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第12回ゆうなぎの里夏祭り
７月27日(土)、社会福祉法人吉幸会⽛特別養
護老人ホームゆうなぎの里⽜で夏祭りが開催さ
れました。
オープニングでは、佐井中学校生徒による演
奏や合唱、佐井村保育所園児による⽛雲丹（うん
たん）がやってきた⽜などの踊りが披露されま
した。
そのほか余興として、佐井村地域婦人団体連
合会・佐井村民生委員児童委員協議会などによ
る歌と踊り、根戸内康紀さんによる歌謡ショー、
会場のみなさんで踊る佐井音頭など多数の演目
に、観客から大きな拍手が送られました。

地域婦人団体連合会による
踊り⽛下北八景⼧

保育所園児による盆踊り

佐井村民生委員児童委員協議会による
歌と踊り⽛孫⼧

佐井村・西目屋村小学生交流事業⽛海の学校・山の学校交流会⼧
７月30日(火)～31日(水)、第７回佐井村・西目屋村小学生交流事業⽛海の学校・山の学校交流会⽜
を行いました。
西目屋小学校の５・６年生が佐井村を訪れ、佐井小学校５・６年生とともに磯遊びやバーベ
キュー、ウニむき体験などで交流を深めました。

また佐井で会いましょう

ウニむき体験
4
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令和元年度青森県河川海岸環境美化活動表彰
７月31日(水)、役場村長室で令和元年度青森
県河川海岸環境美化活動表彰式が行われ、佐井
村子ども会育成連合会が、県土整備部長表彰を
受賞しました。佐井村子ども会育成連合会では
長年、黒岩海岸清掃を行っており、その功績を
讃えられたものです。

中央：子ども会育成連合会 東出節男会長

あすなろまつり
８月３日(土)、佐井村高齢者生活福祉セン
ターあすなろで⽛あすなろまつり⽜が開催され
ました。
佐井小学校音楽部による合奏やダンス、佐井
村保育所園児による踊りの披露、佐井中学校吹
奏楽部による演奏のほか、日赤奉仕団による舞
踊などが続き、会場は大いに賑わいました。
そのほかにも１～３部にわたって行われた
⽛のど自慢（カラオケ）
⽜や社協職員による踊り
など、盛りだくさんな夏祭りとなりました。

佐井小学校音楽部によるダンス

佐井中学校吹奏楽部による合唱

佐井音頭

子どもねぶた合同運行
８月13日(火)、佐井地区の４子ども会がねぶ
たの合同運行を行いました。
佐井小学校を出発し、旧診療所、ぽぽらすを
まわりました。
地域の方々や帰省されたみなさんに喜んでい
ただきました。
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第17回東北少年新人軟式野球大会むつ支部予選
７月20日(土)～７月21日(日)、風間浦村民球場で第17回東北少年
新人軟式野球大会むつ支部予選が行われました。
佐井中学校野球部が、風間浦中・奥戸中との連合チームで出場し、
見事優勝しました。
８月31日(土)～９月１日(日)に行われる県大会に出場します。
県大会の会場は以下のとおりです。
【会場場所】
〇８月31日(土) 平内町営野球場
〇９月１日(日) 青森市営野球場

全日本吹奏楽コンクール第61回青森県大会
７月26日(金)、三沢市公会堂で全日本吹奏楽コンクール第61回青森県大会が行われまし
た。佐井中学校吹奏楽部が出場し、銅賞を獲得しました。

第55回むつ市内学年別卓球大会
７月28日(日)、田名部中学校体育館で第55回むつ市内学年別卓球大会が開催されました。
佐井中学校卓球部が出場し、以下の選手が好成績を収めました。
【１年男子の部】個人戦 第１位
鹿島 脩平（１年）
【３年女子の部】個人戦 第３位
宮川 嘉乃（３年）

第74回市町村対抗青森県民体育大会
７月27日(土)～28日(日)、弘前市を主会場に第74回市町村対抗青森県民体育大会が開催
され、陸上競技（町村の部）で以下の選手が好成績を収めました。
【男 子 Ｃ １ ０ ０ ｍ】第３位 伊藤 輝貴
13秒34
【男子Ｂ１５００ｍ】第４位 菊池 晃一
４分46秒29
【男子Ｃ１５００ｍ】第７位 伊藤 輝貴
５分29秒47
【男 子 Ｃ 砲 丸 投 げ】第２位 石澤 尚人
11ｍ77

ジュニアオリンピック青森県予選会
８月12日(月)、弘前市運動公園陸上競技場でジュニアオリンピック青森県予選会が行わ
れ、以下の選手が好成績を収めました。
【Ａ 男 子 砲 丸 投 げ】第１位 東出 太陽（田名部高１） 12ｍ89
【ＡＢＣ男子円盤投げ】第３位 大畑 歩斗（佐井中１）
20ｍ95
【Ａ 女 子 ２ ０ ０ ｍ】第５位 加藤 舞美（佐井中３）
27秒80
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８月15日(木)、アルサスしおさいホールで令和元年度佐井村成人式を行いました。新成人代表
として田畑有梨沙さんが力強く答辞を述べました。
また、式典終了後、シンガーソングライターのSinonさんによるミニコンサート⽝大切なこと。
⽞
を行い、新成人へエールを送っていただきました。̀

佐藤 直人 さん

木部 一朝 さん

加藤 大斗 さん

岡村 和樹 さん

大畑 作弥 さん

宮川

佑 さん

松谷 拓人 さん

福田

凌 さん

福田 竜也 さん

田名部岳春 さん

田畑有梨沙 さん

鈴木 美波 さん

奥本 瑞生 さん

和田 康志 さん

山本 隆哉 さん

宮木 詩織 さん

宮川日向子 さん

21人中17人が出席しました

答辞を述べた田畑有梨沙さん
7
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駐在日 誌
～管内事件・事故発生状況～

７月
【事 件】なし
【事 故】物件事故 ４件

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。

夕暮れ・夜間の交通事故に気をつけましょう

秋の気配が近づいてきました。
これからの季節は日没が早まり、午後４時から午後６時の薄暮時
間帯から夜間にかけて、交通事故が多発する傾向にあります。
車を運転する方は、スピードを控えめにし、早めのライト点灯を
心掛け、事故防止に努めましょう。
歩行者の方は、夕暮れ時や夜間に外出する際は、明るい色の服装
にし、反射材を身につけるなど、車の運転手に自分の存在をアピー
ルしてください。
村民のみなさま一人一人が交通ルールを守り、交通事故を起こさ
ない、遭わないようにしましょう。

駐在メモ

熊にもご注意！秋のキノコ採り遭難防止

秋のキノコ採りシーズンが始まります。
近年、林道が整備され、マイカーで気軽に山奥に入ることができるようになってきていますが、
十分な準備をしないまま入山し、転落・滑落や遭難事故などが発生しています。
入山前には、必ず家族や知り合いに行き先や帰宅予定時間を伝え、水などの食料品も確実に準
備しましょう。
また、山では熊との遭遇にも注意しましょう。
今年に入ってから、大間警察署管内では、熊の目撃情報が30件以上寄せられています。
万が一、山で熊と遭遇したら、興味本位で近づいたりせず、その場から静かに後退し、
立ち去りましょう。

最近の雲丹（うんたん）の活動
J-POWERふれあい広場⽛夏休みイベント2019⽜（大間町)

保育所の歯科保健指導

下北のゆるキャラが大集合だったよ｡

学んだ後にみんなで一緒に踊ってくれたよ｡
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タバコをやめるのに「遅すぎ」はありません
タバコはどうして悪い？
死に至る病気（がん、心筋梗塞、脳卒中など）になる原因だからです。
20歳よりも前に喫煙を始めると、男性は８年、女性は10年も短命になることがわかっています。
喫煙は、一時の至福感と引き換えに自分の寿命を削っています。また、普段タバコを吸わない人は
タバコの煙に対する感受性が高いため、少しの量でも大きな健康被害を受けるという報告があり
ます。

どれだけ有害なの？

さっ そ ざい

ニコチン、タール、一酸化炭素のほか、殺鼠剤の成分であるシアン化水素やヒ素など70種類以上
の発がん性物質が含まれています。
大気汚染の原因としてよく耳にするＰＭ2.5は直径2.5㎛未満の微粒子ですが、タバコの煙はそ
れより小さく、完全分煙の場所でも実は健康被害にさらされている状態です。家族に気を遣って
換気扇の下で喫煙していても、子どもの尿からは大量のニコチン代謝物が検出されたというデー
タもあります。

「タバコ臭い」と感じたら、もう被害にあっています
分煙していても、吸わない人は⽛タバコの臭い⽜を嗅いだだけで健康被害を受けています。
服や髪の毛、カーテン、家具、壁、車内などからタバコ臭を感じたときには、有害物質が体内に
吸い込まれています。タバコの煙は、いったん付着したあと、徐々に空気中に再び遊離します。タ
バコの煙がない環境でも、臭いが少しでも残っていると、タバコを吸わない人は有害物質にさらさ
れています。

「ニコチン依存症」という病気です

「禁煙」で取り戻せる健康があります

タバコの煙を吸い込むとニコチンが肺から急速に
吸収され、約７秒でイライラする気持ちが解消され
たと実感されます。脳の中ではタバコが良いものだ
と認識され、依存度が強くなります。
しかし、ニコチンの影響はなくなるのも早く、イ
ライラやストレスが再び出現します。ニコチン依存
症から抜け出すのは、ヘロインやコカインをやめる
のと同じくらい難しいといわれています。
■依存症になる割合
ニコチン＞ヘロイン＞コカイン＞アルコール
＞カフェイン
■依存症になった人の禁断症状の強さ
アルコール＞ヘロイン＞ニコチン＞コカイン
＞カフェイン
■依存症の人がやめる難しさの度合い
【コカイン＝ヘロイン＝アルコール＝ニコチン】
＞カフェイン

禁煙後の
経過時間
20分以内
12時間

健康上の好ましい変化
心拍数と血圧が低下し正常化する
血中一酸化炭素値が低下し正常値
になる

２～12週間

血液循環が改善し肺機能が高まる

１～９ヶ月

咳や息切れが減る

１年

冠動脈性心疾患のリスクが喫煙者
の約半分に低下する

５年

禁煙後5～15年で脳卒中のリスクが
非喫煙者と同じになる

10年

肺がんのリスクが喫煙者に比べて
約半分に低下し、口腔、咽喉、食道、
膀胱、膵臓がんのリスクも低下する

15年

冠動脈性心疾患のリスクが非喫煙
者と同じになる

９月は健康増進普及月間です。⽛健康寿命⽜の延伸を図っていくために、一人ひとりが運
動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善について理解を深め、実践をしていく期間です。
みなさんも、この機会に自分にできそうなことを考えて、健康づくりに取り組んでみませ
んか。
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保育所「第１回むし歯予防教室」
６月から７月にかけて、全村の学校、保育所で指導を行いました。
佐井村の歯科保健指導は保育所と各小・中学校で学年ごとにそれぞれの発達段階に合わせ、歯科
の知識を実践を通じて学んでいきます。この指導の目的は口や歯の健康、機能を保つことにより
生涯にわたりおいしく食べられ、健康な生活が送れるようにすることだと考えています。
保育所では７月25日(木)に第１回むし歯予防教室を行いました。
紙芝居を用いて、むし歯になる原因や、大きな歯の模型で歯垢の性質について学び、歯磨きの仕
方について実習を行いました。
最後に雲丹（うんたん）が応援に駆けつけてくれて、４つのお約束をしました。

大間病院
内科医長

二部 悦也

検査室やレントゲン室、リハビリテーションの
部屋などの病院内の見学、聴診器の使い方や血
圧測定体験、超音波機器などの医療機器の使用
などを行っています。毎年、内容は変化してい
るため、昨年度の参加者も飽きずに参加できる
ようなラインナップとなっています。最後に
は参加者へ修了証の贈呈を行っており、小中学
生にとってはひと夏の思い出ができればと考
えています。アンケートには楽しんでいただ
けたこと、また来年も参加したいなどの希望な
どをいただいております。
つい先月に終了した今年度の病院見学会で
すが、また来年も開催予定です（あくまで個人
的な意見であり、予定です…）
。大間病院に興
味があったり、将来、医療職に就きたいと考え
ていたりする小中学生やその保護者の方はぜ
ひご参加ください。既に来年度の話で早い気
がしますが、みなさんのご参加を切にお待ちし
ております。

⽛病院見学会を通して⽜
みなさん、夏の暑さが少しずつ和らいでいる
今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？ 私
は季節などあまり関係なく、まだ半袖・短パン
を愛用しており、いつもすみっコさんと戯れて
おります。そんなことはさておき、近年行って
いる大間病院での取り組み、“病院見学会”につ
いてこの場を借りてご報告させていただきま
す。
大間病院の病院見学会は、2017年度から当院
で始めた試みです。きっかけは⽛下北地区の北
通りのみなさんに当院のことをより知ってほ
しい⽜という、一人のぼやき（誰かは突き詰め
ないでください）です。開催時期は３か町村の
小中学生の夏季休業に合わせ、参加希望者を当
院へ招き、医師や看護師の体験、大間病院の見
学を行っています。毎年多くの小中学生と保
護者の方が参加され、今年度は合計19名の小中
学生とその保護者が参加されました。内容は
10
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～火事・救急・救助は119番～
救急の日・救急医療週間
９月９日(月)を⽛救急の日⽜として、この日を含む１週間を⽛救急医療週間⽜と定めていま
す。今年は９月８日(日)～９月14日(土)が⽛救急の日⽜および⽛救急医療週間⽜です。
この運動は救急医療および救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関
係者の意識高揚を図ることを目的としています。佐井消防分署では、観光関係者や学校、各事
業所において救急講習会などを開催しています。
講習会では、１１９番通報の仕方やＡＥＤを取り扱った心肺蘇生法を学ぶほか、口腔内異物
除去や止血方法、骨折や火傷への対処方法も指導しています。

みなさんも救急法を受講してみませんか？
佐井消防分署では随時、救急法を受付しております。
受講したい人や興味がある人は、お気軽に佐井消防分署までお問合せください。

☎ 小児救急電話相談 ☎
青森県では夜間における急な子どもの病気などで対応に困った時に、子育てを行う保護者
のみなさんからの電話相談に応じる⽝小児救急電話相談⽞を行っています。
この電話は⽛すぐに病院を受診したほうがいいのか？⽜や、⽛家で様子をみていても大丈夫
なのか？⽜と不安な時に小児科医師の支援を得て看護師がアドバイスします。
なお、急な病気やケガへの応急的な対処方法に関する助言と情報提供を行うものであり、治
療や処置を指示するものではありませんのでご注意ください。
電話番号、相談時間は以下のとおりです。
青森県こども救急電話相談
局番なし♯８０００
または、０１７－７２２－１１５２
相談時間
平日
午後７時～翌朝８時（13時間）
土曜
午後１時～翌朝８時（19時間）
日曜・祝日
午前８時～翌朝８時（24時間）
※お盆８月13日と年末年始の12月29日から１月３日までの期間は、日曜・祝日と同じ対応とな
ります。
※おおむね15歳未満の子どもの保護者を対象としています。
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国

お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生
活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）
が実施します。
■対象となる方
【老齢基礎年金を受給している方】
次の要件をすべて満たしている必要があります。
65歳以上である
世帯員全員が市町村民税非課税となっている。
年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。
【障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方】
次の要件を満たしている必要があります。
前年の所得額が約462万円以下である。
■請求手続き
①平成31年４月１日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が９月上旬から順次届きます。
同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
②平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場住民福祉課で手続きをしてください。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めること
はありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください｡

『給付金専用ダイヤル』

☎０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）
【お問合せ】住民福祉課

住民係

担当：宮澤

国民健康保険税（３期）、後期高齢者医療保険料（２期）の納期は、

９月３０日(月)です。忘れずに納付しましょう！
※納期ごとの納付が困難な方は、分割による納付も可能です｡
お気軽に住民福祉課へご相談ください。
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お知らせ
国民健康保険・後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
○薬の飲み合わせにご注意を
村および広域連合では、複数の医療機関から飲み合わせは避けるべきとされている薬を処方され
ている方へ、そのお知らせをお送りしています。飲み合わせが悪いと、薬の効果が十分に得られな
かったり、反対に薬が効きすぎて重い副作用を引き起こすことがありますので、ご注意ください。

○多くの種類の薬を処方されている方はご注意を
村および広域連合では、複数の医療機関から多くの種類の薬を処方されている方へ、そのお知ら
せをお送りしています。複数の医療機関を受診されている場合、それぞれの医療機関では処方薬に
ついて適切に管理されていますが、全体で見ると同じ成分の薬が重複して処方されている場合など
がありますので、ご注意ください。

○保険税・保険料を納期限内に納めましょう
保険税・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）に切り替わる
ことがあります。
•納付書でお支払いの方は、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。口座振替への変
更は、金融機関で随時受付しています。
•災害により住宅などに著しく損害を受けた場合や、特別な事情により世帯主などの収入が著し
く減少した場合は、保険税・保険料の減免などが認められることがありますので、役場住民福
祉課へご相談ください。
【お問合せ】住民福祉課 国保係 担当：金沢、田中
青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１

⼦博愛号⽜が配置されました
赤十字救援車⽛博愛号⽜は、博愛を理念とする赤十字活
動を推進するため、日本赤十字社青森県支部から市町村
へ配置されるもので、車両価格の一部を村が負担してい
ます。
７月25日(木)、役場庁舎前で⽛博愛号⽜の配置式が行わ
れ、日赤青森県支部の近藤事務局長から樋口村長へ、博
愛号のレプリカキーが手渡されました。
博愛号は、赤十字活動や災害時などの救援活動、住民
の安全と健康の保持、福祉の増進を図るために使用させ
ていただきます。
【お問合せ】住民福祉課

住民係

担当：宮澤

不正軽油について
事前に地域県民局長の承認を得ないで、灯油や重油などを混ぜた不正軽油の製造、販売および使
用などを行うことは脱税行為であり、罰則として、10年以下の懲役や３億円以下の罰金などに処せ
られます。
不正軽油に関する情報がありましたら、ご連絡ください。
•不審な施設にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
•自動車の燃料に灯油や重油を使用している。
【お問合せ】下北地域県民局県税部課税課 ☎２２－８５８１（内線２０７）
13
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お知らせ
佐井村人権擁護委員に品田好子氏
佐井村人権擁護委員を務められていた熊谷めぐみさんが、令和元年
６月30日に退任されました。熊谷さんは３年間に渡り、人権擁護委員
として、地域住民の良き相談相手としてご尽力されました。
熊谷さんの退任に伴い、品田好子さんが、法務大臣より人権擁護委
員に委嘱され、この度、青森地方法務局むつ支局において委嘱状の伝
達が行われました。任期は令和３年６月30日までの３年間です。
［氏名］品田好子
［住所］佐井村大字佐井字古佐井13番地
［電話］☎３８－２８２８
品田好子さん
住民のみなさんが、毎日の暮らしの中で、遺産相続、土地境界のトラブル、学校でのいじめ、
偏見などを受けた場合、個々の人権問題の相談相手として対応しますので、お気軽にご相談く
ださい。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：竹内

献血にご協力ください
血液を安定的に患者さんへ届けるためには、献血バス１台あたりの45名のご協力が必要です。
前回、村で行われた献血では26人の方にお越しいただきました。
献血の日程は、次のとおりですのでこの機会にご家族、ご近所、職場のみ
なさんお誘いあわせの上、献血にご協力ください。
○日時：９月20日(金) 午後１時15分～午後３時45分
○場所：津軽海峡文化館 ⽛アルサス⽜
≪献血に来られる方へ≫
①事前に食事や睡眠をしっかりとりましょう
②服薬されている方は、お薬の名前がわかるものを持参しましょう
③献血にご協力いただいた方には、サービスとして血液検査の結果をお届けしています。
健康管理にお役立てください。
【お問合せ】住民福祉課 福祉・健康推進係 担当：和田

令和元年度佐井村敬老会の開催について
令和元年度佐井村敬老会を、次のとおり開催します。対象となられる方は、ぜひご参加くだ
さい。
○令和元年度佐井村敬老会
•日
時：10月４日(金) 午前10時30分から
•場
所：アルサスしおさいホール
•対 象 者：昭和20年４月１日以前に生まれた方（今年度75歳以上となられる方）
•主な内容：佐井村保育所園児によるアトラクション
佐井婦人会による舞踊
参加者によるカラオケ
※参加される方は送迎車をご利用ください。なお、停車場所・時刻など詳細については、後ほ
どお知らせします。
【お問合せ】住民福祉課 福祉・健康推進係 担当：内田
14
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お知らせ
⼦第８回佐井村夕陽ふぉとコンテスト⽜作品募集中
佐井村の美しい夕陽を映した⽛夕陽ふぉとコンテスト⽜。今年
も作品を募集しています。
応募作品は県内外で展示し、人気投票を行います。
デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真でも構いませ
ん。誰でも応募できますので、お気軽にご応募ください。
【募集要項】
撮 影 テ ー マ

佐井村の夕陽
（平成30年10月20日以降に佐井村内で撮影された写真作品）

応 募 受 付 期 間 ８月10日(土)～11月30日(土)
応

募

資

格 佐井村の夕陽に感動した人なら、どなたでも応募できます。

応

募

点

数 １人１作品

規

自分で撮影した作品であれば、ほかのコンテストに応募した作品でも構い
定 ません。
作品はパソコンなどで加工していないものに限ります。

方

応募用紙に必要事項を記入し、作品と一緒に郵送してください。
法 プリントサイズはＡ４でお願いします。Ａ４以外のサイズは受付しない場
合があります。

応

応

募

募

〒039-4711
作 品 送 付 宛 先 青森県下北郡佐井村大佐井112
アルサス１階 一般社団法人くるくる佐井村

宛

【展示場所（予定）
】
佐井村・むつ市・青森市・弘前市・八戸市・五所川原市・函館市・江差町
展示および審査
※上記以外に、ウェブサイト上でも展示と投票を行います。
結果発表は2020年春頃を予定しています。

【お問合せ】一般社団法人くるくる佐井村 ☎３３－００１４
Ｅメールアドレス：sai-aoiwa@saikanko.sakura.ne.jp

第10回⽛しもきたマルシェ⽜のお知らせ
下北地域の生産者が、旬の農林水産物、盆花、各種フードなどを取りそろえ、
⽛しもきた
マルシェ⽜を開催します。
佐井村からは、くるくる佐井村が特産品アピオスを出店販売します。今回は⽛斗南丘秋
のこどもまつり⽜と同時開催です。
イベント詳細はフェイスブックでご確認ください。
○日時：９月８日(日) 午前10時から午後１時まで
○場所：ミルク工房ボン・サーブ前（むつ市）
【お問合せ】下北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 ☎２２－２６８５
魅力発信！下北の農業（フェイスブック－ＱＲコード）
15
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お知らせ
第34回はまなす駅伝大会開催に伴う大間町からのお願い
９月29日(日)、大間町で⽛第34回はまなす駅伝大会⽜が開催されます。
午前10時に材木農村婦人の家前をスタートし、奥戸、根田内、大間崎、大間高校前を経由し、大間稲荷
神社前のゴールに向かって選手がタスキをつなぎます。
開会式・閉会式会場は、大間稲荷神社前となり、安全のため、車輛の通行止めや駐車禁止などの交通規
制をします。
また、次の時間帯に大間町内を通過する際には、安全運転のご協力をお願いします。
○大間稲荷神社前
時間帯：午前７時から午後１時まで
規 制：駐車禁止（旧役場駐車場などをご利用ください）
※旧役場駐車場をご利用の場合は、選手との接触事故を未然に防ぐため、午前10時から午後
１時まで出入り禁止とします。
○その他のコース
時間帯：午前10時から午後１時まで
規 制：コース上の駐車禁止
【お問合せ】大間町教育委員会 ☎３７－２１０３

津軽海峡フェリー株式会社から ～消費税率変更に伴う運賃改定について～
消費税法が改正され、令和元年10月１日から消費税が８％から10％に引き上げられる予定です。
これに伴い、津軽海峡フェリー株式会社の運賃も、実施日以降は新税率の10％で計算された金額に改
定します。
なお、フェリーは３か月前から予約可能であるのため、７月から順次10月以降のご予約ができますが、
国税庁通達の消費税経過措置（旅客運賃など）が適用されることから、10月１日以降ご乗船の場合でも、
９月30日までに事前予約・事前精算をされる場合は、旧税率８％の適用となります。
令和元年10月１日以降に乗船
令和元年９月30日までに購入

令和元年10月１日以降に購入

現行税率８％

新税率10％

※なお、詳しい料金などについては津軽海峡フェリー株式会社大間支店までお問合せください。
【お問合せ】津軽海峡フェリー株式会社 大間支店 ☎３７－３１１１

シィライン株式会社から ～消費税率変更に伴う運賃改定について～
消費税法が改正され、令和元年10月１日から消費税が８％から10％に引き上げられる予定です。
これに伴い、シィライン株式会社の運賃も新税率に合わせて改定する予定ですのでお知らせします。
新しい料金などの詳細については、来月の広報で掲載します。
【お問合せ】シィライン株式会社 ☎０１７－７２２－４５４５
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お知らせ
ＪＩＣＡ海外協力隊2019年秋募集
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、ＪＩＣＡ海外協力隊（青年海外協力隊・海外協
力隊・シニア海外協力隊）を募集します。
９月８日(日)にＪＩＣＡ海外協力隊2019年秋募集⽛聞こう！知ろう！青年海外協力隊⽜を青
森県観光物産館アスパムで開催します。制度説明、応募相談などを行います。ボランティア経
験者の話も聞けますので、お気軽にご参加ください。
【募集概要】
〇募集期間 ８月20日(火)から９月29日(日)まで
〇応募資格 日本国籍を持つ、1949年10月１日から2000年４月２日生まれの方
〇募集分野 ９分野、約120職種
〇派 遣 国 約70か国
〇派遣期間 原則２年間
〇応募方法 ウェブ応募 ※ウェブ応募できない方には応募書類を送付しますので、ＪＩＣＡ
東北までお問合せください。
詳しくは、ＪＩＣＡ東北ホームページまたはお電話でお問合せください。
【お問合せ】ＪＩＣＡ東北 ☎０２２－２２３－４７７２
https://www.jica.go.jp/tohoku

法の日司法書士無料相談会
10月１日(火)は法の日です。日常生活での困りごとや法律上の悩みについて司法書士が無料
で相談に応じます。
以下の通り面談での相談に応じますので、お気軽にお尋ねください。
〇日 時
10月５日(土) 午前10時～午後３時
〇場 所
むつ来さまい館 １階⽛会議室⽜
（〒035-0034 むつ市田名部町10－１）
※県内各地で開催する相談会のうち下北地区会場の情報のみ掲載しています
なお、相談は無料ですが具体的な手続きが必要となる場合には、別途費用がかかりますので
相談員にご確認ください。
また、相談会以外でも青森県司法書士会総合相談センターへ連絡いただけると無料相談の予
約を承ります。
【お問合せ】青森県司法書士会 ☎０１７－７７６－８３９８
青森市長島３－５－16
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お知らせ
事業系ごみについてのお願い
⽛680ｇ⽜みなさんこれが何を示す重さかご存知ですか？
青森県が定めた生活系ごみ１人１日当たりの排出量です。
（※令和２年度までの目標値）
佐井村の場合、平成29年度時点で、⽛962ｇ（県内39位）⽜と、
目標を達成するためには、１人１日当たり約300ｇ減らす努力が
必要です。
一方、事業系ごみについては⽛12ｇ（県内２位）⽜と、極端に
少ないことから、原因は生活系ごみへ事業系ごみが混入してい
ることと推測されます。
この状況から、村では事業系ごみの切り離しを行い、生活系ごみの減量化を図ってきたところで
すが、その中で問合せが多い⽛漁業系ごみ⽜についての処分方法をご紹介します。
まず、漁網・ロープ・漁業系廃棄材は産業廃棄物ではありますが、下北地域の産業を思慮する上
では重要な産業であることから、一般廃棄物処理の範疇（はんちゅう）で処理対象としており、む
つ市にあるアックス・グリーンにおいての処理が可能です。ただし、出し方に注意点がありますの
で、次の表のとおりとします。
【事業系ごみなどの出し方】
漁具名など

出し方

漁網（テープ網含む)

網を丸めた際の直径が20㎝以下、結束ピッチは70㎝以内で長さが３ｍ
以内、重さは30㎏以下の形状にする。
鉛が付いているものは、取り外して有害ごみへ。

さし網

透明または半透明の袋に入れ、口は縛る。

ロープ（直径２㎝以下)

丸める場合は、太さ20㎝、外径65㎝以内、重さ30㎏以下の形状にし、２
か所以上縛る。
鉛が付いているものは、取り外して有害ごみへ。

ロープ（直径２㎝以上)

直径20㎝、長さ１ｍ以内、重さ30㎏以下の形状にし、２か所以上縛る。
鉛が付いているものは、取り外して有害ごみへ。

ワイヤー（イカ漁用)
浮き玉

太さ10㎝以下で、直径50㎝以下の形状にし、２か所以上縛る。
ロープを取り除き、粗大ごみとして排出。
※可能な限り半分に裁断すること。

防舷材（ピンドルなど)

ロープを取り除き、透明または半透明の袋に入れ、口は縛る。
袋に入らない場合は、粗大ごみとして排出する。

プラスティック製ネット

小切りされたものは可燃ごみとし、大きいものは袋に入れて粗大ごみ
として排出。

プラスティック製カゴ

そのままの形状で粗大ごみとして排出。

かご状のフレームのある網
（アイナメ篭など）

網とフレームに分け、網は漁網に同じ。
フレーム材質がパイプ製のものは、粗大ごみ、鉄製（鉄筋等材）の場合
は50㎝以下の形状にする。

木船

自己解体した場合は長さ１ｍ以下、直径20㎝以下の形状にし、粗大ごみ
として排出する。委託の場合は産業廃棄物のため、搬入禁止。

その他

鉛が取り外せない場合は、搬入禁止。産業廃棄物処理業者へ処分依頼
する。

※記載事項以外のごみは、搬入禁止物である場合があります。事前にご相談ください。
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お知らせ
次に、排出方法についてお知らせします。方法としては２種類あります。
【事業系ごみなどの排出方法】
Ⅰ．事業者が自らアックス・グリーンへ運搬する
この場合、役場住民福祉課で発行する⽛ごみ搬入確認証⽜が必要です。来庁した際、①氏名、
②住所、③連絡先、④運搬車両の種類と番号、⑤搬入する日（予定日）、⑥ごみの種類を確認さ
せていただきます。
また、処理手数料として１㎏あたり10円の料金が発生します。
Ⅱ．アックス・グリーンへ排出せず、産業廃棄物として処理業者へ依頼する
この場合、業者選定は事業者が行うことになります。
ここまでが⽛漁業系ごみ⽜についての出し方になりますが、それ以外の事業系ごみについて、書
類・生ごみなどを除くほとんどが産業廃棄物のため、搬入禁止物となります。
現在は、村内ごみ集積所に出されているので、集積所には出さないようにお願いします。
そのほかご不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：竹内

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がはじまります
《保育料の無償化》

◆３歳児から５歳児までの保育料が無償に
◆住民税非課税世帯の３歳未満児の保育料が無償に
３歳児以上

年度の４月１日現在年齢が３歳以上の子どもが対象です。
年度途中で３歳の誕生日を向かえる場合、翌年度から無償化の対象になります。

住民税非課税世帯の
３歳未満の入所児童

年度の４月１日現在年齢が０～２歳の入所児童の場合、住民税非課税世帯（生
活保護世帯を含む）のみが無償化の対象です。

住民税非課税世帯ではない３歳未満のお子さんの保育料は？
現行どおり、保護者の住民税所得割額に応じた保育料を負担していただきます。保育料算定
において、多子軽減（第２子は半額、第３子以降は無償）は、10月以降も継続します。

《給食費について》

現在、３歳以上児の給食費は保護者負担とし、主食（ご飯）は持参、副食（おかず、おやつなど）
は保育料の一部として納付していただいています。３歳未満児は保育料の中に主食費、副食費が含
まれています。
令和元年10月以降も保護者負担であることは変わりありませんが、次の点が変更となります。
●主食費と副食費を保育所が徴収します。
●住民税非課税世帯ではない３歳未満児の保育料には、今までどおり給食費が含まれます。
●一定の所得階層未満の世帯などの副食費は、免除されます。（年収360万円未満相当）

副食費の免除対象者：年収360万円未満相当の世帯、および第３子以降
給
食
費
用：国の目安として副食費4,500円､主食費3,500円とされていますが､施
設によって給食費に差がありますのでご留意ください。
【お問合せ】住民福祉課
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Sai village

福祉・健康推進係

担当：和田

広報

福浦地区で佐井村防災訓練を実施します

さい

○開催日時 ９月29日(日) 午前中
○場
所 歌舞伎の館および旧福浦小中学校グラウンド
※今年度の防災訓練は、地区を限定した訓練を開催することとなりました。訓練内容は、避難訓練、
炊き出し訓練、自主防災組織活動訓練などを予定しています。
【お問合せ】総務課 管財係 担当：山口、宮川、福田

Saivillage
令和元年９月 第601号

ヘルスアップinさい2019を開催
ヘルスアップinさい2019を10月19日(土)に開催します。講演会やウォーキング大会などを行います
ので、みなさんぜひご参加ください。
なお、詳細は後ほどお知らせします。
【お問合せ】住民福祉課 福祉・健康推進係 担当：松谷

写真展開催中 ⽛日本で最も美しい村⽜連合 ～青森県特集～
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８月 日現在

さん

戸籍の窓口

さん

さん
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( )内は前月比

田名 部

991(－４） 計 1,980(－８)
989(－４）世帯数 948(－１)

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。

男
女

７月31日現在

ふう あ

(
清春さん・彩乃さん 大佐井)

〒039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20
ホームページ：http://www.vill.sai.lg.jp

佐井村の人口

横浜 楓彩 ちゃん

発行／佐井村 編集／佐井村広報編集委員会
TEL 0175-38-2111 FAX0175-38-2492

⽛日本で最も美しい村⽜連合の県内加盟地域である田子町、弘前市岩木、佐井村の写真を集めまし
た。田子町と佐井村はそれぞれフォトコンテスト入賞作品、そのほか岩木山の写真を集め展示してい
ますので、みなさんぜひ会場までお越しください。
○展示期間 ８月10日(土)から12月１日(日)まで
○展示場所 津軽海峡文化館アルサス １階⽛中央ホール⽜
【お問合せ】一般社団法人くるくる佐井村 ☎３３－００１４

みんなで続けていこう！ 交通死亡事故ゼロ 次の目標は2,500日

記

録

2,490日

（９／１現在)

９月の早め点灯時刻は午後４時30分 です

お詫びと訂正
８月号に掲載した、
⽛下北地域広域行政事務組合消防職員募集要項⽜に一部誤りがありましたので、
以下のとおり訂正しお詫び申し上げます。
３．採用署所、採用予定人数
採用署所

採用予定人数

大間消防署佐井消防分署

２名

職

種

上級消防職または初級消防職

