
 

【11月13日（日)　おさかなまつり（手づくりどうふの店）】

　　佐井小学校３年生が春から大豆を栽培し、正村食品のご
　　協力で製品になった「とうふ」や「おから」を販売しま
　　した。売上金の一部は東日本大震災で被災した学校へ届
　　けられる予定です。
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おさかなまつり大盛況 !

うさぎ組

　11月13日（日）、アルサス活性化協議会主催による「おさかなまつり」が開催されました。当日は各種
特価販売コーナーのほか、じゃっぱ汁の無料提供、おさかなクイズなど大勢の来場者でにぎわいました。

《　もちまき　》

《　じゃっぱ汁無料提供　》《　鮮魚販売コーナー　》

実証実験！わかめオーナー制度

“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト協議会

おさかなまつりで「軽トラ市」を行いました

《　おさかなクイズ　》
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実証実験！わかめオーナー制度

“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト協議会

　11月３日（木）、平成24年度からの本格実施に向けて、養殖わかめの産地直送や種付け・収穫体験作業
などのサービス（有料）を提供する「弁天わかめオーナー制度」を試験的に佐井漁港内（漁協荷捌所周辺）
で行いました。
　当日は好天に恵まれ、わかめオーナー、佐井小学校５年生など約60人が参加し、わかめの胞子が付着し
たひもを長さ100ｍ程度のロープに巻き付ける「種付け」などを行い、慣れない作業に戸惑いながらも作
業を楽しんでいました。
　来年４月頃には、大きく生長したわかめを刈り取る収穫体験作業を予定しています。

《　種付け体験作業　》 《　参加者に、わかめの種付け作業を教える和田和彦さん（右）　》

　11月13日（日）、“Sai”ツーリズム構築に向けた取り組みの一つとして、アルサスで開催された「おさか
なまつり」で、地元産の鮮魚や野菜などを売る「軽トラ市」を行い、大勢の買い物客でにぎわいました。
　協議会では、今後も“Sai”ツーリズム構築に向けた取り組みを進めていきます。

おさかなまつりで「軽トラ市」を行いました

《　軽トラ市コーナー（鮮魚・水産加工品）　》《　軽トラ市コーナー（野菜）　》



響け僕らの鼓動　～輝く明日に向かって～
福浦小中学校学芸会　１０月２２日（土）

①オープニング：子ども神楽　　②あいさつ：はじめのあいさつ　　③体操：アイーダ　アイダ
④遊戯：It’s　a　star　world　　⑤劇：三年とうげのあまのじゃく　　⑥劇：雪あな
⑦エンディング（全校合唱）：響け僕らの鼓動
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　①　全校　　子ども神楽 　②　小２ ・ ３年　　あいさつ

　③　小４ ・ ５年　　体操 　④　小２ ・ ３年　　遊戯

　⑤　小学生全員　　劇 　⑥　中学生全員　　劇

　⑦　全校合唱　　



響　～ぼくらのがんばりをみんなに伝えよう～
牛滝小中学校学芸会　１０月２２日（土）

①あいさつ：歓迎のあいさつ　　②発表：未来の牛滝を守るために　　③お話：話ずきなとのさま
④表現：LOVE牛滝　＆　COME　ON！　TO　THE　USHITAKILAND　　⑤発表：伝記ガール現る！
　～　一休さんの生涯　～　　⑥演劇：星の森
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　①　小２ ・ ４年　　あいさつ 　②　小４ ・中１年　発表 　③　小２年　　お話

　⑤　小４ ・ ６年　　発表　④　全校　　表現

　⑥　全校　　演劇



①ゆうぎ：サンサンたいそう　　②ゆうぎ：仮面ライダーオーズ　　③劇あそび：うらしまたろう
④ゆうぎ：まほうのドレス　　⑤歌・手遊び：ぴよぴよ合唱団♪　　⑥伝統芸能：こども神楽
⑦ゆうぎ：オトメロディー　　⑧ゆうぎ：ワンピース「ウィ－アー」　　⑨合唱：夢をかなえてドラえもん

保 育 所 発 表 会 　１１月１２日（土）
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　①　０ ・ １歳児　　ゆうぎ 　②　３歳児　　ゆうぎ

　⑧　４歳児　　ゆうぎ 　⑨　3 ・ 4 ・ 5歳児　　合唱

　③　５歳児　　劇あそび 　④　４歳児　　ゆうぎ

　⑤　２歳児　　歌 ・ 手遊び ⑥　５歳児　伝統芸能 　⑦　３歳児　　ゆうぎ



駐在日誌　～管内事件・事故発生状況～
１０月　【事　件】小火（福浦）、器物損壊（古佐井大町）、部品盗（佐井漁港）
　　　　【事　故】人身事故２件（糠森・大佐井仲町）

事件・事故には遭わないよう、起こさないよう、みんなで気をつけましょう。

夜間の外出時は、明るい色の服装で反射材着用を！
　青森県警察本部では、平成２３年中の交通事故死者数を４９人以下に抑えることを目標に掲げ、高
齢者などへの交通事故防止抑止活動の一環として、反射材用品着用などの啓発発動を推進しています。
高齢者に限らずみんなで反射材を着用し、交通事故防止に努めましょう。
　また、１２月は何かと飲酒の機会も多くなります。青森県の飲酒運転事故死亡増加率は全国ワース
ト２位です。飲んだら運転を「しない！」「させない！」を守りましょう。

※�１０月１４日（金）、アルサスで行われた第３８回青森県交通安全母の会連合会「むつ・下北ブロッ
ク研修会」で、佐井村交通安全母の会初代会長から作文発表をした児童・生徒へノートの寄贈があ
りました。ありがとうございました。

昨

、

年末年始の犯罪・事故を防止しよう！
　青森県警察では、１２月１日（木）から翌年の１月５日（木）までの間、「年末年始特別警戒活
動」を実施します。年末年始は仕事納めや年越しの準備、忘年会、正月の準備、新年会、仕事始め
など、行事が立て込んで慌ただしいものです。忙しさから家や車の施錠を怠って盗難被害に遭った
り、ちょっとした油断から事故に巻き込まれたりする恐れがあります。事件、事故に遭わないため
に、以下のことに注意してください。
◎強盗対策
　年末は金融機関やコンビニエンスストアなど、現金を扱う店舗がねらわれやすいことから、事業
所のみなさんは、店舗内外の見回りによる警戒、防犯カメラなど防犯機器の整備・点検、お客さん
への積極的な声かけなどを行い、防犯体制を強化しましょう。
◎空き巣などの盗難対策
　年末年始は出かける機会が増え、家を留守にしがちです。お出かけの際は確実に鍵をかけ、不在
にすることを隣近所に伝えましょう。
◎振り込め詐欺などの被害対策
　最近は息子をかたって現金を振り込ませる、オレオレ詐欺や、「必ずもうかる」と社債、未公開株、
外国通貨などの購入名目に現金を振り込ませる詐欺が増えています。不審に思ったら家族や警察に
相談しましょう。

　１０月中は、福浦で住宅の板塀を焼くボヤがあり、糠森と大佐井仲町で人身事故が連続発生していま

す。また、古佐井大町の旧民宿の玄関引戸のガラスが壊され、佐井漁港に係留中の漁船からは、集魚灯

が盗難に遭うなど事件・事故が多発しています。

◆車を運転する方は、交通ルールを守り事故防止に努めましょう。

◆事件に関して、不審な車（者）を見たり聞いたりした場合は、ご連絡をお願いします。

●駐在メモ

交 母 だ よ り 佐　　井　　村
交通安全母の会

☎38２２１８
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みんなで続けていこう！交通死亡事故ゼロ次の目標は５００日
記　録３９３日（１２/１現在）



　　 

佐井村小学生お話大会

　１０月２７日（木）、佐井小学校で佐井村小学生お話大会が開催されました。
　童話・物語の部では、怖いもの自慢を逆手に取った松っつぁんが大好きなまんじゅうにありつ
いた民話を愉快に発表した佐井小３年の滝本雄磨君が、生活経験の部では、暑い夏の一日、父の
仕事の手伝いをしたことで、父への思いや家族の大切さ、働く意義など感じたことを述べた福浦
小５年の田中真歩さんが最優秀賞に輝きました。
　また、お話大会終了後に全員で合唱、じゃんけんジェンカや猛獣狩り（仲間づくりゲーム）で
交流を深め、福浦・牛滝小の児童が帰る際、佐井小児童はいつまでも手を振り、別れを惜しんで
いました。

校内駅伝大会

童話・物語の部
　最優秀賞　まんじゅうこわい　　　　佐井小３年　滝本　雄磨
　優�秀�賞　じごくのそうべえ　　　　福浦小３年　田中　雅志
　優�良�賞　ぎんいろのねこ　　　　　佐井小２年　七戸　文寧
　　　　　　ぞうのはなはなぜながい　佐井小１年　小笠原　星
　　　　　　話ずきなとのさま　　　　牛滝小２年　長谷川航太
生活経験の部
　最優秀賞　とびきりの笑顔　　　　　福浦小５年　田中　真歩
　優�秀�賞　グッバイ！　　　　　　　佐井小６年　田名部岳春
　優�良�賞　私のできること　　　　　佐井小５年　石黒　晴奈
　　　　　　震災から学んだこと　　　牛滝小６年　濱野　志織
　　　　　　思い出の初勝利　　　　　佐井小４年　加藤　実花

　１１月２日（水）、佐井小学
校で校内駅伝大会が開催され
ました。
　この日に向けて朝マラソン
に取り組んだり、チームごと
に集まって走る練習をしたり、
努力を積み重ねてきた児童は、
全チームが最後の走者までた
すきをつなぎ、みんなで走る
楽しさを実感しました。
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育教 委 員 会 だ よ り



　

　

冬に多い病気とは・・・

　これから寒さが増してくる冬。「寒さ」と「空気の乾燥」からくる体の影響を知り、健康管理に
気をつけましょう。

✽冬場は心臓病に要注意
　　心臓病の発症や悪化は、夏の熱帯夜を除けば、大半が 12月から 3月に集中しています。
　　寒さに対して体温を上げなければならないので、心臓にかかる負担がほかの季節より大きく
　なるからです。

✽狭心症・心筋梗塞の症状
　　狭心症は、「胸が締めつけられるように痛くなる」「動悸（どうき）や息切れがする」などの
　症状で、安静にしていると 20分以内に痛みが治ります。
　　心筋梗塞は、「鉛の塊を乗せたような重苦しい痛み」「焼きつくような激しい痛み」の症状で、
　20分以上続くのが特徴です。心臓以外にも背中や首、肩、歯、胃などが痛むこともあります。

✽空気の乾燥に注意
　　　冬の乾燥は、鼻・のど・気管・目などの潤いを失わせて、粘膜組織の
　抵抗力を弱めてしまいます。冬にインフルエンザが流行するのは、この
　理由によるものです。鼻や咽頭（いんとう）・気管の粘膜が十分体液で潤っ
　ていれば、ちょっとしたウイルスや細菌などは受けつけないものです。
　　急激な温度変化を避けて、身体の負担を少なくするとともに、マスク
　やうがいなどで粘膜の乾燥を防ぎましょう。

✽インフルエンザにかかったとき、特に気をつけることは？
　　「他の人にうつさない」ことが大事です。同居している家族や、特に重症になりやすいお年寄
　りなどになるべく接触しないように心がけ、患者さんはできるだけ他の家族と離れて静養しま
　しょう。
　・感染予防のため、１時間に１回程度、短時間でも部
　　屋の換気を心がけましょう
　・せきが出るときは、マスクをつけましょう
　・家族が患者さんと接する時には念のためマスクを着
　　用し、お世話のあとはこまめに手を洗いましょう
　・熱が下がったあとも、２日程度は他の人にうつす可
　　能性があります。熱が下がり症状が治まっても２日
　　は自宅療養することが望ましいでしょう。

　　健康で過ごすためには、日頃の心がけが肝心です。万全の対策で、冬の暮らしを楽しみたいで
すね。

▲インフルエンザ予防接種
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保 健 師 だ よ り



住民福祉課から

年金制度が改正されます！

　　　平成２４年秋（予定）から３年間に限り
納付可能期間を１０年間に延長します

　　　

                                                   

　　
� 【お問合せ】 むつ年金事務所（国民年金課）　
� 住民・環境部門　担当：七戸　　　

村県民税（４期）、固定資産税（４期）の納期は、１２月２６日（月）です。
介護保険料（４期）の納期は、１２月２８日（水）です。忘れずに納入しましょう！

※諸事情により、納期ごとの支払いが困難な方は、分割による支払いも可能です。
お気軽に住民福祉課　税務・国保部門までご相談ください。

　住民のみなさんが、毎日の暮らしの中で、暴行、虐待、差別待遇、偏見を受けた場合、また、
親子、夫婦、相続、借家、名誉などの個々の人権問題にも対応しますので、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。

特別人権相談所開設のお知らせ　～１２月４日から１０日まで「第６３回人権週間」～

○国民年金保険料の納め忘れがあるみなさんへ

●現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去２年分までですが、この制度の
　施行日（※）から３年間に限り、過去１０年分まで遡って納められるようになります。
　※平成２４年１０月１日までの政令で定める日（追ってお知らせします）
　（注）老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。
●３年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。

◎平成２３年度啓発活動重点目標
「みんなで築こう　人権の世紀　～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心」

 ○子どもの人権１１０番　　　☎０１２０－００７－１１０
� ○女性の人権ホットライン　　☎０５７０－０７０－８１０
� ○青森地方法務局むつ支局　　☎２３－３２０２　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問合せ】住民・環境部門　担当：品田

 

 

　毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。
　納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります
ので、滞納のないようお願いします。

●日　　　時　　１２月５日（月）　午前１０時から午後３時まで
●場　　　所　　アルサス２階会議室　　　
●相談担当者　　佐井村人権擁護委員（法務大臣が委嘱）
　　　　　　　　佐々木寛昭　佐井字古佐井２５－３　☎３８－２２７６
　　　　　　　　田中　豊衛　長後字福浦川目１００　☎３８－５１３０
　　　　　　　　東出　竹子　佐井字磯谷２０９　　　☎３８－２０９６
また、下記のところでも受け付けていますので、ご相談ください。

国 民 年 金 だ よ り むつ年金事務所
☎22－2278
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「年末・年始火災特別警戒」
　今年も残すところわずかとなりました。これからは、寒さが厳
しくなり空気も乾燥してきます。
　寒くなるにつれ家庭や職場などで、石油ストーブやこたつ、ファ
ンヒーターなどの電気機械や火を取り扱う機会が増えてきます。
　また、年末の慌ただしさから火に対する注意がおろそかになり、
火災発生の危険も一段と大きくなります。
　みなさん、火を使ったあとやお出かけ前、就寝前には火の元を
もう一度確認し、よい年を迎えましょう。

　※年末・年始は、帰省しているご家族・ご親戚の車の路上駐車による道路の混雑が考えられます。
　　緊急車両の通行の妨げにならない場所へ駐車してくださるようご協力をお願いします。

 

年末・年始を迎えるにあたり！
　これからの年末・年始になるといろいろな物を食べる機会が多くなります。
　その際、なにか喉に物が詰まった場合の対処法について触れてみたいと思います。
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で・き・ご・と

　１０月２７日（木）、むつグランドホテルで「第５０回
青森県統計大会」が開催され、新田眞紀子さんが統計功労
者表彰を受賞されました。
　残念ながら都合により表彰式に出席できなかったため、
後日、村長から表彰状を受け取りました。
　この表彰は、長年の調査員活動において、統計思想の普
及や他の模範となる功績が認められたものです。

青森県統計協会会長表彰

　１１月１日（火）、青森海上保安部で「１４３周年灯台
記念日表彰式」が行われ、佐井村漁業協同組合が海上保安
庁長官表彰を受賞されました。
　この表彰は、牛滝港西防波堤灯台ほか１基の灯火監視協
力者として、２０年にわたり献身的に灯火の監視に従事す
るなど、航行援助業務の推進に寄与し、その功績が認めら
れたものです。

海上保安庁長官表彰

長寿を祝い　～佐井村敬老会～
　１１月１日（火）、アルサス
しおさいホールで佐井村敬老会
を開催し、８２名の方が参加し
ました。
　当日は、佐井村保育所児童に
よる御神楽や元気いっぱいの踊
り、佐井婦人会による余興や参
加者のカラオケなど、和やかな
雰囲気の中楽しい一日を過ごし
ました。

県税納税表彰
　１１月１５日（火）、ラ・プラス青い森で平成２３年度
県税納税表彰式が開催され、金澤文雄さんが県税納税知事
表彰を受賞されました。
　金澤さんは昭和５６年から川原町第２納税貯蓄組合長と
して収納率の向上や納期内納付に寄与されてきたほか、平
成２１年からは佐井村納税貯蓄組合連合会副会長の要職に
あり、組合の育成指導および納税意識の高揚に貢献された
功績により表彰されました。
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で・き・ご・と

県税納税表彰

風力発電の勉強をしてきました！！
　１０月１５日（土）、佐井小学校５・６年生とその保護者を対象にして、風力発電に関する普及・
啓発活動として「新エネルギーに関する説明会」が開催されました。
　当日は、アルサスでさくら風力株式会社の担当者から「新エネルギーと風力発電」について
説明していただき、児童や保護者からはエネルギーの仕組みや環境についてたくさんの質問が
ありました。
　その後、会場を佐井風力発電所（原田地区内）に移して、風車の中を見学し、構造の説明を
受けましたが、児童たちは風車の仕組みに興味津々でした。また、見上げるように高い風車で
すが、その回りを手をつないで囲んでみたら、思ったより大きい風車にびっくりしていました。

平成２３年度青森県高齢者知事顕彰受章
　青森県高齢者知事顕彰は、長年にわたり社会の発展に寄与してきた長寿者およびスポーツ・
文化などを通じて高齢者の健康づくりや生きがいづくりに希望を与えた高齢者に対し、知事が
その功績を顕彰するものです。
　今年度は、１００歳到達者に宮野みんさん、満８８歳以上となる夫婦に中村栄吉さん・ゑみ
さん夫妻、竹内勇吉さん・米子さん夫妻の２組が該当し、受章されました。

◎長生きの秘訣は？
　好き嫌いなく何でも食べること
◎好きな食べ物は？
　栄吉さん：魚、野菜何でもよく食べる
　　　　　　お酒が大好き
　ゑみさん：特にないが、何でもよく食べる

◎長生きの秘訣は？
　適度な運動をし、気持ちを若く持つこと
◎好きな食べ物は？
　勇吉さん：果物
　米子さん：漬物

《　中村夫妻　》 《　竹内夫妻　》
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で・き・ご・と
　　 佐井の温かさを首都圏に！　～大型ビジョン放映用ＣＭ制作～

この度、サントリー食品インターナショナル株式会社
から、備蓄用飲料水として「ＰＥＴボトル飲料水５００
ｍｌ」１００８ケース（１ケース２４本入り）の無償提
供がありました。今回提供いただいた飲料水は、各家庭
に配布し、備蓄用として活用させていただく予定です。
ありがとうございました。

　　　　　　備蓄用飲料水が贈呈されました

　首都圏の駅構内や駅近隣のビルなどに設置されている大型ビジョンで放映するＣＭ撮影のた
め、女優の猪股南さんらが当村を訪れました。出演者全員が青森県出身者ということもあり、
ご協力いただいた住民のみなさんとも楽しい雰囲気の中で撮影が行われました。

　出演者は看護師を目指す主人公（猪股さん）、漁師の父
（鈴木さん）、民宿を切り盛りする母（麻生さん）、観光船
会社で働く兄（横山さん）という佐井村をイメージできる
家族構成とし、上京した主人公の望郷の思いや家族の触れ
合いを描きながら、仏ヶ浦などの観光資源、三上剛太郎や
歌舞伎などの歴史・文化を紹介します。

２００９年、太宰治生誕１００年記念公演「津軽」で
の熱演が注目を浴びる。来年公開予定の映画「この空
の花－長岡花火物語」( 大林宣彦監督・松雪泰子主演 )
のヒロインに抜擢された新進女優。

青森県を拠点にテレビ・ラジオ・
ＣＭ・イベントなどで活躍する
ローカルタレント。ステージで
は得意の話芸の他、津軽三味線
やマジックもできる我が佐井村
の観光ＰＲ大使。

東京の広告代理店勤務時代、オ
ーディションに合格し、ドラ
マ「はぐれ刑事純情派」挿入歌、
堀内孝雄作曲の「恋唄綴り」で
歌手デビュー。音楽活動の他、
ラジオなどでも活躍。

ドラマ「３年Ｂ組金八先生」に
出演する津軽訛りの大森巡査役
はあまりにも有名。映画・ドラ
マなど数多くの作品に出演する
傍らバラエティ番組でも活躍。

▲鈴木　正幸
　弘前市出身《旧相馬村》

▲麻生　しおり
　青森市出身

▲横山　ひでき
　中泊町出身《旧中里町》

▶猪股　南（いのまた　みなみ）　弘前市出身
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お知らせ

個人住民税徴収確保対策の取り組みについて
　個人住民税（個人市町村民税・個人県民税）は、市町村が課税と徴収を行い、地域の行政サ
ービスを支える貴重な自主財源となっています。
　個人住民税を確保するため、県は市町村と「協働」して、さまざまな徴収対策に取り組んで
います。
○共同催告・共同徴収
　　納期限までに納付できなかった方々に対して、県と市町村が共同で文書催告や自宅訪問を
　行っています。
○徴収引継
　　県が市町村から徴収に関する権限を引継し、市町村に代わって県が直接徴収しています。
○徴収支援チーム
　　県と市町村の職員が相互に身分を併任し、個人住民税を中心とした市町村税の滞納整理に
　当たっています。
　　　　　　【お問合せ】下北地域県民局県税部納税管理課　☎２２－８５８１（内線２１１）

　虐待は子どもの心身の発達に大きな影響を与え、社会全体で解決しなければならない重要な
問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときやご自身が出産や子育てに悩んだと
きは、ためらわず連絡してください。
○連絡は匿名でも受け付けており、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
○連絡により、虐待を行っている保護者への支援にもつながります。
○連絡を受けた場合は、さまざまな関係機関からなるネットワークが連携・協力をしながら虐
　待を受けた子どもを守っていきます。
※子どもの虐待についての連絡・相談は、市町村が窓口になっています。
　または、最寄りの児童相談所にご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問合せ】福祉・健康づくり部門　担当：中村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むつ児童相談所　☎２３－５９７５

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給しています。
●対象者
旧ソ連邦またはモンゴル国の地域における戦後強制抑留者で、平成２２年６月１６日に日

本国籍を有するご存命の方です。
（特別措置法施行日（平成２２年６月１６日）以降に亡くなられた方の相続人は請求できますが、
施行日前に亡くなられた方のご遺族などは、対象となっていません。）
●請求受付期間
　平成２４年３月３１日です。
まだ請求されていない方はお急ぎください。請求期間内に特別給付金の支給の申請をしな
かった場合には支給されません。

●請求書をお持ちでない方
当基金から請求書類をお送りしますので、至急、当基金にお電話ください。
※既に特別給付金を支給された方は、再度の請求はできません。

戦後強制抑留者のみなさんへ

【お問合せ】独立行政法人平和祈念事業特別基金　事業部特別給付金認定担当
　　　　　☎０５７０－０５９－２０４（ナビダイヤル）
　　　　　☎０３－５８６０－２７４８（ＩＰ電話、ＰＨＳ）
　　　　　受付時間　平日　午前９時～午後６時（土曜、日曜、祝日はご利用いただけません）

虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは
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お知らせ

～家きんを飼養しているみなさんへ～　家畜伝染病予防法が改正されました

－飼養衛生管理基準の見直しと早期通報の徹底－
　鳥インフルエンザの発生を踏まえ、｢発生の予防｣ と ｢早
期発見・通報｣ が徹底されるよう、家畜伝染病予防法が大き
く見直されました。少羽数飼養者でも家畜伝染病が発生し、
一般農家が飼養する家きんへまん延させるリスクがありま
す。そのため、家きん飼養者は、飼養羽数の多い少ないに関
わらず、飼養衛生管理基準に基づく管理を行うことになりま
した。

新しい飼養衛生管理基準のポイント
１．最新情報の確認
　　家畜保健衛生所が発行する家畜衛生情報や農林水産省のホームページなどを通じて、
　伝染病の発生予防などに関する情報を積極的に把握しましょう。
２．衛生管理区域の設定と消毒の徹底
　　家きん舎とその周辺区域を衛生管理区域としてわかるようにした上で、この区域に出
　入りする車両、人および物品は、必ず消毒（消毒に適さないものは洗浄で可）しましょ
　う。衛生管理区域専用の衣服と靴（上着やブーツカバーでも可）、家きん舎ごとの専用
　の靴（ブーツカバーでも可）を使用し、家きん舎に出入りする際には、靴の消毒と手指
　の洗浄または消毒をしましょう。
　　野鳥の侵入を防ぐため、防鳥ネットなどを適切に張りましょう。（網目の大きさが２
　cm以下のもの、もしくは同等の効果が有すると認められるもの）
３．家きんの健康観察と早期通報
　　毎日、家きんの健康観察を行い、原因不明で短期間に複数死亡した場合には、家畜保
　健衛生所へ通報しましょう。
　　農場へ立ち入った人や車両、導入した家きんの記録を取っておきましょう。

　なお、家きんを飼養している方で、家畜保健衛生所で発行している衛生情報などが送付され
ていない方は、役場産業建設課までお知らせください。
【お問合せ】
◎家きんに異常があった場合　下北地域県民局地域農林水産部　むつ家畜保健衛生所　☎２２－１２５４
◎衛生情報など　　　　　　　産業振興部門　担当：東出

林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせ
　林業の仕事をしていたことがありませんか？
　林業共済制度に加入していたが、退職金をまだ受け取っていない方を探しています。
　以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退共へ加入していたか分からない方についても
お調べします。
　また、罹災された共済契約者および被共済者のみなさんに対し、各種手続（共済手帳の紛失、
退職金の請求など）の必要が生じた場合はできうる限りの範囲において速やかに対応したいと
考えていますので、最寄の支部または本部へお問合せ、ご相談くださるようお願いします。

                 【お問合せ】　〒１０５－００１１　東京都港区芝公園１－７－６　退職金機構ビル
                 　　　　　　独立行政法人勤労者退職金共済機構　林業退職金共済事業部
������������������　　　　　　☎０３－５４００－４３３４　��ＦＡＸ０３－３４３２－５８６８
������������������　　　　　　ホームページ　http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
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お知らせ

●平成２４年２月に実施する経済センサス‐活動調査は、全ての企業・事業所を対象に、全
　産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握する我が国唯一の調査です。
●調査の結果は、国の各種行政施策をはじめ、地域の産業振興や商店街の活
　性化などの地域行政のための基礎資料として利活用されます。
●調査票は、平成２４年１月末日までにお届けしますので、２月１日以降に
　提出してください。
●調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いします。

平成２４年経済センサス‐活動調査を実施します

編集後記
　11月3日（木）、佐井村弁天わかめオーナー種付け体験に行ってきました。初めての種付け作業はとても新

鮮で、楽しい時間を過ごすことができました。来年４月頃には収穫体験が予定されており、大きく生長した

わかめの刈り取りが楽しみです。みなさんもオーナーになってみてはいかがでしょうか。　 【広報編集委員会】

指名願いの受付が始まります！！
村が、平成２４・２５年度に発注する建設工事、建設関連業務および物品等についての指名
願い（競争入札参加資格審査申請書）の受付を次のとおり行いますので、一般競争入札、指名
競争入札および随意契約に関して、村の指名を希望する業者については、指名願いを忘れずに
提出してください。

１．申請の区分
　◇建設工事
　・建設業法第２条第１項に規定する建設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　◇建設関連業務
　・測量業務、建築・土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務および補償関係コンサ
　　ルタント業務
　◇物品等
　・物品の製造の請負および買入れに係る契約
　　（印刷、事務用品、燃料、車両、機械　器具、電気通信機器、薬品、理化学機器　その他）
　・役務の提供を受ける契約
　　（システム開発清掃、浄化槽の保守点検、広告・宣伝、引越、その他）
２．申請の時期
　　平成２４年１月４日から平成２４年２月２８日まで

５．注意事項
　　資格の有効期間中に村が合併した場合、受付した申請書は無効になる恐れがあります。

３．資格の有効期間
　　平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで
４．提出方法
　　フラットファイルなどにまとめ、郵送または持参してください。

【お問合せ】総務・情報部門　担当：長島

　※その他
　　様式については、国土交通省統一様式または青森県様式の使用可。その場合、建設関連業
　　務、物品等において、業者カード、経営規模等総括表などは省略可能です。　

総務省・経済産業省・青森県・佐井村　　　　【お問合せ】企画・財政部門　担当：鹿島
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年末年始の休診日のお知らせ
【大間病院・むつ総合病院】

　１２月２９日（木）から
１月３日（火）まで、年末
年始のため休診となりま
す。なお、救急患者につき
ましては、随時受け付けし
ます。

　　　　　【お問合せ】むつ総合病院　☎２２－２１１１
　　　　　　　　　　大間病院　　　☎３７－２１０５

１０月号広報さいのお詫びと訂正
※ P１４【賃借情報についてのお知らせ】
　（２）畑（普通畑）
　誤「平均額　18,970 円　→　正「平均額　　9,602 円」
　誤「最高額　18,970 円　→　正「最高額　30,000 円」

　関係各位に訂正して、お詫びいたします。

佐 井 村 子 ど も 会 地 域 安 全 球 技 大 会
　10 月 30 日（日）、佐井小学校で第３７回佐井村子ども会地域安全球技大会が開催されました。
　村内の子ども会が一堂に会し、５種目の競技で競い合うとともに交流を深めました。
グラウンドゴルフの部
　第１位　磯　　谷（Ｂチーム）
　第２位　はまなす（Ｂチーム）
　第３位　潮　　風（Ａチーム）

スリー・オン・スリーの部
　第１位　はやぶさ（Ｂチーム）
　第２位　日 の 出
　第３位　あすなろ

ドッジビーの部（ペットボトル倒し）
　第１位　青　　空
　第２位　仲 よ し（Ｂチーム）
　第３位　はまなす（Ｂチーム）

ドッジボールの部
　第１位　はやぶさ
　第２位　はまなす
　第３位　仲 よ し

一斉ジャンプの部
　第１位　はやぶさ
　第２位　日 の 出
　第３位　仲 よ し

《　ドッジビー（ペットボトル倒し　》
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佐井村の人口 １０月３１日現在

男 1,249（－２） 計 2,471（－４）
女 1,222（－２）世帯数 1 , 0 5 1（＋１）

（　）内は前月比

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸籍の窓口
11月15日現在

◎ご結婚おめでとう
　花田　　翔さ

ん� 青森市

　竹内　泰子さ
ん� 牛　滝

◎おくやみ申し上げます
　奥本　定明さ

ん（妙子さ
ん）� 　大佐井

　島野　照子さ
ん（大野政子さ

ん）� 大佐井

　小笠原政信さ
ん（昭彦さ

ん）� 大佐井

　飯田　まささ
ん（正さ

ん）� 古佐井

※個人のプライバシーを尊重する意味で、掲
載して欲しくない方は、届出の際、担当に
申し出てください。
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