月23日(日)
※管内小・中学校夏休み前の平日は団体利用のみ
※オープン当日と７月20日(海の日) は無料開放
【開館時間】
午前の部：９時～12時 午後の部：13時～16時
【利用料金】
・幼 児・・・・・・無 料
・高校生以下・・・ ５０円
・一 般・・・・・ １００円
【利用にあたって】
プールの利用時は、必ず水着、水泳帽を着用して
ください。
みんなが楽しく水泳できるよう、プールでは係員
の指示に従いましょう。
【休館予定日】
７月８日・15日・22日・29日
８月５日・12日・13日・14日・15日・19日(定期休館日)
※水温が低い場合、臨時休館あり

第20回防犯少年相撲大会兼第31回平内町民相撲大会
が８月10日(月)町立体育館で開催されます。防犯相撲
大会は今年で20回目を迎えます。
夏休みに日本の国技『相撲』を体験してみませんか？
初心者大歓迎です。まわし締めて、はっけよい、のこっ
た!!団体戦・個人戦・勝抜戦がありますが、個人戦だ
けの参加も出来ます。
お昼には、応援者を含めチャンコ鍋が振る舞われま
す。みんなで食べるぞ!!
賞品も盛りだくさんです。参加をお待ちしています。
問 平内交番(担当 宮崎)
℡７５５ー３１１０
体協相撲クラブ 對馬
℡０９０ー５５９９－４２３９

186
◆一般書◆
①棟方志功の原風景
②過ぎ去りし王国の城
③ラプラスの魔女
④夏の雷音
⑤持たざる者
⑥森は知っている
⑦アンタッチャブル
⑧戦場の聖歌
⑨あなたが消えた夜に
⑩天下 家康伝上・下
⑪火花

長
宮
東
堂
金
吉
馳
森
中
火
又

部
部
野
場
原
田
村
村
坂
吉

日出雄
みゆき
圭 吾
瞬 一
ひとみ
修 一
星 周
誠 一
文 則
雅 志
直 樹

～おはなし会開催のお知らせ～
７月11日(土)10：00～ おはなしコーナー
○７月の休館日

12日・20日・26日

問 平内町B＆G海洋センター(プール)
℡７５５－３５５８
平内町教育委員会 生涯学習課
℡７５５－２５６５(内354)

生涯学習カレンダー

７月

５日(日) ◆町内清掃の日
９日(木) ◆心配ごと相談日(10：00～15：00)
12日(日) ◆町民パークゴルフ大会
18日(土) ◆町民ゲートボール大会
◆平内町地域対抗綱引き大会
19日(日) ◆町民ソフトバレーボール大会
◆家庭の日
21日(火) ◆夏の交通安全県民運動(～31日)
◆町小学校卓球大会
23日(木) ◆人権、行政特設相談日
◆心配ごと相談日(10：00～15：00)
26日(日)

◆第３回夏泊ほたて海道トンネルマラソン大会
◆町民グラウンドゴルフ大会

30日(木) ◆町小学校野球大会
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熱中症を予防しよう！

私達の体は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇
することで体温が外へと逃げる仕組みになっており、
体温調節が自然と行われます。しかし、高温多湿な
環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバ
ランスが崩れて体温調節機能がうまく働かなくなり、
熱中症になることがあります。右表のような症状が
あった場合は、熱中症を疑いましょう。

重症度

熱中症の症状

軽

めまい、失神、大量の発汗
筋肉痛、筋肉の硬直

中

頭痛、気分の不快、吐き気、倦怠感、虚脱感
(体がぐったりする、力が入らないなど)

重

意識障害
（呼びかけに反応がない、応答が異常である）
けいれん、手足の運動障害

～こんな時に熱中症は起こりやすい！～
こんな日は要注意！
・温度が高い日
・湿度が高い日

・かぜが弱い日
・急に暑くなった日

こんな場所は要注意！
・運動場などの屋外
・お風呂場 など

・体育館

※屋外だけでなく、家の中でも室温や湿度が
高いため、熱中症になる場合がありますの
で注意してください。

など

こんな人は要注意！
・高齢者や乳幼児
・二日酔いなど体調の悪い人
・暑さに慣れていない人
・持病のある人
など

～熱中症を防ぐために～
①暑さをさける
帽子をかぶったり、日傘を使うなど直射日光にあ
たらないようにしましょう。また、涼しい日陰を利
用するのも良いでしょう。

②服装を工夫する
襟元や袖口の開いた通気性・吸湿性の良い服を選
びましょう。

③こまめに水分をとる
水分補給は、のどの渇きを感じてからまとめてと
るのではなく、のどの渇きを感じる前にこまめにと
るようにしましょう。大量に汗をかくと汗と一緒に
塩分も失われるため、0.1％程度の塩分が含まれてい
るスポーツ飲料などの水分摂取が勧められています
(ただし、スポーツ飲料は、糖分が多いので飲み過
ぎには注意)。
また、ビールなどアルコールを含む飲料は、かえっ
て体内の水分を出してしまうため、水分補給にはな
らないので注意しましょう。

④エアコンや扇風機を使う
部屋の中に温度計を置いて、温度が上がったらエ
アコンや扇風機を使って室温が28℃を超えないよう
にしましょう。しかし、エアコンの温度設定が低く、
外気温と室温の差が大きいと、体への負担になりま
す。あまり冷やし過ぎないようにして、暑さにも少
し慣れておきましょう。

⑤体調を整える

熱中症対策レシピ
～トマトのさっぱり和風サラダ～
暑くて食欲がない時でもさっぱりと美味しく
いただけます。トマトやきゅうりの夏野菜が体
を冷やしてくれます。高たんぱく質で消化によ
い豆腐を加え、食欲を刺激する香辛料の練りわ
さびがポイントです。ねぎやしそなどの香味野
菜も合います！
材料名
トマト
きゅうり
木綿豆腐
調味料(Ａ)
・めんつゆ
・酢
・オリーブ油
・練りわさび

２人分
１個
２/３本
50ｇ
小さじ２
大さじ１/２
大さじ１/２
小さじ１/２

◆１人分
エネルギー76kcal
塩分0.8g

《作り方》
①トマト…へたをとって乱切り。
きゅうり…乱切りにしてボールに入れ、塩
少々をふって５分ほどおき、水で
サッと洗って水気を軽くしぼる。
豆腐…キッチンペーパーで水気をきった後、
角切りにする。
②ボールにＡの調味料を混ぜ合わせ、①を加え
て全体にあえる。

睡眠不足や風邪気味など体調が悪い時は、炎天下
の外出や作業は控えましょう。
問

役場

健康増進課 健康増進係
℡７５５－２１１４(内138)
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女性必見！
骨粗しょう症を予防しましょう
骨粗しょう症は生活習慣などが原因となり、骨がス
カスカになって骨折しやすくなる病気です。最初は自
覚症状はありませんが、腰
や背中に痛みが生じて医師
の診察を受けてから「骨粗
しょう症」という診断がつ
くこともあります。
ひどくなると骨折を起こ
し、寝たきりの原因となる
場合もある怖い病気と言え
るでしょう。

なぜ骨粗しょう症になるのでしょうか？
骨粗しょう症は骨吸収(古い骨を壊す)と骨形成(新し
い骨を作る)のバランスが崩れることで発症します。特
に女性は閉経後、新しい骨を作ることより、古い骨を
壊す方が優勢となって、骨自体が弱くなってしまいま
す。骨粗しょう症と骨折が起こりやすいのは閉経後の
女性です。50歳以上の３人に１人は骨折の危険性が高い
と言われています。女性は将来にわたり生き生きと自
立した生活を送るためにも早めに骨を丈夫にする行動
をおこしていく必要があります。

藤沢町内会で健康教室を開催
藤沢町内会(伊瀬谷登会長)では、子供からお年寄り
までが生き生きと健康に元気で過ごせる地域づくりを
目指すことを目標に、食育を中心とした健康教室を年
間行事として組み入れ、年６回計画しました。
５月21日(木)には第１回目を開催し、町の保健師・
管理栄養士より町の健康課題について、バランスのよ
い食事内容について学びました。参加者からは「野菜
が足りていないことがわかった、食事はよく噛んで食
べることを意識したい」という感想が聞かれました。
今後は減塩味噌汁の試飲や親子クッキングなども計
画しています。地域みんなで健康づくりを進めていき
たいという熱い思いを感じました。

・健康福祉だより
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6つの法則で骨粗しょう症予防
～できることから実行してみましょう～
①１日３回の食事を欠かさない
食事の回数が減ると骨作りに必要な栄養素を十分に
摂ることが難しくなります。特に１回の食事量が少な
い人は３食必ず食べましょう。

②無理なダイエットはしない
食事量が少なくなるとカルシウムの摂取量も少なく
なります。また痩せすぎると女性ホルモンの分泌が悪
くなりさらに骨量を低下させる危険があります。

③主食・主菜・副菜の３皿をそろえる
骨の代謝にはカルシウムだけでなく様々な栄養素が
関係しています。１日３食主食・主菜・副菜のそろった
バランスの良い食事をこころがけましょう。

④１日１回は牛乳や乳製品を摂る
乳製品は吸収率の高いカルシウムを豊富に含んでい
ます。牛乳が飲めない方は他の乳製品を利用しましょう。

⑤１日30分戸外でウォーキングを
運動は骨に刺激を与えます。紫外線はカルシウムの
吸収を助けるビタミンＤを合成します。

⑥たばこ・お酒・コーヒーの摂りすぎに注意！
ニコチンやアルコール、カフェインなどはカルシウ
ムの吸収を阻害します。

生活習慣病等検診を受診しましょう！
★特定健診結果説明会日程表★
特定健診結果説明会では、食事などの日常生活の
改善点などについて説明しますので、健診を受けた
方は参加してください。
実 施 会 場
狩 場 沢 公 民 館
勤労青少年ホーム(※１)
口 広 コ ミ セ ン
勤労青少年ホーム(※２)

月 日
受付時間
８月３日(月)
８月10日(月)
13：00～15：00
８月21日(金)
８月26日(水)

※１)７月７日実施分
※２)７月28日実施分
健診の結果「精密検査が必要です」と判定された
方は、忘れずに医療機関で検査を受けましょう。

★子宮がん・乳がん検診 骨粗鬆症検診★
今回の検診は、唯一夜間に実施される検診です。
お申し込みが済んでいない方は、早めに連絡をお願
いします。
骨密度検診は、女性で40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳の方(平成28年３月31日現在)が対象になり
ます。この機会にぜひ一度骨密度検診を受けてみま
せんか？

問

役場

健康増進課 健康増進係
℡７５５－２１１４(内138)

実 施 会 場
勤労青少年ホーム
問

役場

月 日
受付時間
８月17日(月) 17：00～18：00
健康増進課 健康増進係
℡７５５－２１１４(内138)
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国民年金保険料免除等の
申請について

後期高齢者医療制度加入の皆様へ
後期高齢者医療被保険者証の一斉更新について
平成27年８月１日は、被保険者証の更新日です。新
しい被保険者証は、７月下旬に役場からの郵送(または
役場窓口でのお引き渡し)となり、有効期限は、平成29
年７月31日までとなります(ただし、保険料の滞納等の
理由により納付相談の必要な方については、有効期限
及び更新時期が異なる場合があります）。
現在お使いの被保険者証は、８月１日以降に役場の
健康増進課窓口に返還してください(郵送による返還も
できます)。
また、被保険者証が交付されたら、記載内容をご確
認いただき、誤りがありましたらお申し出ください。
平成26年中の所得状況等により、８月１日から医療
機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。

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
「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27年７月31日が有効期限ですが、平成26年
中の所得状況等により、平成27年度も引き続き認定さ
れる方には新しい認定証(有効期限は平成28年７月31日
まで)が郵送されますので、更新手続は必要ありません。
平成27年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証
の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と
印鑑を持参の上、手続きしてください。
問 役場

健康増進課 年金後期医療係
℡７５５ー２１１４(内線134)

国民健康保険制度加入の皆様へ
国民健康保険では、世帯の課税状況等により一ヶ月
の医療費の限度額が定められており、入院・外来診療
時の支払いが限度額より高額になりそうな場合、「限
度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減
額認定証」を受付窓口に提示すると、窓口での自己負
担額が限度額までとなり、負担が軽くなることがあり
ます(限度額は世帯の課税状況等により異なります)。
８月から前年の所得状況により負担区分の見直しが
行われることから、認定証が切替になります。既に認
定証の交付を受けている方についても、更新申請をし
てください。

保険料が納め忘れの状態で、万一、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
年金が受けられなくなる場合があります。
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、保険料の納付が免除・猶予となる「保
険料免除制度」や「若年者(30歳未満)納付猶予制度」
がありますので、住民登録をしている市町村役場の国
民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓
口に備え付けてあります。
平成27年度の免除等の受付は平成27年７月１日から
開始され、平成27年７月分から平成28年６月分までの
期間を対象として審査を行います。
また、平成26年４月から法律が改正されて、２年１カ
月前の月分まで遡及して免除申請をすることができる
ようになりました。申請を忘れていたために未納期間
を有している方は市町村役場または年金事務所へご相
談ください。
問 役場

健康増進課 年金後期医療係
℡７５５－２１１４(内線133)
青森年金事務所
℡７３４－７４９５

子育て世帯臨時特例給付金の
申請を忘れずに！！
◆支給対象者
平成27年６月分の児童手当を受給される方
※特例給付を受給される方は、対象となりません。
◆対象児童
支給対象者の平成27年６月分の児童手当の対象と
なる児童
◆支給額
対象児童一人につき3,000円
◆基準日
平成27年５月31日
◆申請方法
支給対象と思われる方には申請書を送付しており
ますので、窓口までお越しください。
平成27年９月30日(水)まで (８：15～17：00受付)
役場１階 福祉介護課福祉係(⑦番窓口)
※公務員の方の場合所属庁より、児童手当の受給状
況の証明をした申請書が交付されますので、期限
内に窓口にて申請を行ってください。
問 役場

申請場所
役場 健康増進課 国民健康保険係
申請手続きに必要なもの
国民健康保険被保険者証、印鑑、
高齢受給者証(70歳以上の方のみ）
※70歳以上の方で、町・県民税課税世帯に属する方に
は、限度額認定証は交付されませんので、申請の必
要はありません。これは高齢受給者証を提示するこ
とにより、限度額の適用を受けることができるため
です。
なお、高額療養費の申請には、領収書が必要になり
ます。大切に保管してください。
問

役場

健康増進課 国民健康保険係
℡７５５－２１１４(内135・136)

福祉介護課 福祉係
℡７５５－２１１４(内151)

☆ 子育て支援センター ☆
７月の行事予定
日

程

７月２日(木)
９：45～11：15

活動・場所
ぴよぴよ絵本サークル

支援センター

内
容
絵本や紙芝居などの
読み聞かせを行います

７月15日(水) 親子ふれあいワーク
９：45～11：15
ひだまり公園

ひだまり公園で遊びましょう
※悪天候時は支援センター

７月24日(金)
９：45～11：15

・保健師来訪
・身体測定

すくすくクラブ
支援センター
問

平内町地域子育て支援センター
℡７５８－１２１４
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平内中央病院からのお知らせ
無料送迎バスをご利用ください！

コース名

平内中央病院では、下記地域を対象に下北交通(株)
バス・病院ワゴン車による無料送迎を行っておりま
す。地域により運行曜日・時間等が異なりますので、
お問い合わせの上、ご利用ください。

経路(往路)

経路(復路)

東田沢漁協前８:10～浅所～
東田沢コース
勝田町～駅通り～役場前～病院８:40

運行曜日

狩場沢コース

唐丸水産前９:00～清水川～浜子
～沼館～駅通り～役場前～病院９:30

病院前
12:10出発

火・金

稲

稲生８:10～茂浦～土屋～中野
～山口～藤沢～病院９：10

病院前
12:00出発

火・金

薬師野９:00～松野木～外童子～
内童子～赤坂台～農協前～病院９:34

病院前
12:10出発

月・水

生コース

薬師野コース

野内畑コース 山本商店前９:15～病院

下北交通(株)

病院前
11:45出発

水

１．職種及び採用人員
・薬剤師(職員)
１ 名
・理学療法士(職員) 若干名
・作業療法士(職員) 若干名
・看護補助員(嘱託職員) 若干名
２．受験資格
・職員は各職種の資格を有する(免許取得見込者
含む)、59歳(採用時)以下の方。
・嘱託職員は、介護福祉士又は介護職員初任者研
修修了者・ホームヘルパー２級以上の資格を有
する方。
３．試験日及び試験場所
申込み後、受験票にてお知らせいたします。
４．試験方法 面接による。

100歳おめでとうございます
田村さん 長寿顕彰式
５月28日(木)、田村キヨさん(中野出身)が満100歳を
迎えられ、入所している蓬田村の玉松ホームにて「百
歳を祝う会」として長寿顕彰式が行われました。
当日は入所者らによるバースデーソングなどのアト
ラクションが行われたほか、町からは顕彰状と記念品、
洋ランの花束を贈呈しました。
温和な性格の田村さんは他の入所者とも仲が良く、
好みの歌をよく口ずさんでいました。入浴することも
大好きで、入浴後はご満悦な笑顔を見せてくれるそう
です。
田村さん、これからも元気にお過ごしください。こ
のたびはおめでとうございました。

病院ワゴン車

金

※休診日(土、日、祝、年末・年始)は運休となります。
※山の手・助白井・野内畑コースは、病院ワゴン車で送迎のため、
連絡がない場合は、運休となります。

平内中央病院の職員を募集しています

考

月

山の手コース 平川９:00～福島～盛田～病院９:15
助白井コース 柴崎義昭様宅前９:15～病院

備

病院前
月・水・木
12:00出発

問 平内中央病院
℡７５５－２１３１

５．受験手続及び申込書提出期限
受験申込書は、平内中央病院で準備していますの
で、必要事項を記入のうえ、提出してください(郵
送可)。
・提出期限：随時
※受付時間は、８時15分から17時までです。
(土・日・祝日を除く)。
６．採用期日及び勤務場所
・採用期日：随時
・勤務場所：平内中央病院
７．給与等
・職員は平内中央病院職員の給与規程等による。
・嘱託職員は、月額135,500円以上、賞与年２回、
健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害保険
加入
問 平内中央病院
℡７５５－２１３１
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暮らしの中の税
『私たちの生活と税金』
国民健康保険税について
私たちが普段、病院などにかかると、かかった医
療費の３割を病院の窓口で支払っていますが、残り
の７割の医療費は、国民健康保険で負担しています。
国民健康保険は、国保の加入者の皆さんが１年間に
かかる総額の医療費を予測し、皆さんが窓口で支払
う一部負担金や国や県からの補助金を差し引いた医
療分と、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療への
支援金と、40歳から65歳未満の介護納付金課税分をあ
わせて国民健康保険税として課税されることになり
ます。
その国民健康保険税の総額は所得割(加入者の所得
に応じて計算)・資産割(加入者の資産に応じて計算)・
均等割(世帯の加入者数に応じて計算)・平等割(世帯員
の加入月数に応じて計算)の４つの項目に分けて算定
して、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税と
して決定しています。
また、医療保険分の課税額が52万円を超えた場合
は52万円、後期高齢者支援金分の課税額が17万円を
超えた場合は17万円、介護保険分の課税額が16万円
を超えた場合は16万円が限度額となり、全体の限度
額は85万円に改正となりました。

所得割
資産割
均等割
平等割
課税限度額
全体限度額

医療分
9.0％
38.3％
25,000円
27,800円
52万円

平成27年度
支援分
3.7％
11.7％
7,900円
8,700円
17万円
85万円

介護分
2.9％
10.0％
8,500円
6,000円
16万円

【国民健康保険税の軽減】
１．所得が一定額以下の世帯については、税負担を軽
くするため、均等割と平等割が次のとおり減額さ
れます。ただし、申告のない方は除かれます。
軽減割合
７割軽減
５割軽減
２割軽減

世帯の総所得金額
所得が33万円以下の世帯
所得が(33万円＋26万円×国保加入者数)
以下の世帯
所得が(33万円＋47万円×国保加入者数)
以下の世帯

２．特定世帯、特定継続世帯に該当する場合、平等割
が減額となります。
・特定世帯…75歳に到達する者が国民健康保険から後
期高齢者医療制度に移行し、世帯の国保加入者が１
人となった月より、医療分、支援分の平等割が５年
間半額となります。
・特定継続世帯…特定世帯の期間を経過した世帯につ
いて、その後の３年間は医療分、支援分の平等割が
４分の３の額となります。
※国保加入者数の増減等、世帯に異動がない場合に限
られます。

【国民健康保険税の納期】
平成27年度の納期限は、次のとおりとなります。
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期

平成27年７月31日(金)
平成27年８月31日(月)
平成27年９月30日(水)
平成27年11月２日(月)
平成27年11月30日(月)
平成27年12月25日(金)
平成28年２月１日(月)
平成28年２月29日(月)

各納期限までの納付をよろしくお願いいたします。
問 役場 税務課 住民税係
℡７５５－２１１５(内線245・246)

不動産取得税の軽減制度
不動産取得税は、家屋を新築・増改築により取得し
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。
住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合等で、
一定の要件に該当すると、申請により不動産取得税が
軽減される制度があります。
詳細はお問い合わせください。
問 東青地域県民局
県税部 課税第二課
℡７３４－９９７３

農地の貸付希望者の受付けと
農地の借受希望者の募集について
県知事から「農地中間管理機構」の指定を受けた(公
社)あおもり農林業支援センターでは、農地を借り受け、
規模拡大する受け手農家に貸し付けを行っています。
農地を貸したい方、借りたい方は役場農政課で申し
込みが必要です。
また、貸したい方は借り手を指定出来ませんが、こ
れまで農作業を委託していた農地については、委託先
の農業者が引き続き耕作出来るようになりました。
平成28年以降単価の下がる協力金もありますのでお
早めにご相談ください。
【機構集積協力金の概要】
・経営転換協力金
◆対象者 ・経営転換する農業者
・リタイアする農業者・農地の相続人
◆要 件 経営している全農地(10aを除く事が可
能)を10年以上受け手に貸し付けられる
こと。
・耕作者集積協力金
◆対象となる農地
・機構が借り受けている農地に隣接する農地
・一連の農作業の継続に支障が生じない２筆
以上の隣接等
◆要 件
対象農地を10年以上受け手に貸し付けられる
こと。
問 役場

農政課 農業振興係
℡７５５－２１１７(内253・260)

Ｈ27・７月号「第673号」
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今月のお知らせ
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わんこホタテ世界大会！？
ひらないまつり開催
体験型イベントとして約１か月間、週末ごとに様々
な催しが企画され開催された「ひらないの春まつり」
のラストを飾る「ひらないまつり」が５月31日(日)、
夜越山スキー場にて開催されました。
当日は朝からの雨で関係者を悩ませましたが、まつ
りの開始とともに雨も上がり、ホタテの枚数当てや、
青竹をつないだ本格的な流しそうめんなど趣向を凝ら
したアトラクションに多くの来場者で賑わいました。
なかでも、「世界選手権」を冠した「わんこホタテ」
では流暢な平内弁を話す自称アメリカ人・フランス人
らの出場もあり、出場者や観客も一体になり大盛り上
がり。競技の結果、計64枚(128個)を食べた野辺地町の
田中優史さんが初代世界チャンピオンに輝きました。
遠くは秋田県からの出場もあり平内産ホタテをＰＲす
る新たな催しとして定着しそうです。

・今月のお知らせ・ＮＥＷＳ
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三津谷氏、後藤氏へ感謝状
青森地区人権擁護推進部会平内支部で多年に渡り活
躍されている人権擁護委員の三津谷志津子氏が仙台法
務局長表彰を、また後藤雅之氏が青森地方法務局長表
彰を受賞し、５月14日(木)に青森地方法務局において、
青森地方法務局長より感謝状の伝達式がありました。
当日は船橋町長も同席し、「今後とも地域の中で人
権思想を広め、人権侵害・問題が起こらないよう町民
を見守り、人権擁護の普及に努めてください」とねぎ
らいの言葉がありました。
両氏におかれましては、これまでの功績に敬意を表
すとともに、今後さらなるご活躍を期待いたします。

夜越山森林公園サボテン・洋ラン園
入園料改定のお知らせ
サボテン・洋ラン園では、燃料高騰などにより入園
料の改定を行うことといたしました。皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
平成27年７月１日より
大 人 300円 ⇒ 500円
(※小人は従来通り150円に据え置き)
団体料金は50円引き(15名以上)

映画上映「特集・北野武／成瀬巳喜男」

問 夜越山森林公園事務所
℡７５５－２６６３

青森県立美術館では、「特集・北野武／成瀬巳喜男」
と題し北野・成瀬両監督の名作を全11作品上映します。
◆上映日・上映作品
７月４日(土)・５日(日)
「キッズ・リターン」「菊次郎の夏」
７月11日(土)・12日(日)
「その男、凶暴につき」「ソナチネ」
７月18日(土)・19日(日)
「HANA-BI」「Dolls <ドールズ>」
「それぞれのシネマ」
７月24日(金)～26日(日)
「めし」「おかあさん」「浮雲」「乱れ雲」
◆会場：青森県立美術館シアター
◆前売料金：通し券4,000円など
(各作品の券もございます)
※各作品の料金・チケット購入方法・上映時間など、
詳細はお問い合わせください。
問 青森県立美術館 映画事務局
℡７８３－５２４３

下水道加入のお問い合わせは

職業訓練を支援しています
職業訓練制度説明会
◆場所
◆内容
◆申込

ポリテクセンターあおもり
(ハローワーク青森斜め向かい)
求職者が無料で受けられる職業訓練の説明会
直接会場へお越しください

開催予定日

開催時間

内

容

７月28日(火)
８月25日(火)

14：00～16：00

①制度説明
②訓練内容説明

９月24日(木)
問 ハローワーク青森 訓練担当
℡７７６－１５６１(42#)

役場地域整備課へ(℡755-2116)
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おうちで１ヶ月間節電して
地球にいいことしませんか？

生活困窮者自立相談窓口のご案内
「お金が無くてこれからの生活が心配」
「障がいがあるけど自立したい」
「いろいろ悩みごとがあるけど、
どこに相談していいかわからない」
このように様々な理由により生活にお困りの皆さ
ん、一人で悩まずに「東地域自立相談窓口」にご相談
ください。あなたと一緒に考え、あなたに寄り添いな
がらサポートいたします。
◆相談受付 月曜～金曜 ９：00～17：00
(土日・祝日・年末年始を除く)
◆相談場所 東地域自立相談窓口
(県民福祉プラザ２階)
◆連絡先
東地域自立相談窓口
℡７５２－１８８８
相談専用フリーダイヤル
℡０８００－８００－７１１４
(FAX兼用)
Ｅ-mail： higashi@aosyakyo.or.jp

『うちエコいいね！節電チャレンジ2015夏』
参加者募集！
【応募条件】
７月・８月・９月の間、電気使用量が前年同月より
削減されていること。
【応募方法】
「電気使用量のお知らせ」(検針票)の原本または写し
を、応募チラシを使った封筒にいれて送付して下さ
い。応募は、１ヶ月分を１口として、最大３ヶ月分
ご応募できます。
【プレゼント】
抽選で100名様にカーボンオフセット付クオカード
1,000円分をプレゼント！
【応募〆切】
10月30日(金)まで(当日消印有効)
※詳しい応募方法は県庁HPで
『節電チャレンジ』を検索してください。
問

ひらない朝野球リーグ開幕

NPO法人青森県環境パートナーシップセンター
TEL ７２１ー２４８０

今年度より青森県朝野球連盟へ復帰した「平内支部」
の朝野球がこのほど開幕しました。
今年度は、４チームの参加と少しさみしいですが、
県大会出場を目指し、お互いに声を掛け合いながら試
合を楽しんでおりました。

電気保安協会からのお願い

月受付分

５

戸籍の窓口 （
（

人口と世帯

男 … 5,683 人 ( － ６人 )
女 … 6,178 人 ( － 12 人 )
計 … 11,861 人 ( － 18 人 )
世帯数…5,111 世帯 ( ＋ ６)
平成 27 年６月１日現在
( ) は、前月との比較
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マイナンバー(個人番号)制度が始まります

戦没者遺児の皆様へ

国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税
番号制度が導入されます。平成27年10月より、マイナ
ンバーを１人ひとりにお届けします。平成28年１月か
ら社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始ま
りますので、大切にしてください。

慰霊友好親善事業の参加者募集のお知らせ
(財)日本遺族会では「戦没者遺児による慰霊友好親
善事業」への参加者を募集しています。
この事業は、先の大戦において父等を国に捧げた戦
没者の遺児が、父等の戦没した旧戦域に赴き慰霊追悼
を行うとともに、現地の方々との友好親善を深めるこ
とを目的としたものです。
なお、本事業は戦没者遺児を対象としたものであり、
それ以外の方は参加できませんのでご了承ください。
詳細はお問い合わせください。

マイナンバー、３つのメリット
①行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削
減され、手続きがスムーズになります。
②国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付
を省略できるようになります。

問 (財)日本遺族会事務局
℡０３－３２６１－５５２１

③公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやす
くなり、不正受給を防止できます。

街路灯ＬＥＤ化事業のお知らせ
平内町商工会では、商店街街路灯の老朽化に伴い、
街路灯のＬＥＤ化を実施いたします。
現在、既設街路灯の撤去を開始しており、徐々にＬ
ＥＤ街路灯を設置し８月中旬をめどに完了の予定と
なっております。
期間中は、周辺の皆さんにご不便ご迷惑をおかけい
たしますが、ご理解とご協力をお願いします。

マイナンバー制度のお問い合わせは
マイナンバーコールセンターまで
℡０５７０－２０－０１７８
マイナンバー(個人番号)は、法律で定められた目的
以外での使用、他人への提供が禁じられています。

学生募集のお知らせ(10月入学)

問 平内町商工会
℡７５５－３２５４

放送大学では、平成27年度第２学期(10月入学)の学
生を募集しています。
放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用
して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、幅広い分野を学べます。
出願期間は９月20日まで。資料を無料で差し上げて
います。お気軽にお問い合わせください。放送大学ホー
ムページでも受け付けております。

北国の春はこたつでひなまつり

ポケットに入れてる愚痴が重くなる

母さんの財布お守り多すぎる

水仙は気温気にして伸び切れず

胸のうち言わずに置けぬ馬鹿なたち

金にこき使われて夜の足を揉む

僕らしく生きて足らないことばかり

サイフなど持たない主義で金もない

沼 山
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海音寺
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船 橋 久

男

つ る

ふるさとの川は語り部更衣

佐々木 定

み

バーゲンへハイヤー呼んで待っている 荒 田

緑陰の風吹き抜ける句碑の海

浜 田 き

平内いきいき健康館よごしやま温泉

川柳ひらない

更衣少年少女早足に

八 桁 しづゑ

岡 本 みどり

子

緑陰や牛いっせいにこっち向く

つきものを落とすが如し更衣

藤 田 友

悦

須 藤 千和子

郭公や失くせしボール草むらに

亀 田

緑陰に缶コーヒーと外務員

天守閣雨に煙りて花は葉に

絲

平内花椿会

高 松 遊

芸

花芥子やだれも遊んでくれない日

文

問 放送大学青森学習センター
℡０１７２－３８－０５００
八戸サテライトスペース
℡０１７８－７０－１６６３

７月の臨時休館日は２日(木)・15日(水)・29日(水)
～毎月１日・16日は９時から入浴できます～

ひらない
No.673

土の匂い、感触。
歓声に包まれて
田植え体験

２０１5

Ｊuly

５月28日(木)、小湊小学校(沼田礼一校長)の４～６年生
の児童139名が、細川富政さん(新生町)所有の約５ａの水
田にて田植えの体験学習を行いました。毎年恒例となっ
た田植えの体験学習は、町農業経営者協議会(片山幸博会
長)、農業委員会(小形輝生会長)より苗の提供やほ場の準
備などの協力を得て、実施されました。
東青地域県民局の齋藤副室長より米作りや苗の植え方
を教わった後、児童たちは裸足になり、おそるおそる水
田の中へ入っていきました。慣れない泥に悪戦苦闘しな
がらも大きな声をあげ、泥だらけになるのも気にせずに
一生懸命もち米の苗を植えていきました。
山口小学校の田植え体験ではカエル
や虫などを捕まえて楽しむ場面も!?

「楽しい！」、「気持ちいい！」など大きな
歓声があがった小湊小学校の田植え体験

５月29日(金)には、山口小学校(今寿彰校長)でも５学
年の児童16名が田植え体験を行いました。
木村良一さん(小豆沢)の協力で行われる田植え体験は
今年で２度目。16名で植えるには広すぎるかと思われま
したが、児童らは初体験ながらも器用に作業を進め、約
40分で水田一面にきれいに苗の列を描きました。
今回初めて田植えを経験した児童からは、「田植え作
業は腰が疲れて大変だった」、「農家さんが一生懸命作っ
ていることを学べたので、これからはご飯を味わって食
べる」との声が聞こえました。この日植えられた苗は秋
に収穫を迎え、児童らがおにぎりにして味わう予定です。

『わたしの好きなひらない』
◇投稿者
石川 裕佳さん(平内町商工会)
◇撮影場所
小湊駅前花壇
◇投稿者より◇
平内町を訪れる方々をきれいな
花でおもてなししようと、商工会
女性部で小湊駅前の花壇整備を行
いました。
黄色とオレンジのマリーゴール
ド400ポッドで彩った花壇で、小湊
駅の利用者へ「ようこそ」、
「いっ
てらっしゃい」、「おかえり」とい
う気持ちを伝えられたらと思いま
す。忙しくて疲れた時にはぜひ足
を止めてご覧になってください。

写真をお待ちしております
住所、氏名、電話番号をお書きのうえ、Ｅメールで送信
するか、郵送または役場企画政策課へ直接持参ください。

問 役場

企画政策課 広報統計係
℡７５５ー２１１１(内線231)
メール kouhoutoukei@town.hiranai.aomori.jp
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