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【12月21日(月）丑と雲丹（うんたん）
】

あけましておめでとうございます。
令和三年丑年を迎えまして、皆様には謹んで新春のごあいさつ
を申し上げます。
また、日頃より村政にお寄せいただいておりますご支援とご協
力に対し、心から感謝申し上げます。

さて、令和２年を振り返るに忘れてはならない新型コロナウイルス感染症。これによる

影響をお受けになられた皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、明日に向かって
希望をもって一歩一歩歩んでいただきたいと願っております。

一方、佐井村にとりましての令和２年度は⽛人と地域が輝く〝協働⾊と〝地域力⾊のむら⽜

を目指し策定された第４次長期総合計画の最終年度であります。これまでの取組の成果を

検証し、村民の皆様や各種団体との対話から得られた声を踏まえ、新たに十年後の村の将来
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像を描いた第５次長期総合計画が本年４月よりスタートします。築き上げてきたものを生

かしながら、人口減少・少子高齢化の進展などの社会情勢の変化にも対応できるよう⽛愛と

誇り⽜を大切にした施策に力を入れ⽛小さくてもキラリと光る村⽜の実現に向け、着実に歩
みを進めてまいります。

また本年は⽛まち・ひと・しごと創生 第２期佐井村地域創生総合戦略⽜の２年目でもあ

ります。人口減少という流れを現実のものとして受け止め、ただ悲観するのではなく、地域

3

の活力やこの地に住む人々が郷土に対する誇りを持ち続けられるような政策を展開してま
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いります。

また、私の最重要施策であります⽛日本で最も美しい佐井村づくり⽜は、連合に加盟して

のアク

５年目を迎えます。
⽛産・官・学・民⽜からなる多くの皆様から⽛２０３０年には佐井村がこ

うなって欲しい⽜というビジョンを描いていただき、その実現に向けて策定した

ションプランを着実に実行しているところであります。これからも⽛村を愛し、誇り、元気

な佐井村に育てる⽜を信条に、引き続き村政運営にまい進してまいりたいと、決意を新たに
したところであります。

結びにあたり、本年が皆様にとりまして、笑顔があふれ、幸せな年となりますことを心か

らご祈念申し上げ、佐井村にとりましても、さらなる発展に向けた飛躍の年となりますこと
を念願し、新年のごあいさつとさせていただきます。
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丑年生まれの人数（村内)

東

出

琉季翔

さん

（平成21年生、川目）
６年生になるので、みんなを
まとめられるようになりたい
です。
そのために今から何事にで
も挑戦してがんばりたいです。

館

脇

寧

々

さん

坪

井

俊

祐

さん

（平成21年生、古佐井）
2021年で６年生になるので、下
の学年からも好かれるような６
年生になりたいです。
いつでも優しくして、どの学年
の人でも仲良く過ごしたいです。

（昭和60年生、大佐井）
昨年はコロナで大変な一年
でした。
今年は皆様が少しでも楽し
く、そして笑顔になれるような
仕事をしていきたいです。

◆１９２５年（大正14年）

男 ０人

女 １人

◆１９３７年（昭和12年）

男 ６人

女 26人

◆１９４９年（昭和24年）

男 32人

女 25人

◆１９６１年（昭和36年）

男 11人

女 ８人

◆１９７３年（昭和48年）

男 15人

女 ８人

◆１９８５年（昭和60年）

男 ６人

女 ５人

◆１９９７年（平成９年）

男 10人

女 ４人

◆２００９年（平成21年）

男 ８人

女 ４人

88人

82人

合

計

福

田

大

海

さん

坂

井

真

央

さん

（平成21年生、大佐井）
僕の新年の抱負は、どこでも正
しい姿勢を心がけることです。
先生がいないときに少し崩れ
てしまうので、そのようなときに
も正しい姿勢を心がけたいです。

内

田

澪

奈

さん

（平成21年生、長後）
私の抱負は、相手に聞こえるよ
うにハキハキと話すことです。
今年は丑年なので、ゆっくりで
も少しずつ多くのことに挑戦し、
たくさん発表したいです。

（昭和60年生、牛滝）
今年は新しい家族がまた１
人増えるので、健康に気をつけ
ながら頑張りたいです。
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内

田

秀

さん

（昭和48年生、矢越）
モー今年で48歳です。頭部は
還暦ですが……。
矢越に引っ越して７年が経ち
ました。今年も家族みんな健康
で笑顔の１年でありますように。

湊

谷

明

さん

（昭和24年生、川目）

最近は農業をやる仲間も増
えてきているので、情報交換を
しながら、体調に気をつけて農
業を続けていきたいです。
今年はアスパラガスの収穫
にも期待しています。

宮

田

良

子

さん

（昭和12年生、原田）
花 を 育 て る こ と、孫 と の 電
話、ひ孫の成長を楽しみにして
います。
何でもよく食べ、健康な１年
にしたいです。

中

村

福

田

田

中

均

さん

㘲

江

さん

正

榮

さん

（昭和36年生、古佐井）
健康に気をつけて人生を楽
しみたいです。

（昭和12年生、磯谷）
今年も健康第一で、体が元気
なうちは畑仕事や浜仕事をが
んばりたいです。

（昭和12年生、福浦）
孫のためにも元気で長生き
して、漁師仕事を頑張りたいで
す。
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長

島

新

市

さん

大

畑

まり子

さん

田名部

まつゑ

さん

（昭和24年生、大佐井）
好きな晩酌をし、孫の成長を
楽しみにして、毎日を楽しく健
康に過ごしたいです。

（昭和12年生、古佐井）
体力づくりのためにたくさ
ん歩き、人と会ったら挨拶しま
す。
人とのつながりを大切に、元
気に過ごしたいです。

（大正14年生、古佐井）

た えず明るく
⃝
な を照らし
みん⃝
ぶ かく
愛情⃝
ま ごころ優しく
⃝
つ つむ
みんなを⃝
ゑ がおの人生 長生きを。
⃝

3

３日

4

いこいの場 ぽぽらす
ひなまつり

月

7

３日

保育所 ひな祭り会

月

その他 村内各学校卒業式など

8

４日 牛滝中学校運動会
18日 保育所運動会

月

11

月

20日 牛滝地区海の日記念事業

15日 スーパープレミアム商品券予約開始

月

21日 保育所 発表会

16日

新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言（全国対象）

23日

婦人会手づくりマスク寄贈

その他 村内各学校入学式

16日 灯篭流し

12

13日 佐井小学校 アピオス収穫体験

保育所入所式

１日 保育所夕涼み会

月

７日 防災訓練 図上訓練

１日

25日 佐井小学校
ヒラメの稚魚放流体験

１日 佐井中学校 保育実習
14日 アルサスイルミネーション
点灯開始
15日 おこもり
17日 保育所クリスマス会
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1

月

5

月

26日 文化財防火デー

2

12日 特別定額給付金の給付開始
17日 ある市
22日 佐井中学校
佐井ジュニアオリンピック
25日 新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言 全国で解除

6

７日 消防団出初式
11日 保育所もちつき会
15日 おこもり

３日 保育所 防火豆まき
23日 地区・町内会対抗

月

20日 ナイター卓球（２月13日まで）

カラオケ大選手権
27日 日本で最も美しい佐井村づくり
ビジョン活動報告会

月

７日 おうちで佐井村
うに祭り2020
（20日まで）
25日 佐井小学校
議会見学
29日 佐井中学校
職業講話

9

月

10

14日 箭根森八幡宮例大祭
※神事のみ（15日まで）
24日 佐井小学校 にこにこわくわく

月

佐井リンピック
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11日
12日
17日
25日
29日

佐井中学校文化祭
超プレミアム商品券予約開始
佐井小学校学芸まつり
子ども会球技大会
いこいの場 ぽぽらす
ハロウィーン会
30日 牛滝中学校学芸会

ＬＥＤ防犯灯が寄贈されました
11月25日(水)、東北電力㈱むつ電力センター
および㈱ユアテックむつ営業所から、LED防犯
灯７基および取付工事一式が寄贈されました。
明るい街づくりならびに地域住民の安全・防
犯に役立てていただきたいとのことで、ඉ口村
長へ目録が手渡されました。
今回寄贈されたLED防犯灯は、原田地区、古
佐井地区および矢越地区へ今年度中に設置させ
ていただきます。ありがとうございました。

秋の叙勲

受賞

12月11日(金)、令和２年秋の叙勲において瑞宝章
を受章された長島新市氏が役場を訪れ、村長より表
彰状を手渡されました。
長島氏は昭和47年消防団に入団し、平成19年から
佐井村消防団第２分団分団長を務められ、平成22年
に退団されるまでの約37年の長きにわたり消防防災
活動に尽力され、その功績が認められたものです。

手づくりマートへの出品に向けた第１歩
12月14日(月)、手づくりマートの会員を対象に、いももちづくりの勉強会を開催しまし
た。
将来的な手づくりマートでの販売を目標とし、下北地域県民局地域農林水産部農業普及
振興室の職員を講師に招き、出品するにあたっての販売許可の違いや製品についての標記
シールの記載内容などについて学びました。
また、出品する際に誰が作っても同じものができるように、使用する材料の分量や工程
をしっかりと共有し、試作した５種類のいももちの味比べを行いました。
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村内イベント情報
【中
日
２月

※12月22日現在

止】
時

イベント名

備

考

ナイター卓球

冬の感染予防対策について
世界各地で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、さらなる感染拡大を防ぐために
マスクの着用が強く推奨されています。
マスク着用の主な目的は、会話や咳による飛沫の飛散や吸い込みを防ぐことです。近年の
研究では、飛沫を出す側と吸い込む側、両者の距離感やマスクの着用状況、マスクの素材（性
能）によっても、防御効果に大きな違いが生まれることがわかっています。不織布マスクの場
合、大きな飛沫の飛散をほぼ100％防止できることもわかっています。
マスクについて正しく理解し、適切に使用することで、より一層の感染予防対策を徹底して
いきましょう。

提供：東京大学医科学研究所

また、感染予防には換気も重要です。
これからの時期、寒いと部屋に閉じこもり、
換気をしなくなることが想定されますが、機
械換気による常時換気や室温が下がらない範
囲での常時窓開け（室温は18℃以上が目安）
など、しっかりと換気をしてください。それ
でも寒い場合には、使用していない部屋の窓
を開けて外の空気を取り込み、少し温めてか
ら部屋の中を換気するといった、２段階の換
気がおすすめです。

２段階換気のイメージ図

大間病院を利用するみなさんへ

～新型コロナウイルス感染症に係る受診の仕方について～
大間病院では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、病院入口で来院者全員の体温
測定を行っています。37.5度以上の発熱がある場合は、病院内に入ることができませんので、
発熱などで受診する際は直接来院せず、まず発熱外来相談電話に電話をして、看護師などの指
示に従い受診してください。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
■発熱外来相談電話：０８０－１６７９－９２５７
9
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アンサンブルコンテスト
12月12日(土)、下北文化会館で青森県アンサンブルコンテスト第39回下北地区大会が開催
されました。
佐井中学校吹奏楽部がコンテスト部門・中学校の部に出場し、打楽器五重奏で銀賞を受賞し
ました。
２年

田中
池田
大畑
木部

柊雅
優菜
優雛
朱里

１年

高橋

夢菜

ドラムセット
ヴィブラフォン（鉄琴）
ティンパニ
マリンバ（木琴）
グロッケン（鉄琴）
バスドラム
ウィンドチャイム
サスペンデッドシンバル

親子で触れ合うお楽しみ会
12月20日(日)、アルサスで⽛親子で触れ合うお楽しみ会⽜が開催されました。
青森県教育委員会の⽛令和２年度社会教育を核とする地域ネットワーク活用促進事業（地域
課題の解決）⽜の委託を受けた佐井村実行委員会（東出節男会長）が、少子高齢化などの地域課
題解決の一環として、地域全体で子どもを育てるネットワークづくりを目指し、企画しました。
会場には多くの親子が訪れ、絵本の読み聞かせ、エコ・クラフト工作などを親子で楽しみ、
参加者同士の交流を深めました。

絵本の読み聞かせ

綿菓子づくり体験

エコ・クラフト工作

お楽しみビンゴ大会
10
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～管内事件・事故発生状況～

駐在メモ

駐 在日誌

月
【事 件】なし
【事 故】物件２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。
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１月10日は⽛１１０番の日⽜です

１１０番通報は、通常県内どこから電話をかけても青森市にある⽛警察本
部⽜につながります。
ただし、北海道が近い場所での１１０番通報は、北海道の警察に電話がつ
ながる場合があるため、そのようなときは発生場所が青森県であることを知
らせてください。
１１０番通報は、まず落ち着いて
〇何があったか
〇いつ
〇どこで（発生場所）
〇犯人は、車両は
〇どんな状況か
〇通報者の住所、名前、電話番号
を伝えてください。
携帯電話で１１０番通報をする場合は、次のことに注意してください。
〇通話中は、電波の状況により切断される場合があるため場所を移
動しない。
〇発生現場の場所や状況を説明してもらうため、現場から離れない。
〇発生場所が発見できない場合、確認のため電話をかけ直すことが
あるため、通報後は電源を切らない。
緊急時は１１０番、緊急時以外は大間警察署へお願いします。
大間警察署 ☎０１７５－３７－２２１１

年末年始、冬休み中の少年非行、犯罪被害を防止しましょう

年末年始や冬休み期間は、解放感も相まって深夜徘徊、飲酒、喫煙などの不良行為に走ったり、万引きな
どの非行に手を染める恐れがあります。
子どもたちを守るため、子どもの行動に関心を持ち、
⽛兆し⽜を見逃さないように親子、家族間の会話を大
事にしましょう。
また、子どもたちがスマートフォンなどのＳＮＳを利用して犯罪やトラブルに巻き込まれない
ように、フィルタリング機能を活用しましょう。

2021年は丑年ということで、雲丹（うんたん）
は萬谷雅之さんが飼育している牛たちと一緒に
記念写真を撮りに行ってきました。
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唾液は万能くすり
新型コロナウイルス感染症が流行りはじめてから日常
生活の中でマスクを着用するのは当たり前の時代になり
ました。マスクを着用することでマスクの下の皮膚は蒸
れていますが、口の中は実は唾液の量が減っています。
普段は……
□加齢
□激しい運動
□口呼吸

□薬の副作用
□ストレス
□脱水症状

マスクをしている今は……
□水分補給の機会が減る
□人と話す回数が減る

マスクを着用するようになってから口の中が渇いていると感じたことはありませんか？
口の乾燥はもともと誰にでも起こることですが、マスクを長時間着用する今は特にそのリ
スクが高くなります。唾液は口の中で、ウイルスと戦ったり細菌の成長を邪魔したりと私
たちの体を守ってくれる大事な役割をもっています。
さまざまな理由で減ってしまう唾液、口の乾燥を防ぐためにできることがあります。

①こまめに水分をとる
②ガムやタブレットを活用する

ガムは、噛み始めの一番味が濃い時に唾液がジュワジュワと出てその後も噛んでいる間中
ずっと唾液が出続けます。特別意識しなくても嚙むことで唾液を出すことができます。

③舌の運動や唾液線のマッサージをする
20分以上噛むぞ‼

※口が常に乾燥している方には、マウスリンスやマウスジェルをお勧めします。唾液に近
い成分をもち、低刺激で違和感なく使えるものもあります。気になる方は佐井歯科診療
所にご相談ください。
【お問合せ】佐井歯科診療所 ☎０１７５－３８－２２６１
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大間病院
内科医長 藤原

以上の３つがないことを確認したら、119番に電話
をして、できるだけ早く胸骨圧迫を始めましょう。
胸骨圧迫の方法は、まず、倒れている人の胸の横
に立ち膝の姿勢になり、乳首と乳首を結んだ線の真
ん中（図１の●）に手の付け根を当てます。その上
にもう片方の手を添えて真上から胸の真ん中を押
します（図２）
。スピードは１分間に約100～120回
くらいが良いとされており、⽛地上の星（中島みゆ
き）
⽜や⽛TOMORROW（岡本真夜）
⽜
、
⽛アンパンマ
ンのマーチ（ドリーミング）
⽜のテンポがこれくら
いです（自分の好きなアーティストの曲を探してみ
ましょう）
。昔は胸骨圧迫30回のあと人工呼吸２回
とされていましたが、現在は、難しければ人工呼吸
は省いて良いとされています。また、有効な胸骨圧
迫のために重要なのが押し込む深さです。有効な
胸骨圧迫の深さは５㎝です。思ったよりも深いで
しょう？ 実際にお年寄りの方に対して、５㎝押し
込むと肋骨が折れることがほとんどです。皆さん
はきっと胸骨圧迫で肋骨が折れる感触がすると
びっくりすることでしょう。しかし、命を救うため
には肋骨の犠牲はつきものです。恐れずに圧迫を
繰り返しましょう。救急隊が到着するまで胸骨圧
迫を繰り返します。近くにAEDがあれば、それも
装着するのが理想です。
いかがでしょうか。すべてをここで語れたわけ
ではありませんが、ここに書いたことを実践するこ
とが最初の一歩になります。いつ目の前で人が倒
れるかわかりません。意識、呼吸、脈拍がないのを
確認したらすぐに胸骨圧迫を始められるようにイ
メージトレーニングしてみてはいかがでしょうか。

心臓マッサージのお話

みなさんこんにちは。
今回は、みなさんのご家族の命にも関わる心臓
マッサージについて話したいと思います。自分に
は関係ないと思っているそこのあなた、ご家族がい
つ心臓発作を起こして倒れるかわかりませんよ。
北通りでは一般的に、意識がなく倒れている人を
見つけて救急車を呼び、救急隊が到着するまでは数
分から20分程度かかります。その間、ただ指をくわ
えてみていればいいというわけではありません。
人は心臓が止まってから１分経つごとに助かる確
率が10％ずつ低下していくと言われています。５
分経過するだけで命の助かる確率は50％、10分なに
もしなければ100％助からないという計算です。そ
んな中、心臓が止まった人の命をつなぐ数少ない方
法の一つが心臓マッサージです。正確には胸骨圧
迫と言います。北通りの心肺停止の患者さんにつ
いては、目撃した人が胸骨圧迫の正しい方法を知ら
ないために、とりあえずやってみたけど救急隊から
見ると有効な胸骨圧迫ではないケースが非常に多
いのが現実です。この機会に心臓マッサージにつ
いて興味を持ってもらえると幸いです。
まずどのような人に行うべきなのか。確認する
ことは３つです。
①意識がないこと
呼びかけや痛み刺激（皮膚を思いっきりつ
ねる、胸骨（胸の真ん中の骨）を拳でぐりぐり
する、爪の付け根を硬いもので圧迫する）に全
く反応しないこと。
②呼吸がないこと
胸が膨らんだりしぼんだりを繰り返さない。
口に耳を近づけても呼吸の音がしないこと。
③脈がないこと
首や太ももの付け根の太い血管が全くどく
どく触れない（今自分のどこで脈が確認でき
るか触ってみましょう）
。

図１
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慈明

図２

新しい年になり、お酒を飲む機会が増える時期ですが、最近はどこかへ
飲みに出かけるよりも自宅でお酒を楽しむ⽛宅飲み⽜が増えているといわ
れています。
宅飲みは気兼ねなく飲めることから酒量が増えたり、際限なく飲んだり
しがちです。他人の目が届きにくいことから、飲み過ぎないための自己管
理が必要です。⽛どうしても我慢できない⽜⽛ついつい飲みすぎてしまう⽜
⽛度数の高い飲み方が好き⽜⽛夜ではなく早い時間から飲んでしまう⽜⽛飲
まないと調子が出ない⽜など自己管理が難しい場合はアルコール依存症の
予備軍かもしれません。

宅飲み注意点６箇条
１．飲む時間を決め、長時間飲み続けない
４．買い置きしない
帰宅時間を気にしなくていいため、飲む時
アルコール度数が異なる酒をあれこれ飲
間が長くなりがちです。飲み始める前に飲
むのは避け、⽛今日はここまで⽜と決めてお
み終える時間を決めておきましょう。
きましょう。
２．必ずおつまみを用意する
５．適宜、水やノンアルコールドリンクを飲む
空腹時にいきなりアルコールを体内に入
他人に気を遣う必要はなく、飲み物は自分
れるのは体への負担が大きいため少しでも
で選べます。意識して途中で水やノンアル
食べてから飲むようにしましょう。たんぱ
コールドリンクも飲むようにしましょう。
く質と繊維質が多いものがアルコールの分
解に役立ちます。
３．飲む量を最初にだいたい決めておく
６．翌日に残らないか注意する
アルコールの分解能力には性別・個人差が
不安感やストレスを抑えるための飲酒や、
昼からの飲酒は依存症への第一歩です。そ
ありますが、日本人の場合１時間で分解でき
の日の体調と相談しながらゆっくり飲みま
る純アルコール量は50㎏の人で５ｇです。
（ビール中瓶で１／４本、ウイスキーで１／
しょう。
２杯と決して多くはありません。

特定健康診査・がん検診を受けたみなさんへ
特定健診で⽝要医療⽞と判定された方、がん検診で⽝要精密検査⽞と判定された方のうち、
まだ病院で検査を受けていない方は３月までに受診しましょう。

風しん追加接種の対象者のみなさんへ
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの方で、まだ風しんの抗体検査を受けて
いない方は、すでに郵送されているクーポン券をご利用ください。

外出控え

密集回避

密接回避

密室回避

換気

咳エチケット

手洗い
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～火事・救急・救助は119番～
薪ストーブによる火災に注意しましょう
下北管内で薪ストーブを起因とする火災が頻発しています。原因は煙突貫通部（煙突が壁を突き抜ける
部分）が⽛低温着火⽜したものと推定されます。では、低温着火とは何なのでしょうか。
○低温着火とは、煙突貫通部の熱が周囲の木材に伝わり水分が徐々に減少して炭化することにより低温で
も発火する現象を言います。薪ストーブ本体付近の壁の内部や煙突が貫通する床や壁内部、屋根裏など
で進行し、突然火災に至ります。
○予防方法および取扱う際には次のことに注意しましょう。
•薪ストーブ本体を設置する際は⽛前方に1.5ｍ⽜
、⽛側方・後方に１ｍ⽜距離をとり、
ストーブの周りや上部には洗濯物などの可燃物を置かないようにしましょう。
•煙突貫通部にスレート管のみ設置した場合は、有効な遮熱効果が得られず危険です。
煙突を設置する場合は、壁などの貫通部は木材などの可燃物から15㎝以上離すか、
厚さ10㎝以上の不燃材（めがね石等）で覆いましょう。
•薪ストーブから離れる際は扉やフタを確実に閉めましょう。
•たき口からたき殻（取灰）などの火種が落ちた場合の受け皿として、たき殻受けを設置しなければいけ
ません。また、取灰には、火種が残っている可能性があるので、直接ゴミ箱や段ボールに捨てたりせず、
確実に消火していることを確認しましょう。
•煙突内にタールが溜まると燃え上がることがあるので定期的な清掃を心がけましょう。

火災は一人ひとりの心がけで未然に防ぐことができます。火災から尊い命、大切な財産を守るためにも、
常日頃から火災予防に対する意識を高め、火災の発生を未然に防ぎましょう。

１月26日は文化財防火デーです
文化財防火デーは昭和24年１月26日、世界最古の木造建築物【法隆寺金堂】が炎上し、貴重な壁画が焼損
しました。それを契機に昭和30年から１月26日は文化財防火デーと定められ全国的に防火活動を展開し、
文化財愛護に関する意識の高揚を図っています。
佐井消防分署においても令和３年１月24日(日)に文化財施設を対象に火災防御訓練や防火査察を実施予
定です。訓練当日はサイレンを使用しますので、火災と間違えないようにお願いします。

火事・救急・救助は１１９番通報しましょう
災害発生時には、１１９番通報ではなく佐井消防分署の一般電話へ直接通報される場合があります。そ
の場合、出場隊員が電話対応にあたるため、出動が遅れます。いち早く、目的地点に向け消防車・救急車が
出場するためにも１１９番へ通報していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
15
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お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
【免除期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間（以下⽛産前産後期間⽜といい
ます。
）の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間
の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含
みます。
）
【対象者】
⽛国民年金第１号被保険者⽜の方。
【添付書類】
〇出産前に届書の提出をする場合：母子健康手帳など。
〇出産後に届書の提出をする場合：出産日は村で確認できるため、原則不要。
※本人確認書類が必要となります。（マイナンバーカード、運転免許証など）
【届出時期】
出産予定日の６か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
【届出先】
役場住民生活課住民係

付加保険料制度について
付加保険料制度は、国民年金保険料（月額16,540円）に加えて、付加保険料（月額400円）
を納めることにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
付加保険料を納めるためには申し込みが必要であり、申し込みをした月分から付加保険
料を納めることになります。
お手続をご希望の方は、役場国民年金担当またはお近くの年金事務所へ速やかにお申し
出ください。
【お問合せ】住民生活課

住民係

担当：宮澤

国民健康保険税(第７期）、後期高齢者医療保険料(第４期)の納期は、

２月１日(月)です。忘れずに納入しましょう！

※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｡
また、新型コロナウイルス感染症の影響による相談も受け付けています｡
お気軽に住民生活課税務係へご相談ください｡
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お知らせ
不動産取得税（県税）について
不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに一度だけ課税される県の税金です。納税
通知書が届きましたら、銀行、郵便局のほか、コンビニエンスストアなどで納めてくださ
い。
なお、一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得したときには、申告をすると不動産
取得税が軽減される場合があります。詳細についてはお問合せください。
【お問合せ】下北地域県民局県税部課税課 ☎２２－８５８１（内線２０８）

青森県特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ
令和２年12月21日からの金額は、次のとおりです。
改定内容

改定前

時間額

時間額

鉄鋼業

９０３円

９００円

電子部品・デバイス・電子回路・電気機械
器具、情報通信機械器具製造業

８３３円

８２９円

各種商品小売業

８２５円

８２１円

自動車小売業

８６４円

８６１円

青森県特定（産業別)
最低賃金

なお、青森県で働く全ての労働者および使用者に適用される⽛青森県最低賃金⽜は、令和
２年10月３日から、時間額７９８円に改定されています。
業務改善助成金などの活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター
（電話：０８００－８００－１８３０）にご相談ください。
詳しくは青森労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/）から
もご覧になれます。
【お問合せ】青森労働局労働基準部賃金室 ☎０１７－７３４－４１１４

蜜蜂を飼育されている方へ
養蜂振興法の改正により、平成25年から、趣味で蜜蜂を飼育する場合でも飼育届の提出
が必要になりました。
蜜蜂を飼育されている方は、所定の様式に必要事項を記載のうえ、令和３年１月29日(金)
までに、住所地の地域県民局畜産担当課に提出してください。（手数料はかかりません）
※飼育届用紙は、青森県ホームページでダウンロードできるほか、地域県民局畜産担当課
で配布します。また、令和２年中に飼育届を提出された方については、地域県民局から
直接用紙を郵送します。
※花粉交配用のために、蜜蜂を一時的に飼育される方の飼育届の提出は不要です。
ただし、長期間にわたって（花粉交配時期以外も）飼育する場合は届出が必要です。
詳しくは、青森県ホームページ⽛蜜蜂飼育届の義務について⽜を参照、または、下北地域
県民局地域農林水産部畜産課までお問合せください。
【お問合せ】下北地域県民局地域農林水産部畜産課 担当：菊地原
〒035-0073 むつ市中央１丁目１－８
☎０１７５－２２－８５８１（内線２４２）
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お知らせ
青森県公式就活アプリ⽛シューカツアオモリ⽜
県内企業の情報や就活関連イベント、助成制度のお知らせなど、県内就職に役立つ情報をお
届けしています。個人情報の登録不要、ダウンロードは無料となっていますので、地元で就職
を考えている方は、ぜひご活用ください。
【アプリの主な機能】
アプリのダウンロードは
こちらから
■就活イベントカレンダー
県や市町村などが主催する就活イベントなどをお知らせします。
■県内ニュース
県内で話題の飲食店などの情報をお知らせします。
android用
■企業情報
先輩社員のメッセージやどんな人材を求めているかなど、企業の声
をお届けします。
■クーポン
iPhone用
県内外の飲食店などのお得なクーポンを使用できます。
（例：お好きなドリンク１杯無料 など）
【お問合せ】青森県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ
電 話：０１７－７３４－９３９８（平日 午前８時30分～午後５時）
ＦＡＸ：０１７－７３４－８１１７
メール：roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

マイナンバーカード（個人番号カード）のオンライン申請について
マイナンバーカード（個人番号カード）の申請は、ご自宅のパソコンやスマートフォン、郵送
で申請することができます。当村では平成29年11月から役場窓口で、タブレット端末を利用し
たマイナンバーカード（個人番号カード）交付申請の受付を開始しました。顔写真を無料で撮
影し、職員が申請手続きをお手伝いしますので、マイナンバーカード（個人番号カード）の交付
を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、役場窓口までお越しください。
【カード交付までの流れ】
①タブレット端末による顔写真の撮影（無料）
②オンライン申請（約20分程度）
職員がタブレット端末を操作し､申請手続きを行います。
③カードの受け取り
申請から約１か月後に、個人番号カード交付通知書（はがき）が
送付されます。本人確認のうえ、カードを交付しますので、再度
役場窓口へお越しください。
【必要な書類】
•通知カードと一緒に届けられた⽛個人番号カード交付申請書⽜
※紛失などで⽛個人番号カード交付申請書⽜をお持ちでない方は、本人確認書類（Ａ書類１点
または、Ｂ書類２点）をご持参ください。
Ａ書類

顔写真付きの身分証明書
（運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など）

Ｂ書類

⽛氏名、生年月日⽜または、⽛氏名、住所⽜が記載されている書類
（健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、医療受給者証、年金証書、社員証、学生
証など）

【お問合せ】住民生活課

住民係

担当：村川
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お知らせ

国民健康保険 大間病院 会計年度任用職員募集のお知らせ
１

大間病院では下記のとおり、会計年度任用職員を募集しますので、お知らせいたします。
採用職種、条件等

採用職種
募集人数

看護師・准看護士
看護助手
調理師
若干名
若干名
若干名
フ ル タ イ ム 職 員 令和３年４月１日～令和４年３月31日（更新有り）
採用期間
パートタイム職員 令和３年４月１日～令和４年３月31日（更新有り）
①心身共に健康で病院の仕事に理解と情熱のある方
②看護師又は准看護師の免許を有する方、また令和３年４月に免許取得見込の方
応 募 資 格 ③看護助手は高校卒業以上の方、また令和３年３月卒業見込の方
④調理員は中学校卒業以上の方
⑤令和３年４月１日時点で満65歳未満の方
①就業場所 大間病院内
②就業時間 通常午前８時15分～午後５時（職種により早出・遅出等変則時間有り）
、週休２日
労働条件等 ③勤務日等 月曜日～金曜日勤務（職種により土・日・祝日勤務有り）
④その他詳細については、一部事務組合下北医療センター臨時職員服務・給与取扱
要綱によります
①看護師・准看護師：外来・病棟の看護師業務
業 務 内 容 ②看 護 助 手：外来・病棟・透析看護師の補助業務
③調
理
員：入院患者様の食事調理業務

２

応募方法等

申込受付期間等

受付期間：令和３年１月４日(月)～１月21日(木)
土・日・祝日を除く午前８時15分～午後５時
（郵送の場合、令和３年１月21日当日消印有効）

①⽛大間病院会計年度任用職員公募申込書⽜自筆で記入し押印（シャチハタ印不可）
したもの１通
②⽛大間病院会計年度任用職員採用試験受験申込（履歴）書⽜自筆で記入し写真を
添付したもの１通
応募書類
③看護師・准看護師は看護師免許証の写し１通（Ａ４サイズ）
④看護師・准看護師の免許を有する方以外は、最終学歴証明書・卒業見込証明書・
卒業証書の写しのいずれか１通（Ａ４サイズ）

３

選考試験日等

試験日時

看護師・准看護師
調理員

試験日
受

付

試験日
受 付
試 験 場 所 国民健康保険大間病院 ２階
看護師・准看護師
小論文
試験科目
看護助手・調理員
面接
採 用 通 知 追って本人あて通知いたします
看護助手

令和３年２月10日(水)
調
理
員：午後１時30分～２時00分
看護師・准看護師：午後３時30分～午後４時00分
令和３年２月12日(金)
看 護 助 手：午後１時30分～２時00分
会議室
面接

【お問合せ】〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20番地78
一部事務組合下北医療センター 国民健康保険 大間病院
事務局 総務係 ☎０１７５－３７－２１０５
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佐井中学校

保育実習

さい

12月１日(火)、保育所で佐井中学校３年生が保育実習を行いました。
中学生のみなさんはお兄さんお姉さんとして、接し方や話し方、遊び方を工夫し、優しく笑顔で保育所
の子どもたちと関わっていました。
また、保育所の子どもたちも、普段なかなか触れ合うことのないお兄さんお姉さんに、はじめは緊張気
味でしたが、一緒に遊んでいるうちにすっかり打ち解けていました。

Saivillage
令和３年１月 第617号

保育所

クリスマス会

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

12月17日(木)、保育所でクリスマス会が行われました。
今年もソリにたくさんのプレゼントを乗せ、サンタさんが保育所に来てくれました。
子どもたちはサンタさんにたくさん質問をしたり、一緒に歌を歌ったり踊ったりして、一足早いクリス
マスを楽しみました。

出初式
１月７日(木) 午前11時～
津軽海峡文化館⽛アルサス⽜
規模を縮小して行います。

戸籍の窓口

さん

拓

◎お くや み申 し上 げま す

ちぎ

さん

12

月 日現在

） 古佐井

さん

（ 樋口秀視 さん） 古佐井

太田

又男
（

木下

） 古佐井

( )内は前月比

さん

963(－１） 計 1,920(－３)
957(－２）世帯数 939(－３)

滝

男
女

11月30日現在

（ きよ ゑ

佐井村の人口

さん

午後３時30分 です

幸一

1月の早め点灯時刻は

（ 澤田英則 さん） 牛

（１／１現在)

鹿島

2,978日

さん

録

幸雄

記

濱野

みんなで続けていこう！
交通死亡事故ゼロ 次の目標は3,000日

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。

〒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

〇日時
〇場所
〇備考
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