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【４月７日(水）佐井中学校

入学式】

①たけうち ひだか
②パイロット

①かわぎし みらい
②けいさつかん

①いせ ゆうと
②けいさつかん

①ほそま はると
②けいさつかん

①いずみ かえで
②けいさつかん

①いしと あきと
②にんじゃ

①さかい こうたろう
②きょうりゅうのえいぞうをつくるひと

①まきた りほ
②びようしさん

①ひがしで るな
②ほいくしょのせんせい

①ふるかわ れあ
②アイスやさん

①みやかわ かのは
②ほいくしょのせんせい

①しちのへ あんり
②アイスやさん
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おおしま

しのぶ

やま だ

①大島 忍 （校長）
②むつ市立苫生小学校
③歴史ある佐井小学校の子ども
たち46名と教職員17名、心一
つに頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。
の

と

さ

さ

しゅういち

ふく だ

①能戸 修 一
②大間町立大間小学校
③佐井村の子どもたちと一緒に
過ごせることを大変嬉しく
思っております。どうぞよろ
しくお願いいたします。

き

りん や

しんぺい

とびない

たかひろ

たて だ

み かみ

たか し

ま

み

しん

まさ お

①新 将央
②佐井村立牛滝中学校
③牛滝中学校から来ました。今
年で佐井村４年目になりま
す。子どもたちのために全力
で頑張ります。よろしくお願
いします。

あや か

たてわき

①紀伊 綾香
②新採用
③母校である佐井中学校で働く
ことができて大変うれしく思
います。明るく元気に頑張り
ます。

りゅういち

①舘脇 隆 一
②新採用（用務員）
③佐井中学校の用務員として勤
務することになりました。慣
れない仕事ですが、頑張りた
いと思います。よろしくお願
いします。
3

Sai 2021.5

Sai village

こ

①三上 真未
②大間町立奥戸中学校
③佐井村の子どもたちのために
頑張りますので、よろしくお
願いいたします。

①飛内 貴大
②むつ市立大畑中学校
③はじめまして。１日も早く慣
れ、佐井村の生徒たちのため
に役に立てるよう一生懸命頑
張ります。よろしくお願いし
ます。
い

つ

①舘田 敬士
②むつ市立川内中学校
③14年ぶりの佐井中学校です。
佐井村の子どもたちのために
精一杯頑張ります。よろしく
お願いいたします。

①三浦 晋平
②佐井村立牛滝中学校
③同じ佐井村内での異動となり
ました。再び佐井の子どもた
ちと活動できることがとても
楽しみです。

き

か

①福田 佳津子
②新採用（村費負担講師）
③村の講師として子どもたちと勉強
させていただくことになりました。
足りないところもありますが、一
日一日を大切にして頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。

①佐々木 倫哉（校長）
②むつ市立田名部中学校
③きれいな校舎と、そこから見
える夕陽に感動しました。よ
ろしくお願いします。

み うら

じゅん

①山田 淳 （教頭）
②むつ市立大畑小学校
③佐井小学校に勤務できることを
うれしく思います。保護者、地
域のみなさんと手を携えながら
子どもたちのために頑張ります。
よろしくお願いいたします。

春の街頭指導‼⽛右みて、左みて、車が来てないか確認してから渡ろう！⽜
４月８日(木)、春の全国交通安全運動に伴い、交
通安全対策協議会・大間警察署・佐井駐在所・佐井
小学校交通少年団・ＰＴＡ・母の会・役場職員の協
力のもと街頭指導を行いました。
児童たちはみんなはつらつとしていて、入学した
ばかりの新１年生も、大きなランドセルを背負いな
がら元気に登校していました。
【みなさんにお願い】
通いなれた通学路でも、危険は潜んでいます。
子どもを交通事故から守るためにも地域のみなさ
んの声掛けなど、事故防止にご協力お願いします。

山火事防止パレード
４月１日(木)から６月10日(木)までの期間は、山
火事防止運動強調期間になっています。下北管内５
市町村では４月13日(火)、一斉に山火事防止パレー
ドを実施しました。
村内でも佐井森林事務所・下北地方森林組合・佐
井消防分署と連携のもと、原田から牛滝までパレー
ドを実施しました。
これから、山菜採りのシーズンとなります。みな
さんも火の始末にご注意ください。

仏ヶ浦をモチーフにした作品が寄贈・展示されました
４月20日(火)、陶芸家 故吉村利美氏の作品“青
森県下北半島仏ヶ浦を訪ねて⽛風景⽜”が佐井村に寄
贈され、アルサスでその作品のオープニングセレモ
ニーが行われました。
吉村氏は1980年より青森に築窯し、制作活動を
行った陶芸作家で、2016年11月に逝去されています。
今回寄贈された作品は、仏ヶ浦の自然や風景から
インスピレーションを得て制作されたもので、アル
サス海側出入り口に展示されます。

山野草盗掘防止パトロール
佐井村一円に生育している貴重な山野草が盗掘に遭
い、年々減少しています。このため、４月23日(金)に
下北森林管理署・大間警察署・県自然保護課・佐井村
で盗掘防止の合同パトロールを実施し、チラシ配布や
広報活動を行いました。
不審な盗掘者をお見かけの際は、大間警察署や村な
どへ情報の提供をお願いします。
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村内イベント情報
【中

※４月●日現在

止】

日
時
５月16日(日)

イベント名
佐井村消防団定期観閲式

備

考

65歳以上の方の新型コロナワクチン接種について
４月上旬に接種希望を取りまとめた結果、初回（５月28日）の希望者が定員をはるかに超えたため、
重症化予防などの観点から年齢の高い順で調整させていただきましたので、ご了承ください。また、国
の指示に基づき、接種希望の有無にかかわらず接種券を郵送しました。接種日まで、紛失したり汚損す
ることがないよう大切に保管してください。
接種までの流れ
１．接種券を受け取る

接種券はシール形式になっています。シールははがさずに、また、紛失したり汚損することがな
いよう大切に保管しましょう。
２．接種日に接種会場へ
接種会場は、原田から長後地区の方は大間病院、福浦・牛滝地区の方は地区へき地診療所です。
接種日と受付時間は、個別に郵送した接種券と一緒にお知らせしていますのでご確認ください。
密を避けるために受付時間を確認しておきましょう。
また、同封のお知らせをよく読んでおきましょう。
３．受付と問診票などの確認、医師による接種
接種がスムーズに行われるよう、会場に来る前に問診票の記入をお願いします。
受付では接種券と問診票・身分証明書が必要ですので、忘れずにお持ちください。
健康状態や問診票を確認し、問題がなければワクチンの接種が受けられます。
４．接種後の経過観察
厚生労働省は、接種後30分以上、その場で経過観察を行うように求めています。接種後は、専用
の待合場所で待機しましょう。経過観察の時間が終了すると、担当者が声をかけ接種券と次回の
問診票などをお渡ししますので、受け取ってから帰りましょう。
５．指定された日時に２回目の接種を行う
指定された日時に接種券を持参し接種します。
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佐井小学校

学校生活支援員

今年度、新たに佐井小学校で活動する学校生活支援員を紹介します。

ふくしま

ち せ こ

福島 千世子
ふれあいタイムや清掃な
どいろいろな場面で支援を
していき、子どもたちとふれ
合いを楽しみたいと思いま
す。よろしくお願いします。

ながしま

けい こ

長島 桂 子
学校生活支援員として勤
めさせていただきます。小
学校生活が楽しく過ごせる
ように先生方のお手伝いを
したいと思っています。よ
ろしくお願いします。

い とう

さや か

伊藤 清花
10年以上前に卒業してか
ら、またこのような形で佐井
小学校に戻ってきたことを
うれしく思います。至らな
いところばかりですが、どう
ぞよろしくお願いします｡

佐井小学校では、授業の補助や登下校時の安全指導を行うスクールサポーター（３人）と、
学校での生活面を支援する学校生活支援員（３人）が活動しています。

海峡ミュウジアムロビー展 ～佐井村の四季の写真展～
アルサス２階⽛海峡ミュウジアム⽜前に、佐井村
の四季の写真を展示しています。
地元の人でなければ知らないような場所を撮影し
た珍しいものもありますので、ぜひご覧ください。
なお、海峡ミュウジアムは４月29日(木)から10月
31日(日)までの間、午前９時から午後３時まで開館
しています。入場は無料ですので、併せてご来場く
ださい。

旧三上家住宅

開館のお知らせ
青森県重宝⽛旧三上家住宅⽜
（三上剛太郎生家）は、４月
29日(木)から10月31日(日)までの間、午前９時から午後３
時まで開館しています。
入場は無料ですが、密を避けるため入場を制限する場合
があります。大勢での見学を希望される方は、事前に教育
委員会へお問合せください。
【お問合せ】教育委員会 担当：奥本、加藤
☎３８－４５０６
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駐在日 誌
～管内事件・事故発生状況～

３月
【事 件】なし
【事 故】人身事故 １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。

自転車安全利用五則
１．自転車は、車道が原
則、歩道は例外
２．車道は左側を走行
３．歩 道 は 歩 行 者 優 先
で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る
５．子 ど も は ヘ ル メ ッ
トを着用

警察官Ａ（大卒）
警察行政（大卒程度）を募集します

警察官Ａ（大卒）および警察行政（大卒程度）の
採用試験を行います。
受験資格などは次のとおりです。
※警察官Ａ（男性）のみ、他都県（千葉、警視庁）の警察官を第二志望と
して同時に受験することができます。
受験資格は志望する都県にお問合せください。
また、受験資格などは変更になることがありますので、詳細については
それぞれの試験案内で確認してください。
受験職種
警察官Ａ
（大卒）

警察行政
(大卒程度)

採用予定人数

受験資格

未定

〇平成元年４月２日以降に生まれた方で、
大学を卒業した方、または令和４年３月
31日までに大学卒業見込みの方

未定

〇平成４年４月２日から、平成12年４月１
日までに生まれた方
〇平成12年４月２日以降に生まれた方で、
大学を卒業した方、または令和４年３月
31日までに大学卒業見込みの方

受付期間

〇警察官Ａ…令和３年５月10日(月)～６月18日(金)
〇警察行政…令和３年５月７日(金)～５月28日(金)
第一次試験 〇警察官Ａ…令和３年７月11日(日)
〇警察行政…令和３年６月20日(日)
試 験 場 所 〇警察官Ａ…青森市、八戸市、弘前市、さいたま市
〇警察行政…青森市、東京都

山菜採りの遭難をなくしましょう

並進

二人乗り

夜間の点灯

遭難防止のためのアドバイス
〇山に出かける前に
•体調を確認する
•できるだけ２人以上で出かける
•家族などに行き先や帰宅予定時間を知らせ
ておく
•入山場所の地形を地図などで確認する
•携帯電話や食料など、必要な装備を持つ
〇山に入るとき、山に入ったら
•集合場所の目印となる大木などにラジオを
固定して音を出し、目標物を定める
•お互いに声を掛け合い位置を確認する
•奥に入りすぎない
•急斜面や崖などの危険な場所は避ける
•集合時間を必ず守って、早めの下山を心が
ける
〇万が一、道に迷ったら
•日没後は歩き回らずに救助を待つ
•ヘリコプターの音が聞こえたら、見通しの
よい場所でタオルなどを振って合図する
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大間病院
内科医長

みなさんこんにちは。４月
から大間に転勤してきまし
た、大間病院内科の落合です。
よろしくお願いします。
さて、今月は糖質のとり過
ぎについてお話しします。みなさんは糖質・糖
分、糖類など、
⽛糖⽜とつく似たような言葉が数
種類あるのを知っていますか？ それぞれ意
味が違いますが、お医者さんがみなさんとお話
しするときに用いる糖質についてお話ししま
す。糖質とは体のエネルギーとして欠かせな
い炭水化物（麺類、ご飯類、パン類）に含まれ
る栄養源です。中でも、脳は糖質しか栄養にで
きないため、頭を働かせるためには特に大事に
なります。
しかしながら沢山とればいいということで
もないのです。どんな食べ物もお薬もとり過
ぎれば毒となってしまうのです。沢山糖質を
とると、血液検査で血糖値という数字が上昇し
ます。そのほかにHbA1Cという数値も上がっ
てくるのです。これらが常に高い状態が俗に
いう糖尿病の状態です。一度糖尿病になって
しまうと悪いことが起こりやすくなります。
① 血糖値が高いと血管が傷つきやすくな
る

落合 秀也

②

血管が傷つくと血の流れが悪くなり、血
が固まりやすくなる
③ 血の流れが悪いと栄養が行きにくい神
経が痩せていく
④ 手足の神経が痩せていくと感覚が鈍く
なる
⑤ 目の神経や血管が悪くなると目が見え
にくくなる
⑥ 腎臓の血管が悪くなると、腎臓から尿を
十分に出せなくなる
など体に良くないこと、病院に通わなければい
けない時間が増えてしまいます。
糖尿病と診断されてしまうと、最初は生活習
慣の改善で様子を見ますが、血糖を下げる薬の
内服が必要になることもあります。
糖尿病になってからでなく、まず糖尿病にな
らないように予防することが大切です。その
ために普段の生活からできること、それは１回
にとる糖質の量を減らすこと
です。１日３回で食べていた
ものを５回に分けて食べるだ
けでも違ってきます。食べる
量からではなく、食べる回数
から気をつけること、ここか
ら挑戦してみませんか。

今月の雲丹（うんたん）の活動
４月７日(水)、佐井小学校に入学し
たぴかぴかの１年生のみなさんに、雲
丹（うんたん）がお祝いのプレゼント
を贈りました。
プレゼントの中身は雲丹
（うんたん）
デザインのクリアファイルや小物入れ
などで、学校生活に役立ててほしいと
の思いから贈られました。
雲丹（うんたん）からひとこと
勉強も運動もなんでも楽しく元気にが
んばっての～
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「早期発見」があなたを救う！

がん検診を受けましょう

みなさん、がん検診を受けていますか？
日本人の２人に１人は、一生のうちに何らかのがんにかかるといわれています。
現在、がんは早期発見、早期治療により、高い確率で治るようになっています。
早期発見、早期治療を行うためには、定期的にがん検診を受けることが大切です。
がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことでがんによる死亡率を減少させる
ことです。
がん検診は、一見健康な人に対して、がんが⽛ありそうか⽜、がんが⽛なさそ
うか⽜を判断し、
⽛ありそう⽜とされる人を精密検査で判断し、がんを発見する
ものです。
また、がん検診は、症状のない方のための検査です。明らかな症状のある方
には、それぞれの体の状態に応じた適切な検査や治療が必要になります。症状
のある場合は、必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。

がん検診の結果を受け取ったら
定期的にがん検診を受けま
しょう

精密検査不要

旬を

食べよ う

精 密検査の結果

要精密検査

必ず精密検
査を受けま
しょう

異常なし

次回も検診を受けましょう

良性病変
など

医師に相談をしましょう

がん
(確定診断)

医療機関で治療をしましょう

新鮮でみずみずしくおいしい旬の食材を使って楽しい食事を！

新じゃがののりチーズ炒め
＜材料２人分＞
新じゃがいも １個
バター
５ｇ
粉チーズ
大さじ１
青のり
小さじ1/4～1/2

新じゃがの季節におすすめの一品です。旬だからこそ皮ごと
いただける新じゃが。青のりと粉チーズで炒めれば、止まら
なくなるおいしさに！ おつまみにもお弁当にも最適です。

調理時間10分
下準備：新じゃがいもはよく洗い、小さめの一口大に切る。
１：耐熱容器に新じゃがいもを入れて、ふわっとラップをし、電子レ
ンジ600Ｗで４分加熱する。
２：フライパンを熱し、バターを入れて、１を入れてサっと炒め、粉
チーズと青のりを加えて焼き色がつくまで炒める。

外出控え

密集回避

密接回避
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密室回避

換気

咳エチケット

手洗い

感染対策にご協力ください
佐井歯科診療所では、院内感染を
防ぎ、安心安全な歯科医療を提供す
るためにさまざまな対策を講じてい
ます。来院されるみなさんにもいく
つかご協力をお願いしています。
まず、歯科診療所受診の際にはマ
スク着用でお越しください。入口で
検温と手指消毒をしていただいたう
えで受付をしてください。スリッパ
は専用ディスペンサーで除染してい
ます。また、新型コロナウイルス感
口腔外バキューム
スリッパ専用ディスペンサー
染予防支援事業を利用して、口腔外
バキュームを購入しました。治療時に飛び散るウイルスや汚染物質を口の外でも吸い込
み、空気中に広がるのを防ぎ回収する役割をします。使用時は音がしますのでご理解くだ
さい。患者さんが入れ替わる際は、ユニットや器具の消毒に多少時間がかかることがあり
ますのでご了承ください。みなさんのご協力をお願いします。

お薬手帳をご持参ください
歯科受診の際には、お薬手帳の提示をお願いしています。
歯科治療を行ううえで、服用しているお薬の確認が必要な場合が
あります。
例えば
○血圧のお薬……使用する麻酔薬の種類に関係します
○血液をサラサラにするお薬……抜歯などで血が止まりにくいこ
とがあります
○骨粗しょう症のお薬……抜歯の傷口から顎の骨への影響が考え
られ、抜歯ができないことがあります
○糖尿病のお薬……炎症が治りにくいことがあります
この他にもお薬の確認は必要ですので、保険証と一緒に受付にご提示をお願いします。
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～火事・救急・救助は119番～
春の火災予防運動実施
⽛おうち時間

家族で点検

火の始末⽜

令和３年４月12日(月)から18日(日)までの一週間、県下一斉に春の火災予防運動が実施されました。今
回予定していました佐井村保育所幼年消防クラブと佐井村消防団合同でのパレードは、都合により中止と
なりましたが、次回パレード実施の際は、沿道のみなさんのご声援をお願いします。また、これからは空気
が乾燥し、火災の起こりやすい時期となりますので、火の取扱いには十分注意しましょう。

火事・救急は１１９番へ連絡しましょう
火災や救急、各災害が発生した場合１１９番ではなく、地元の消防署や消防分署の加入電話に通報される
場合が稀にあります。この場合、出場する消防隊員が電話対応にあたるため出場準備が遅れます。
最寄りの消防署や消防分署に通報すると、消防車や救急車が早く来てもらえるとお考えかもしれません
が、出場に支障をきたします。いち早く消防車両が現場へ出場するためにも掛け間違えのない１１９番へ
通報していただきますようご協力お願いします。
ところで消防車が出場するときのサイレン音に違いがあるのをご存知ですか。
○火災出場時（サイレンとパトロールの時の警鐘を鳴らして走行します。
）
⽛ウーウーカンカン、ウーウーカンカン⽜
○火災以外の災害出場時（サイレンだけを鳴らして走行します）
⽛ウーウー、ウーウー⽜
これにより、火災出場とそのほかの災害出場を区別できます。
消防活動に対するご理解とご協力をお願いします。

もしも、サイレンが聞こえた。そんな時は？
みなさん、災害案内ダイヤル（☎２２－０１１９）をご存じですか。災害案内
ダイヤルは、下北消防本部管内全域（むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井
村）で発生した火災、救助出場（救急出場を除く）などにより消防車両が出動し
た場合の場所や内容を音声によりお知らせするテレホンサービスです。
近くでサイレンが聞こえた場合や、現在の下北消防本部管内の災害発生状況を
確認したい場合は、是非ご利用ください。
くれぐれも、火災等の災害時に緊急通報番号の１１９番への問い合わせや近隣
署所への問い合わせは業務に支障を来たしますので、災害案内ダイヤルにてご確認するようお願いします。
なお、消防車両の出動直後は災害案内ダイヤルの利用が集中し、つながりにくい場合もありますので、時
間をおいてお掛け直し下さい。
【災害案内ダイヤル】☎０１７５－２２－０１１９

人事異動職員の紹介
この度、大間消防署より１名の職員が佐井消防分署へ異動となりました。
いわいずみ

たい き

名
前 岩 泉 大樹
趣
味 スポーツ観戦（ラグビー、野球）
ひとこと みなさんの安心・安全に少しでもお力添えできるよう
努力いたしますのでよろしくお願いします。
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国

お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

会社を退職（失業）された方へ
国民年金への変更手続きはお済みですか？
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。勤務先を退
職（失業）されたときは、厚生年金保険から国民年金への変更の届出が必要です。
※勤務先を退職（失業）された方に扶養されていた配偶者も、国民年金への変更の届出が必
要です。
※退職（失業）して、会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者である配偶者に扶養され
ている方は、配偶者の勤務先への届出が必要です。
〇手続について
役場国民年金担当窓口で手続きをしてください。
〇手続に必要なもの
年金手帳など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類。
〇保険料額
国民年金の保険料は毎年度変わります。令和３年度の月額保険料は、16,610円です。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストアで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネッ
トなどを利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電
話・文書・訪問により早期に納めていただくよう案内を行っています。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納
付がない場合は、延滞金が加算されるだけではなく、納付義務のある方※の財産が差し押さえ
られることがありますので、早めの納付をお願いします。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります
ので、担当までご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。

令和３年度 老齢基礎年金額
年額（満額）７８０,９００円
月額 ６５,０７５円
【お問合せ】住民生活課

住民係

担当：宮澤

軽自動車税（全期）、固定資産税（１期）の納期は、

５月３１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｡
お気軽に住民生活課税務係へご相談ください。
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お知らせ
行政相談委員に内藤司氏が再任
令和３年４月１日付けで、内藤司氏が総務大臣より行政相談委員に再
委嘱されました。
住民のみなさんが、毎日の暮らしの中で、行政の仕事についての意見
や要望、苦情などがあったとき、身近な相談相手になるのが行政相談委
員です。相談は無料で秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
なお、今年度も特設相談所の開設を２回予定しています。開設日が決
まりましたら広報およびサイボードでお知らせします。
【お問合せ】住民生活課 住民係 担当：宮澤

児童扶養手当について
児童扶養手当は、日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する満18歳に達する日以後最初
の３月31日までの児童を監護している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支
給される手当です。
請求者（児童を監護している父または母、養育者）及び同居している扶養義務者など（請求者の
親や兄弟など）の所得制限により、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。
【支給対象となる児童の要件】
〇父母が婚姻を解消した児童
〇父または母が死亡した児童
〇父または母が重度の障害の状態にある児童
〇父または母の生死が明らかでない児童
〇父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
〇母が婚姻によらないで出産した児童
〇父母ともに不明である児童 など
【手当の額（令和３年４月から）】
児童の数

全額支給の場合（月額）

一部支給の場合（月額）

児童１人のとき

43,160円

42,150円から10,180円の範囲

児童２人のとき（加算額)

10,190円

10,180円から 5,100円の範囲

児童３人のとき（加算額)

３人目から児童１人増すごとに
6,110円を加算

３人目から児童１人増すごとに
6,100円から3,060円を加算

【手当の支給日】
手当は認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、１月、３月、５月、７月、
９月、11月（原則として各月とも11日が支払日ですが、休日または祝日の場合はその前の金融機関
営業日。）の年６回、支給月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
【一部支給停止措置について】
児童扶養手当支給要件に該当した日から７年、または、受給開始から５年のいずれか早い方の期
間が経過した際、就労などが困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない場合、手当
の２分の１が支給停止になります。
ただし、就業・求職活動中などの場合は、所定の届出を行えば、一部支給停止にはなりません。
上記の届出については、対象者に事前にお知らせしますので、定められた期間内に届出を行って
ください。届出が遅れると、期間が満了する月の翌月分から一部支給停止になりますのでご注意く
ださい。
※児童扶養手当の請求手続きなどについては、担当までお問合せください。
【お問合せ】福祉健康課 介護・福祉係 担当：山崎
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お知らせ
令和３年度狂犬病予防注射のおしらせ
狂犬病予防注射を、下記の日程で実施します。
現在、犬の登録をされている方には、後日、お知らせのハガキを送付いたしますので当日忘れず
に持参してください。
また、新たに犬を取得した方（生後90日以内の犬の場合は、90日を経過した日）は、登録が必要
ですので予防注射の際、登録の手続きをしてください。
なお、登録していた犬が死亡した場合や飼い主の変更、他の市町村へ転出した場合は必ず役場に
届け出てください。
料金は次のとおりになりますので、なるべくお釣りの無いようにお願いします。
⑴ 犬の登録・登録鑑札交付手数料
3,000円
⑵ 集合予防注射料金
3,300円
(注射料 2,750円、注射済票交付手数料 550円)
※未登録の場合は、⑴、⑵の料金が必要です。
６月９日(水)実施場所および時間
牛滝診療所前

午前９時～
午前９時５分

川目地区生活改善センター前

午前11時10分～
午前11時15分

福浦神社前

午前９時35分～
午前９時40

旧佐井診療所駐車場

午前11時20分～
午前11時30分

長後中央広場

午前10時～
午前10時５分

第１分団駐屯地前

午前11時35分～
午前11時45分

磯谷地区漁民研修センター前

午前10時20分～
午前10時25分

ぽぽらす(旧保育所所庭)

午前11時50分～
正午

矢越地区生活改善センター前

午前10時35分～
午前10時45分

佐井中学校体育館前駐車場

午後０時５分～
午後０時15分

旧消防分署前

午前10時50分～
午前11時

原田地区生活改善センター前

午後０時20分～
午後０時30分

※今年度も牛滝地区から開始となりますが、各実施場所での実施時間が前年度と異なりますので
ご注意ください
狂犬病は、狂犬病ウィルスに感染している動物に噛まれたり、傷口をなめられたりすることで感
染し、発病するとほぼ100％死亡するという危険な疾患です。
昨年度、佐井村において15頭の犬が狂犬病の予防注射をしていません。
登録をせずに犬を飼ったり、予防注射をせずにいると罰則（20万円以下の罰金）が適用されるこ
とがありますので、必ず登録届、予防注射を受けるようお願いします。
【お問合せ】福祉健康課 介護・福祉係 担当：ඉ口

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、法令に基づき、令和２年４月１日から令和３年３月
31日までの１年間の閲覧状況について公表します。
閲覧団体

閲覧請求事由

閲覧に係る範囲

閲覧年月日

株式会社サーベイリ
サーチセンター
代表取締役 藤澤士朗

国立大学法人東京大学
が実施する⽛暮らしと
仕事に関する全国オン
ライン調査⽜対象者抽
出のため

昭和56年１月１日から
平成12年12月31日に出
生した古佐井地区の住
民

令和３年１月29日

【お問合せ】住民生活課

住民係

担当：村川
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お知らせ
地域担当職員の配置について
人事異動などに伴い、地域担当職員の配置が一部変更となりましたのでお知らせします。
今後の各地域のさまざまな活動に際し、地域担当職員との連絡調整を図り、各地域の情報や
課題を共有しながら、一緒になって地域の発展を目指すためにも、引き続き制度の活用につい
てよろしくお願いします。
担当地区および担当職員
担

当

地

区

大瀬戸・川原町・工場町
大町・新町・緑町
谷地町・浜町・黒岩・中道
仲 町・浜 町
新 町・浦 町
台 場・川 向
原 田
川 目
矢 越
磯 谷
長 後
福 浦
牛 滝

（任期：令和４年３月31日まで）
担
班
長
竹本 俊博
山田 陽子
鹿島 鉄矢
山口 健二
宮澤奈々子
宮川 尚美
佐藤 明子
石戸 貴広
金沢 賢悟
加藤久美子
東出 真実
東出 英裕
奥本 治彦

当
副 班 長
Ṥ口 博紀
島野 晃輔
館脇 美樹
山崎 瑞希
七戸三枝子
佐藤
翼
木下奈津子
鹿嶋竜之介
竹内 優衣
福田 裕輔
石戸 和美
和田 康志
竹内 智志

【お問合せ】総務課

職

員

班
員
鹿嶋 芽恵
長島 雄大、神田ちえみ
村川 有衣、福田 純哉
七戸宗一郎
木部勇二郎、間山 貢樹
須藤 渓太、畠中ほのか
佐藤 真也、横浜 彦太

総務係

担当：宮川（尚）

事業主（給与支払者）のみなさんへ重要なお知らせ
下北管内５市町村と下北地域県民局県税部は連携し、法定要件に該当する全ての事業主に、
個人住民税の特別徴収義務者の指定を行っています。
５月に各事業主（特別徴収義務者）宛に特別徴収税額決定通知書を送付しますので、６月支
給分の給与から天引きを開始のうえ、各市町村から送付される納入書により、天引きした月の
翌月10日までに金融機関で納付してください。
特別徴収の適正な実施のために、ご理解とご協力をお願いします。
【お問合せ】佐井村役場 住民生活課 ☎０１７５（３８）２１１１
下北地域県民局県税部
☎０１７５（２２）８５８１（内線２１０、２１１）

⼦令和３年経済センサス－活動調査⽜についてのお知らせ
総務省と経済産業省は、令和３年６月１日現在で、
⽛令和３年経済セン
サス－活動調査⽜を実施します。
⽛経済センサス－活動調査⽜は、同一時点での我が国のすべての産業
分野における事業所・企業の経済活動の状況を全国的・地域別に明らか
にすることを目的としており、国が行う調査の中でも特に重要かつ大規
模な統計調査です。
みなさんの調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
【お問合せ】総合戦略課 企画政策係 担当：間山
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Sai 2021.5

Sai village

お知らせ
離職者等再就職訓練⽛医療事務（医科・歯科）科⽜受講生の募集
■訓練内容：医療人に必要な医療保険事務（医科・歯科）の知識を習得する
■募集人員：15名
■募集期間：令和３年５月12日(水)から令和３年６月11日(金)まで
■訓練期間：令和３年６月29日(火)から令和３年９月28日(火)まで
■受講資格：公共職業安定所に求職申込を行っている方
離職者などで職業に必要な技能および知識を習得しようとする方
■応募手続：受講申込書に必要事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください
■訓練場所：ニチイ学館 八戸校 むつ教室
■受 講 料：無料（ただし、テキスト代などは自己負担）
（テキスト代・資格試験検定料 合計49,000円程度）
※当該訓練は、訓練希望者の応募状況などにより実施されないこともありますので、あらかじめご
了承ください。

在職者訓練⽛第二種電気工事士技能試験事前講習（上期）⽜受講生の募集
■受講期間：令和３年６月21日(月)・23日(水)・24日(木)
28日(月)・30日(水) ５日間
■受講時間：午後６時から午後９時まで（３時間×５日間＝15時間）
■募集期間：令和３年５月24日(月)午前８時30分 から
令和３年６月２日(水)午後５時
まで
■受講場所：青森県立むつ高等技術専門校
■受講資格：在職者で第二種電気工事士技能試験の受講を予定している方
■募集定員：10名
■受 講 料：授業料1,300円 ※指定するテキストは各自準備（1,320円）
■申込方法：⽛受講申込書⽜を当校ホームページよりダウンロードし､必要事項を記入のうえ､ＦＡ
Ｘで申込ください
【お問合せ】青森県立むつ高等技術専門校

☎２４－１２３４

45歳以上の方の転職・再就職をサポートします
就職活動のノウハウ（仕事の探し方・応募書類作成・面接対策など）を知りたい方、就職活動に
不安を抱えている方など、カウンセラーがマンツーマン（予約制）でサポートします。お気軽にご
相談ください。
※当職業相談は雇用保険受給資格者の求人活動として認められます。
【青森地区】
日時：平日・第２・４土曜日 午前９時～午後４時
場所：ネクストキャリアセンターあおもり
（青森市安方１丁目１－40 青森県観光物産館アスパム７階）
【弘前地区】
日時：平日 午前９時～午後４時
場所：キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ（弘前市土手町134－８）
【八戸地区】
日時：第２・４水曜日 午後１時～午後４時
場所：友の会福祉会館（八戸市長根１丁目２－８）
【お問合せ】ネクストキャリアセンターあおもり 電 話：０１７－７２３－６３５０
メール：chuukounen@ims-hirosaki.com
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お知らせ
自家用車を他県ナンバーのまま使っていませんか？
他県から引っ越してきて、そのまま使い続けていませんか？ 車検証の住所や仕様の本拠の
位置に変更があったときは、道路運送車両法により変更登録の手続きが必要です。他県から単
身赴任などで引っ越してきて住民票には異動がない場合でも、通勤に限らず買い物や観光をす
るなど青森県内で主に使うのであれば変更登録の手続きが必要です。県外ナンバーに厳しい目
が向けられている今、車検証を現在の住所に変更し、正しいナンバーに変更しましょう。
【お問合せ】東北運輸局 青森運輸支局 ☎０５０－５５４０－２００８

献血バスがやってきます
輸血用血液を必要とする患者さんのために、日々安定的に血液を届けるためにはバス１台当
たり43人の協力が必要です。昨年の５月に村で行われた献血では33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、職場の同僚など、みなさんお
誘いあわせの上、ご協力くださるようよろしくお願いします。
日時：令和３年５月14日(金) 午後１時30分～午後３時45分
場所：津軽海峡文化会館⽛アルサス⽜
≪献血を受けられる方へ≫
① コロナウイルス感染予防対策のため、マスクの着用をお願いします。
② 事前に食事・睡眠をしっかりとりましょう。
③ 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。
④ 希望された方には、献血にご協力いただいた感謝の気持ち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】福祉健康課 介護・福祉係 担当：山崎

佐井村森林体験館ＧＷイベント
日 時：５月２日(日)～５月４日(火) 午前９時～午後５時
参加料：100円
内 容：手作りテーブルゲーム体験（材料費1,200円）
フィンランドのスポーツ モルック体験会（無料）
ミニゲームチャレンジコーナー（無料）
≪ゲームクリアで景品GET! 無くなり次第終了≫
【お問合せ】佐井村森林体験館
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広報

桜の木を植樹しました

さい

４月10日(土)、台場・川向地区および矢越地区にて、桜の苗木の植樹が行われました。
この桜は、公益財団法人日本さくらの会の⽛宝くじ桜寄贈事業⽜により寄贈されたもので、各
地区住民が主体となって植付を行いました。

Saivillage
令和３年５月 第621号

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

戸籍の窓口

４月 日現在

正器
康

さん

さん

さん

十和田市

大佐井

大佐井
東通村

さん

駿平
貴美

さん

さん

大佐井

むつ市
牛 滝

さん

（ 明仁

さん

）
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健一
千雪

◎ご 結婚 おめ でと う

⎛佐賀

⎝吉田

⎛後藤

⎝宮沢

⎛宮川

⎝坂井

愛子

◎お くや み申 し上 げま す

金澤

記

録

3,098日

みんなで続けていこう！
交通死亡事故ゼロ 次の目標は3,500日

（５／１現在)

午後５時30分 です

５月の早め点灯時刻は

〒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

( )内は前月比

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。

940(－12） 計 1,879(－22)
939(－10）世帯数 921(－12)

男
女

３月31日現在

佐井村の人口

矢越地区会
川台町内会

