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■『べご様』のお通りだ！（大鰐温泉ねぷたまつり合同運行）
大鰐温泉ねぷたまつり合同運行が８月１日、３日夜に行われ、
大鰐の温泉伝説に由来する牛の山車『べご様』が10年ぶりに復
活。蔵館五町内ねぷた会の子どもたちの『べご様のお通りだ！』
の掛け声とともに町内を練り歩きました。

■大鰐小児童らが、より良い町にするため
議論する（子ども議会・７月27日）
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消防団放水競技大会

消防団放水競技大会が７月
日︑平川親水公園にて開催
されました︒
同大会は︑河川の増水等の
理由により平成 年から 年
までは開催されず４年ぶりの
開催となり︑玉揚機を使った
競技へ変更しています︒
大会の結果︑正確な放水技
術と素早い動作を見せた 分
団︵森山地区︶が︑見事優勝
しました︒

第

回町民バドミントン

葛西耕樹︵板柳町︶ペア

大会結果については︑次の
と お り と な り ま す︒︵ 優 勝 ペ
アのみ掲載︶
︻一般男子ダブルス︼
優勝▼水木光葉︵苦木︶

︻一般混合ダブルス︼
優勝▼福田由美︵唐牛︶
小角直哉︵唐牛︶ペア

第 回町民卓球
大会結果

町 民 卓 球 大 会 が７ 月 日︑
大鰐中学校体育館で開催さ
れ︑団体戦に チーム︑個人
戦に男女あわせて 人が参加
して行われました︒
大会結果については︑次の
と お り と な り ま す︒︵ 優 勝 の
み掲載︶
︻団体戦︼
Ａブロック優勝▼一葉会︵工
藤︑八島︑桜庭︶
Ｂブロック優勝▼チームあ
じゃら︵桜庭︑三上︑小岩︶
Ｃブロック優勝▼スーパーさ
かもと︵坂本︑澤谷︑小原︶
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大鰐温泉サマーフェス
ティバルが開催される
大鰐温泉サマーフェスティ
バルが７月 日から８月 日
まで︑平川親水公園を主会場
におよそ１ヶ月にわたり開催
されました︒
７月 日は︑グラウンド・
ゴルフ交歓大会︵会場は︑あ
じゃら常設グラウンド・ゴル
フ場︶と︑納涼ふぇあ＆ビア
ガーデンが開催︒ 日は︑フ
リーマーケット︑同日夜には
親子野外映画︑ミニ花火大会
が開催され︑ 日は︑消防団
放水競技大会等が開催されま
した︒
８月１日から７日は大鰐温
泉ねぷたまつり︑そして最終
日の 日には供養灯篭流しが
開催され︑町最大の夏イベン
トが幕を閉じました︒
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︻個人戦︼
一般男子の部優勝▼八島恵次
︵一葉会︶
一般女子の部優勝▼鈴木博子
︵卓友会︶
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町民バドミントン大会が７
月８日︑大鰐中学校体育館で
開 催 さ れ︑ 一 般 男 子 ダ ブ ル
ス︑混合ダブルスの２部門に
チームが参加して行われま
した︒
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■グラウンド・ゴルフ交歓大会
■ミニ花火大会
■消防団放水競技大会

■
Town Topics
■

Topics

■納涼ふぇあ＆ビアガーデン
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ねぷたまつり合同運行

﹁ 感 染 源 に な る 放 任 園︑ 減
農薬園の現状を把握して︑農
薬の助成など行政でも協力し
て欲しい︒﹂と山中氏は訴え︑
そ れ に 対 し 山 田 町 長 は︑﹁ り
ん ご は 大 鰐 の 農 産 物 の 主 力︒
最 大 限 協 力 し た い︒﹂ と 強 い
意志を語っていました︒

災害時のドローン活用に
関する協定を結ぶ

い て お り︑ 大 変 心 強 い︒﹂ と
あいさつ︒町職員を入校させ
観光分野などでドローンを活
用する考えも示していまし
た︒小田桐校長は﹁町の防災
力 向 上 に 貢 献 で き る と 思 う︒
日ごろから西日本豪雨のよう
な事態を想定し︑対策を推進
する︒﹂と述べていました︒

ハイゼックス炊きだし
訓練を実施

大鰐町赤十字奉仕団主催の
﹃平成 年度炊き出し訓練﹄が
７月 日︑湯野川原社会福祉
館で行われました︒

﹃ハイゼックス炊き出し﹄は︑
熱に強いポリエチレン製の袋に
米と水を入れ︑沸騰したお湯で
炊く︒袋に入れているので︑
プー
ルや川の水でも米を炊くことが
でき︑災害時の炊飯方法に大変
適しています︒

参加者は講師の五十嵐氏か
ら指導を受けながら訓練に取
り 組 み︑ さ っ そ く 試 食︒﹁ 普
通に炊いた米と味は変わらな
い︒袋に入れる水の調整が難
しい︒﹂と語っていました︒

水木トミ子氏が
法務大臣から感謝状を受ける

大鰐町更生保護女性会の
会長を務める水木トミ子氏
が︑ 法 務 大 臣 か ら 感 謝 状 を
受 け ８ 月 ３ 日︑ 町 長 室 を 訪

れ山田町長に報告しました︒
水木氏は平成２年から会員
として犯罪の抑止や防止に尽
力︒今回の受領について﹁行
政からの協力︑会員からも助
けてもらうことで長年務める
ことができた︒感謝していま
す︒﹂ と 感 謝 の 言 葉 を 述 べ て
いました︒

大湯会館新築工事起工式
が行われる

大湯会館新築工事に伴う起
工式が７月 日︑工事に関わ
る関係者が出席して行われ︑
３月の完成に向けて工事が開
始されました︒
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大鰐温泉ねぷたまつり合同
運行が８月１日︑３日の２日
間に渡って開催されました︒
１日は審査︑３日は各ねぷ
たの表彰が行われ︑今年の大
鰐温泉観光協会長賞は﹃蔵館
ねぷた愛好会﹄が３年連続で
受賞︒ねぷた囃子最優秀賞は
﹃ 蔵 館５ 町 内 ね ぷ た 会 ﹄ が 受
賞しました︒

黒星病に係る要望書
が提出される

小型無人機﹃ドローン﹄を
災害時の情報収集に活用する
ため８月７日︑弘前市の有限
会社エムシステムが運営する
ドローン操縦者育成学校﹃Ｊ
Ｕ ＡＶ ＡＣ ドローンエキス
パートアカデミー青森校﹄︵校
長・小田桐真美︶と︑災害時
のドローン活用に関する協定
を結びました︒
同日︑役場内で行われた締
結式で山田町長は﹁町内での
災害復旧の迅速化が期待でき
る︒西日本豪雨では被災地調
査にドローンが使われたと聞
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■大鰐温泉観光協会長賞を３年連続で
受賞した『蔵館ねぷた愛好会』

大鰐地区りんご支会連絡協
議 会︵ 会 長・ 山 中 寛 幸 ︶︑ 大
鰐地区りんご共防連絡協議会
︵ 会 長・ 吹 田 秀 秋 ︶ お よ び 弘
果大鰐地区りんご連絡協議会
︵ 会 長・ 八 木 橋 孝 男 ︶ の 会 長
らが７月 日︑りんごの黒星
病に係る要望書を山田町長に
提出しました︒
18
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大鰐町夏『二十歳の式典』

■

〜夢や希望を胸に、それぞれの道へ〜

平成30年度大鰐町成人式が８月11日、
町中央公民館で行われ、
対象者88人（男性44人、女44人）のうち60名が出席しました。
県内の夏の成人式では一番早い開催となります。
山田町長が「社会に対し自分で何ができるのか真剣に考える
貴重な機会にしてもらいたい」と式辞。新成人を代表し、築舘
大輝さんが「自分の力で道を切り開き、自ら考え行動できる人
間になる」と誓いの言葉を述べました。
新成人に聞く！

あなたの夢・目標は？？

町からのメッセージとして、選挙の重
要性、飲酒や喫煙について健康管理を大
切にするよう呼びかけました。
式典後の懇談会で新成人は再会した
旧友との近況報告などで大盛り上がり。
楽しいひと時を過ごしました。
■新成人代表の築舘さん

主催者あいさつ
二十歳となり晴れて成人となる新たなる
門出に、お祝いと励ましのことばを申し上
げます。
ご両親にしてみれば、この日が来ること
が待ち遠しく、成人の仲間入りをしたこと
を大変喜ばれていることと思います。
大鰐町長 山田年伸
新成人がふるさとに集う今日という日を
きっかけに、社会に対し自分で何ができるのか真剣に考える貴
重な機会にしてもらいたい。
自分の夢や希望の実現のために頑張ってください。そして、
その夢や希望が地域の発展や日本の繁栄に繋がっていくことを
願っています。
（要約・抜粋）
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夜間納税相談窓口開設のお知らせ
仕事や家庭の事情などの理由で平日の開庁時間に来
庁できない方のために、９月から１月まで夜間納税相
談窓口を開設いたします。
事情により納期限内の納付が困難
な方の相談をお受けするほか、納付
書の再発行及び町税の納付も受け付
けております。
●夜間納税相談窓口実施日
年
月
9月
10月
平成30年
11月
12月
平成31年
1月

日
26日
26日
26日
26日
28日

曜日
水
金
月
水
月

●税務課だより

●場所

役場税務課

●時間

午後５時から午後７時45分まで

●取扱内容
町税（町県民税、固定資産税（都市計画税を含
む）、軽自動車税、国民健康保険税）の納付、納税相
談（※１）及び電話相談、口座振替申し込み（※２）
（※１）納税相談の方は生活状況が分かる通帳や書類等
と印鑑をご持参ください。
（※２）口座振替を申し込みされる方は預貯金通帳及び
預貯金登録印鑑をご持参ください。
■お問い合わせ先
役場税務課 ☎48・2111（内線412、415）

国民健康保険被保険者のみなさまへ
●非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇、雇用期間満了など、非自発的
失業者となった65歳未満の人の保険税は、翌年度末
までの間、前年所得のうち給与所得を30％として算
定します。
◎対象者
ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が交
付され、同資格者証の離職時点で65歳未満である
方。また、
資格者証の「離職理由」のコード番号が、
11・12・21・22・23・31・32・33のいずれかに該当
する方。ただし、
「特例受給資格者証」または「高
年齢受給資格者証」の交付を受けている方は対象外
です。

●保健福祉課だより

◎手続き
コード番号を確認のうえ、「雇用保険受給資格者
証」及び印鑑を持参のうえ、窓口⑥番まで
●介護保険適用除外について
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の
方が、介護保険適用除外施設に入所し一定の条件を満
たすと、入所期間中の国民健康保険税のうち、介護納
付金分について免除され、施設を退所すると再び納付
が必要になります。介護保険適用除外施設を入所また
は退所した際には、必ず届け出をして下さい。
■お問い合わせ先
役場保健福祉課国保係

☎48・2111（内線316）

９月は「健康増進普及月間」と「食生活改善普及運動月間」です
●保健福祉課だより

【１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ】
健康づくりの基本は、
適度に体を動かし、
野菜をたっ
ぷり、塩分は控えめのバランスのよい食事を摂ること
です。自分自身の健康や家族の健康づくりについて見
直し、できることから取り組みましょう。
【食事をおいしく、バランスよく】
バランスのよい食事とは、主食、主菜、副菜、牛乳・
乳製品を組み合わせた食事です。
●主食
▶ご飯、パン、めん類など
炭水化物を多く含み、体を動かす
す
エネルギーになります。

●主菜
▶魚や肉、卵、大豆製品などを使った料理
たんぱく質や脂質を多く含み、筋肉など体をつく
る材料になります。
●副菜
▶野菜、海藻、きのこ類などを使った料理
ビタミンやミネラル、食物繊維などを多く含み、
体の調子を整えます。野菜は１日350ｇ以上、小鉢
５皿分を摂るようにしましょう。
●牛乳・乳製品
▶骨や筋肉など体の健康維持に欠かせないカルシウム
とたんぱく質が多く含まれています。牛乳は１日
コップ１杯（200ml）を目安に毎日摂りましょう。
■お問い合わせ先
役場保健福祉課健康推進係
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☎48・2111（内線330）

■

警察・消防だより

■

平成30年度全国統一防火標語

忘れてない？
サイフにスマホに火の確認
９月９日は救急の日です
救急の日は、
「９（きゅう）９（きゅう）
」の語呂合
わせから、救急医療関係者の意識を高めるとともに、
救急医療や救急業務に対する国民の正しい理解と認識
を深めることを目的として、昭和57年（1982年）に厚
生労働省によって定められました。
また、
「救急の日」を含む１週間を「救急医療週間」
（平成30年は９月９日〜15日まで）として、全国各地
において応急手当の講習会を中心とした救急に関する
様々な行事が実施されています。

●受付期間
【電子申請

消防署

☎

南分署

48・2108

９月25日（火）〜10月５日（金）
９月22日（土）〜10月２日（火）】

●受験願書配付先
弘前消防本部予防課 ☎32・5104（弘前市大字本町
２−1） または弘前地区消防事務組合管内の消防署
及び分署
※インターネットによる電子申請は、
（一財）消防
試験研究センターホームページ
▶ https://www.shoubo-shiken.or.jp
からになります。

◎救命の第一歩は応急手当から
●応急手当について
救急現場に居合わせたら、まず速やかに119番に通
報しましょう。救急車が現場に到着するまでの間、そ
の場に居合わせた人が、いかに早く応急手当を行うか
ということが、病人やけが人の命を救う重要なポイン
トです。日ごろから心肺蘇生
法やＡＥＤの使用方法などを
身につけておくと、いざとい
うときに役立ちます。

危険物取扱者試験が実施されます
【危険物取扱者試験】
●とき
平成30年11月３日（土）
●ところ
弘前東高等学校（弘前市
川先四丁目４番地１）
●種類
甲種（受験資格必要）／乙種（第１類〜６類）／丙種
●受験料
甲種＝6,500円／乙種＝4,500円／丙種＝3,600円

危険物取扱者試験事前講習会のご案内
【危険物取扱者試験事前講習会】
●とき
平成30年10月25日（木）・26日（金）（２日間）
午前９時30分〜午後４時30分
●ところ

弘前消防本部３階大会議室
※車での来庁はできませんので最寄りの駐
車場をご利用下さい。

●対象者

乙種第４類の受験者のうち受講を希望する者

●受講料・テキスト代
受講料は4,500円（弘前地区消防防災協会加入事業
所は2,000円）、テキスト代は1,600円（テキストのみ
の購入は不可）
※受講料等は講習日１日目、会場にて徴収
●受講受付期間

９月27日（木）〜10月17日（水）

●申込先
弘前消防本部予防課 ☎32・5104（弘前市大字本町
２−1） または弘前地区消防事務組合管内の消防署
及び分署
※平日午前８時30分〜午後５時までの受け付けとな
ります。
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秋の全国交通安全運動のお知らせ

警察だより
１

期間
平成30年９月21日（金）〜30日（日）までの10日間

黒石警察署大鰐分庁舎
☎48・２２４１

２

運動の重点
（１）子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運

キノコ採りの遭難をなくそう！

転者の交通事故防止
子どもや高齢歩行者が多い時間帯や場所を通
行する際には、徐行する等細心の注意を払い、
思いやりを持った運転を心掛けましょう。

■平成29年中、県内のキノコ採り遭難状況
▶発生件数 ４件４人（前年比−８件、−８人）
・死亡 ･･･ １人
・行方不明 ･･･ ０人
・負傷 ･･･ ０人

（２）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交
通事故防止
ドライバーの皆さんはライトの早め点灯を心
がけ、自転車利用者はライトを確実に点灯しま
しょう。

・無事救助 ･･･ ３人
▶遭難の特徴
・遭難の原因の多くは道迷い。
・遭難者全員が70歳以上。

歩行者の皆さんは夕暮れ時や夜間に外出する
ときは、明るい服装や反射材の着用を心がけて、
交通事故に遭わないようにしましょう。

■遭難防止のためのアドバイス
▶山に入るとき、山に入ったら
・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時間を伝える。
・食料、コンパス、携帯電話などを持つ。
・声を掛け合い、目標物を決めて行動する。
・急斜面や崖など、危険な場所は避ける。
・早めの下山を心がける。

（３）全ての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底
シートベルトとチャイルドシートは交通事故
時の被害軽減に大きな効果を発揮します。
自動車に乗車したときは、後部座席を含めた
全ての座席でシートベルトを着用するととも
に、６歳未満の子どもを乗車させる場合はチャ
イルドシートを使用しましょう。

▶万が一、迷ったら
・日没後は歩き回らず救助を待つ。
・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。

（４）飲酒運転の根絶
飲酒運転は、極めて悪質・危険な犯罪です。
飲酒運転は運転者だけでなく、車両の提供者
や酒類の提供者・車両の同乗者にも厳しい罰則
が設けられています。飲酒運転は重大な犯罪で
あることを認識し、『飲酒運転は絶対しない・
させない』ようお願いします。

■黒石警察署大鰐分庁舎管内交通事故発生状況（平成30年７月末累計）
大鰐分庁舎管内

鰐

町

人身事故

30年

前年比

30年

前年比

12

６

12

７

死者

０

０

０

０

傷者

13

５

13

６

68

−38

51

−27

発生件数

物件事故

7

大

■

総務課だより

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間及び週休日の状況

（２）職員の休暇の状況
ア 年次有給休暇の取得状況（平成29年１月１日〜平成
29年12月31日）

勤務時間の割振り

１週間の
勤務時間

始業

終業

休憩時間

週休日

午後０時から 土曜日及び
38時間45分 午前８時15分 午後５時
午後１時まで 日曜日

イ

■

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ／Ａ
4,874.0日

760.6日

123人

6.2日

15.6％

休暇等
種類

事由

年次有給休暇

期間

問わない

一の年において20日の範囲内の期間

病気休暇

負傷又は疾病があり、その療養のために勤務をし
ないことがやむを得ない場合

勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小
限度の期間（原則90日）

公民権行使

選挙権等の公民権の行使をする場合

必要と認められる期間

官公署出頭

裁判員等として官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

骨髄又は末梢血幹細胞の提供者となる場合

必要と認められる期間

ボランティア

ボランティア活動に参加する場合

一の年において５日の範囲内の期間

結婚

職員が結婚する場合

連続する５日の範囲内の期間

産前

産前の場合

８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産
する予定である女性職員が出産の日までに申し出た期間

産後

産後の場合

出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

保育時間

生後１年に達しない子を保育する場合

１日２回それぞれ30分以内の時間（男子職員にあって
は、それぞれ30分から配偶者が取得している時間を差
し引いた時間）

妻の出産

妻が出産する場合

妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間
を経過する日までの期間における２日の範囲内の期間

男性の育児
参加

育児参加をする場合

妻の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては
14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
日までの期間における５日の範囲内の期間

子の看護

子の看護をする場合

一の年において５日（子が２人以上の場合にあっては
10日）の範囲内の期間

短期介護

負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり
一の年において５日（要介護者が２人以上の場合にあ
日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等（要
っては10日）の範囲内の期間
介護者）の短期の介護その他の世話をする場合

特

骨髄等ドナー

別
休
暇
忌引

親族が死亡した場合

親族に応じて連続する日数の範囲内の期間（例：父母
の場合は７日）

祭日

親族を追悼する場合

１日の範囲内の期間

夏期

夏季における心身の健康の維持・増進等の場合

一の年の６月から９月までの期間内における原則とし
て連続する４日の範囲内の期間

現住居の滅失等 現住居の滅失・損壊等の場合

原則として連続する７日の範囲内の期間

出勤困難

災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合

必要と認められる期間

退勤途上

退勤途上の危険を回避する場合

必要と認められる期間

介護休暇

負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわ 要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間
たり日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、 における通算６月まで（３回まで分割可）の期間内に
おいて必要と認められる期間
子等（要介護者）の介護をする場合

介護時間

同上

要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間
における連続する３年の期間内において必要と認めら
れる期間（１日２時間まで）

５ 職員の休業の状況
（１）育児休業等の取得者数
（平成29年４月１日〜平成30年３月31日新規取得分）

（２）自己啓発等休業の取得状況
（平成29年４月１日〜平成30年３月31日新規取得分）

育児休業

部分休業

育児短時間勤務

男性職員

０人

０人

０人

男性職員

大学等課程の履修 国際貢献活動
０人

０人

女性職員

０人

０人

０人

女性職員

０人

０人

計

０人

０人

０人

計

０人

０人
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大鰐町人事行政の運営等の状況（平成29年度）について公表します①
●総務課だより

１ 職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員の採用の状況

（２）職員の退職の状況

職種

人数

備考

区分

人数

行政職

３人

平成30年４月１日 ･･･ ３人

定年退職

６人

医療職

１人

平成30年４月１日 ･･･ １人

普通退職

２人

合計

４人

合計

８人

（３）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）
区分

特別行政

公営企業等会計

職員数
平成29年

平成30年

対前年
増減数

議会

3

3

0

総務企画

28

29

１

税務

8

8

０

民生

7

8

１

休業者補充による増員

衛生

8

7

△１

業務見直しによる減員

農林水産

8

7

△１

業務見直しによる減員

商工

3

2

△１

業務見直しによる減員
業務見直しによる減員

部門

一般行政

（単位：人）
主な増減理由

業務見直しによる増員

土木

5

4

△１

小計

70

68

△２

教育

10

8

△２

小計

10

8

△２

病院

47

45

△２

欠員不補充による減員

業務見直しによる減員

下水道

2

3

１

業務見直しによる増員

その他

10

11

１

業務見直しによる増員

小計
合計

59

59

０

139

135

△４

※職員数は、一般職に属する職員数で、派遣職員（総務企画：２名）を含みます。
※再任用短時間勤務職員は含みません。
２

職員の人事評価の状況

人事評価は、職務遂行上で見られた職員の能力及び
意欲・態度並びに勤務の実績等を的確に把握し、評価
することにより、職員の能力開発（人材育成）・勤務
意欲の向上・適材適所の人事配置を進めるために行う
ものです。

種類

評価の内容等

能力評価

評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職
務遂行の過程において発揮された職員の能力
を客観的に評価します。

３ 職員の給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算）
給与費

職員数
Ａ

給料

職員手当

期末・勤勉手当

計Ｂ

一人当たり給与費
（Ｂ / Ａ）

79人

274,523千円

28,087千円

94,062千円

396,672千円

5,021千円

（２）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢
の状況（平成30年４月１日現在）

（３）職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）
区分

一般行政職

9

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

261,033円

279,414円

37.8歳

大鰐町

国

大学卒

179,200円

179,200円

高校卒

147,100円

147,100円

一般行政職

■

農林課・保健福祉課・総務課だより

■

大鰐町人事行政の運営等の状況（平成29年度）について公表します②
●総務課だより

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況
分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対し

（２）懲戒処分の状況
懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任

てなされる処分であり、降任、免職、休職、降給があ
ります。

を問い、秩序維持を図る制裁的処分で、免職、停職、
減給、戒告の４処分があります。

種類

処分の内容

処分者数

降任

現在の職より下位の職に任命
する処分

免職

備考

種類

処分の内容

処分者数

０人

免職

職員を懲罰として勤務関係か
ら排除する処分

０人

職員の意に反してその職を失
わせる処分

０人

停職

職員を懲罰として一定期間職
務に従事させない処分

０人

休職

職員に職を保有させたまま一定
期間職務に従事させない処分

１人

減給

一定期間職員の給料の一定割
合を減額して支給する処分

０人

降給

現在の給料の額より低い額の
給料に決定する処分

０人

戒告

職員の規律違反の責任を承認
し、その将来を戒める処分

０人

心身の故障

備考

７

職員の服務の状況
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙
げてこれに専念しなければなりません（服務の根本基準：地方公務員法第30条）。
この服務の根本基準に基づき、職員一人ひとりが、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、
能率的に職務を遂行するように努めるよう、機会あるごとに、服務規律の保持について周知徹底を図っています。

８

職員の退職管理の状況
退職者の再就職状況（平成29年４月１日〜平成30年３月31日退職者）
町に再就職

再任用

その他

４人

１人

９

他の地方
公共団体等

町以外に再就職
地方独立
町が出資する
行政法人
公社等

職員の研修の状況
研修名

受講者数

新採用研修

９日

12人

主査第２部研修

２日

４人

管理者入門研修

２日

４人

課長研修

２日

３人

法政執務研修

２日

９人

政策法務研修

２日

２人

ロジカルプレゼンテー
ション研修

１日

１人

クレーム対応研修

２日

１人

リスクマネジメント研修

１日

96人

階 層 別
基本研修

期間

研修先等

その他民間
団体等
２人

小計

届出
なし

合計

７人

１人

８人

10 職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）職員の健康診断等の状況
区分
総合検診
（定期健康診断）
日帰りドック
脳検診

青森県自治
研修所

受診者数
61人
26人
７人

（２）職員互助会の状況（平成30年４月１日現在）
名称
会員数
補助金額

大鰐町職員組合
115人
平成23年度廃止

（３）公務災害等の状況
町議会議場

区分
公務災害
通勤災害

認定件数
０件
０件

11 公平委員会に係る業務の状況
（１）給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
平成29年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もありません。
（２）不利益処分に関する審査請求の状況
平成29年度においては、新たな審査請求はなく、また、係属事案もありません。
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農地中間管理事業を活用しましょう！
●農地中間管理事業とは？
県指定の農地中間管理機構（（公社）あおもり農林
業支援センター）が農地を借入れ、規模拡大を目指す
担い手に貸し付ける事業です。
●何のために？
耕作が出来なくなった農地所有者（出し手）の安心
のため、そして、担い手（受け手）がこれからも農業
で生活をしていくためです。

●農林課だより

●農地の出し手・受け手の申込みは？
農林課・農業委員会で随時受け付けています。
■お問い合わせ・相談先
役場農林課・農業委員会
☎48・2111（内線421、439）
あおもり農林業支援センター
☎017・773・3131

受け手

出し手
規模縮小
離農農家など

貸付

機構

貸付

担い手農家
（機構へ応募）

メリット
①一定の要件を満たせば、
『機構集積協力
金』が受け取れる。
②所有農地を全て機構に貸し付けた場合、
一定期間、固定資産税が半減となる。
③手間をかけずに毎年機構から賃料が受け
取れる。

①規模拡大による生産量や売上げの増加。
②農地の集積・集約により効率的な営農を
行うことができ、生産コストの低減が図
られる。
③借入農地の所有者が複数でも契約や賃料
や支払いは機構だけ。

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１．お薬代負担軽減のご案内
ジェネリック医薬品に切り替えることにより、お
薬代が安くなる可能性がある方に対し、参考までに
どのくらい安くなるのかお知らせする「お薬代負担
軽減のご案内」を10月に送付します。
ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬
品の特許期間の終了後に、先発医薬品と同じ成分を
使って製造され、効き目や安全性が確認されている
お薬で、お薬の価格が２割〜８割程度安いのが特徴
です。
ジェネリック医薬品の利用を希望する方は、医師
や薬剤師にご相談ください。
２．年齢到達などにより後期高齢者医療制度に加入
する方へ
年齢到達などにより、年度途中で後期高齢者医療
制度に加入することになった方の保険料は、原則年
金から特別徴収（年金から天引き）されますが、特
別徴収されるまで時間がかかる為、しばらくの間、
納付書で支払っていただくことになります。
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●保健福祉課だより

新たに後期高齢者医療制度に加入する方や、納付
方法が変更となる方など、保険料の納め忘れが多く
なっていますので、口座振替による納付をおすすめ
します。納付書でのお支払いは口座振替に変更でき、
一度申請していただければ継続して口座振替されま
す。これまで、国民健康保険料（税）を口座振替で
納付していた方でも、改めて申請が必要になります
ので、ご注意ください。
また、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）が交付されることが
あります。（※災害により住宅等に著しく損害を受
けた場合や、特別な事情により世帯主等の収入が著
しく減少した場合は、保険料の減免等が認められる
ことがありますので、申請等について、下記担当ま
でにお早めにご相談ください。）
■お問い合わせ先
役場保健福祉課国保係
☎48・2111（内線318）
青森県後期高齢者医療広域連合
☎017・721・3821

■

行事予報・建設課・企画観光課・ＪＡつがる弘前だより

■

平成30年度大鰐町除雪業務委託の申込みについて
大鰐町では、平成30年度大鰐町町道除雪業務を委託
するための申込みを次の要領で受付します。
【申込資格について】
①法人の代表者及び個人が大鰐町内に居住又は資産
がある者
②運転手は複数の登録ができる者
③除雪機械を所有している又は取得可能な者
④運転免許証（大型特種）がある者
⑤車両系建設機械運転技能講習を修了している者
⑥除雪講習会を受講した又は受講予定の者

●建設課だより

【申込手続について】
●受付期間 平成30年10月１日（月）まで
●提出場所 役場建設課
●提出書類
①除排雪登録申請書（役場建設課発行）
②除排雪車両登録書（役場建設課発行）
③運転手の経歴書（役場建設課発行）
④各資格証の写し（運転免許証等）
⑤住民票、資産証明証及び納税証明書
⑥健康診断書（病院発行の写し）
⑦その他（車検証書、保険証書等の写し）
●その他
除排雪業務委託の決定及び委託箇所等は書類審査
及び入札によります。
■お問い合わせ先
役場建設課 ☎48・2111（内線443、444、447）

宝くじ助成金で整備しました

●企画観光課だより

（一財）自治総合センターの平成30年度一般コミュニティ助成事業
（宝くじ助成金）により、次の団体が整備されました。

◎このマークが目印です

●助成団体 元長峰区会
・助成金額 1,400,000円
・整備備品
壁掛型エアコン３台、ＦＦ式暖房機３台、電子レンジ１台
●助成団体 前田ノ沢区会
・助成金額 1,400,000円
・整備備品
液晶テレビ１台、ＦＦ式暖房機２台、業務用掃除機１台、
オーブンレンジ１台、壁掛型エアコン１台、会議用テーブル５台、
パイプ椅子12脚、冷蔵庫１台、石油ストーブ１台、電気ポット２台

■元長峰区会が整備した壁掛型
エアコン

※この助成金は、宝くじ事業の収入を財源に（一財）自治総合センター
から交付されるもので、コミュニティ組織が活動に直接必要な設備を
整備するための助成制度です。
■お問い合わせ先
役場企画観光課

● ＪＡつがる弘前だより

﹃農作業従事者﹄を募集します！

１．基本方針
先 般︑ 組 合 員 や 作 業 従 事 者︵ ヘ

ル パ ー︶ の 高 齢 化 等 に よ り︑ 農 作

業の労働力不足が慢性化している

こ と か ら︑ Ｊ Ａ つ が る 弘 前 で は

11

を 開 設 し︑ 農 業 に 携 わ れ る 元 気 な

9

﹁農作業従事者無料職業紹介所﹂

30

方を募集します︒

２．農作業従事期間
平成 年 月から 月収穫終了ま
で︵約３ヶ月間︶
３．農作業従事内容︵主にりんご作
業となります︶
葉とり・収穫など※りんご以外
の農作業もご相談に応じます︒
４．農作業時間
原則１日８時間︵途中休憩あり︶
※時間外勤務なし
※午前や午後のみ︑短時間の作業
もご相談に応じます︒
５．休日
１週間に１日は休日とします︒
６．年齢制限など
年齢制限はありませんがハシゴを
使用できる方
７．作業賃金 日給６千円以上
８．通勤方法
送迎は致しませんので自分で通勤
可能な方︵別途通勤手当は考慮い
たします︶
９．採用方法
面接の上︑選考して採用を決定い

たします︒

Ｊ Ａつがる弘前農作業従事者無料

■お問い合わせ先

職業紹介所 ☎ ・１０５２

82

■前田ノ沢区会が整備した会議用
テーブル

☎48・2111（内線239）

12
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行事予報
■毎月 日は︑健康の日です︒自分のできることから取り組みましょう︒

９月

■天候等による日程の変更にご注意ください

15 日（土）〜 16 日（日）○中体連秋季大会

20

21 日（金）○第18回大鰐温泉商店会ちどりあし祭
30 日（日）○大鰐町総合防災訓練

1 0月
21 日（日）○前平アタック2018（大鰐温泉スキー場）

「廃校で運動会コン」参加者募集中！
〜廃校で素敵な出会いを見つけませんか〜

『廃校で運動会コン』の参加者を募集してい
ます！イベント内容および申込先等については
下記をご覧下さい。
１．日時
平成30年9月30日（日）13時30分から18時
まで
２．対象者
結婚を希望する20代から40代の独身者
で、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳
町・大鰐町・田舎館村・西目屋村在住または
これらの市町村に勤務している方

６．定員
男女各20名
７．申込締切

３．概要
大鰐駅集合→バスにて旧大鰐第二小学校移動
→運動会開始→バスにて町地域交流センター
鰐 come へ移動→懇親会開始・カップリン
グ→解散（希望者は弘前駅までバスでお送り
いたします。
）
４．会場
『旧大鰐第二小学校』および『町地域交流セ
ンター鰐 come』
５．参加費
3,000円（当日受付にてお支払い）

13

平成30年９月21日（金）

８．申込方法
大鰐町ホームページ内に掲載しているイベ
ントチラシを印刷し、申込書を下記住所まで
郵送いただくか、下記メールアドレスあてに
「お名前、ニックネーム、生年月日、年齢、
性別、ご住所、携帯電話番号、メールアドレ
ス」をメールに記入し、お申込みください。
９．お問合わせ・申込先
役場企画観光課企画係（〒038−0292
大鰐町大字大鰐字羽黒館5−3）
☎48・2111（内線239）
Ｅメール kikaku@town.owani.lg.jp

■

F …ファクス

地域資源レポート巡回写真
展開催！
津軽広域連合では、圏域住民の
みなさんが普段何気ない生活で発
見し、投稿していただいた写真
（地域資源）を紹介する写真展を
開催します。みなさんが投稿した
素敵な写真をぜひご覧ください！
●期間
９月20日（木）
〜９月26日（水）
●場所
町中央公民館 ロビー
※観覧は無料です。時間は施設の
開館から閉館まで。
※写真展は圏域８市町村施設を巡
回して開催しています。
（巡回
日程は津軽広域連合ホームペー
ジを確認ください。
）
H http://tsugarukoiki.jp/
問津軽広域連合総務課総務企画係
☎31・1201

自衛官の募集について
次のとおり自衛官を募集いたし
ます。
●防衛大学校（推薦）
・資格
高卒（見込含）21歳未満
・受付期間
９月５日（水）〜７日（金）
・試験日
９月22日（土）
・23日（日）
●防衛大学校（総合選抜）
・資格
高卒（見込含）21歳未満
・受付期間
９月５日（水）〜７日（金）
・試験日 ９月22日（土）
●防衛大学校（一般）
・資格
高卒（見込含）21歳未満
・受付期間
９月５日（水）〜28日（金）

Information

E …E メール

■

H …ホームページ

・試験日
11月３日（土）・４日（日）
●防衛医科大学校医学科学生
・資格
高卒（見込含）21歳未満
・受付期間
９月５日（水）〜28日（金）
・試験日
10月27日（土）・28日（日）
●防衛医科大学校看護科学生
（自衛官候補看護学生）
・資格
高卒（見込含）21歳未満
・受付期間
９月５日（水）〜28日（金）
・試験日 10月20日（土）
●自衛官候補生（男女）
・資格 18歳以上27歳未満
・受付期間 〜11月16日（金）
・試験日
12月１日（土）・２日（日）

問 …お問い合わせ・申込先

●公正証書で養育費の給付契約書
を作って子どもの将来を守ります
●任意後見契約書を作って老後の
安心を確保します
●会社等を設立するための定款を
認証します
手数料は法定されていますの
で、安心してご利用いただけます。
公証事務に関する相談は無料で
す。いつでもお気軽にご相談くだ
さい。

※なお受験資格等細部につきまし
ては、自衛隊弘前地域事務所へ
お問い合わせください。

問青森県の公証人役場
▶青森公証人合同役場（青森市
長島一丁目３番17号阿保歯科
ビル４階）☎017・776・8273
公証人 本多裕一郎
▶弘前公証役場（弘前市大字新
町176番地３）☎34・3084
公証人 藤部富美男
▶八戸公証役場（八戸市大字廿
三日町28番地八戸ウェストビ
ル201）☎0178・43・1213
公証人 髙村一之

問自衛隊青森地方協力本部弘前地
域事務所（〒036−8093 弘前
市城東中央３丁目９−19）
☎27・3871

平成30年度津軽地域障害者就職
面接会のご案内

10月１日から７日までは
『公証週間』です！
公証人は、国の一機関として、
中立・公正な立場で地域住民のみ
なさま方の財産などの権利や生活
を守る仕事をしています。
法律の専門家である公証人が作
成する公正証書は公文書であり、
これによって大切な権利を守り、
また、私的なトラブルを未然に防
ぐ役割を果たしています。
公証人の主な業務は次のとおり
です。
●公正証書で契約書を作って大切
な財産を守ります
●公正証書で遺言書を作って大切
な人に遺産を譲ります

弘前公共職業安定所では、障害
をお持ちの方を対象とした障害者
就職面接会を次のとおり開催しま
す。面接会には、障害者雇用を考
えている事業所が多数参加します。
参加を希望される方は、事前申
込みが必要となりますので、弘前
公共職業安定所までお問い合わせ
ください。
●日時
10月29日（月）午後１時〜午後３
時30分（午後０時30分受付開始）
●場所
アートホテル弘前シティ（ＪＲ
弘前中央口から徒歩１分）
問弘前公共職業安定所専門援助部門
☎38・8609（音声案内45＃）
14
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暮らしの Information
『秋季町民登山教室』
参加者募集中です！
大鰐町山岳会が主催する『秋季
町民登山教室』の参加者を下記の
とおり募集します。
●目的地
八幡平毛せん峠（秋田県鹿角
市）標高1,322ｍ
※雨天の場合は、予定コースを
変更することがあります。
●実施日
平成30年10月７日（日）
●集合場所・時間
ＪＡつがる弘前旧大鰐支店前
午前６時45分集合、７時出発
●参加資格
小学５年生以上（小・中学生は
家族同伴を原則とします。
）
※心臓病および高血圧症を治療
している方はご遠慮ください。
●参加費
大人2,000円
小・中学生1,000円
●携行品等
登山に適した服装、登山靴、雨
具、ヤッケ、着替一式、手袋、
水筒、昼食、補食品他
●締切日
平成30年９月29日（土）
問成田章一まで（大鰐町大字大鰐
字湯野川原92番地）
☎48・2843

●開催日時
平成30年9月25日（火）
10時30分〜11時30分
平成30年9月26日（水）
13時30分〜14時30分
※説明内容はどちらも同じ内容
です。
●会場
弘前市大字本町２−２
弘前税務署（２階大会議室）
※会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の
交通機関等をご利用ください。

は「国民年金後納保険料納付申出
書」の提出が必要です。
なお平成30年９月30日は日曜日
のため、手続きは９月28日（金）
までにお願いします。
●後納制度のメリット、及び確認
方法
▶納付により年金の受給資格を
得られる可能性があること
▶納付することにより将来受け
取る年金額が増額すること
【１か月分の納付により増額する
目安は、年額で約1,624円】

問弘前税務署法人課税第一部門
☎32・0331
（音声案内に従い『２』を選択
してください。）

●便利な「ねんきんネット」も
ご利用ください
▶ご自身の現在納めることが可能
な保険料額を一覧できる機能
▶後納した場合の年金見込み額
を自動的に試算できる機能

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）
を知っていますか？
法人県民税・法人事業税・地方
法人特別税はｅＬＴＡＸ（地方税
電子化協議会が運営する地方税
ポータルシステム）で電子申告す
ることができます。
ｅＬＴＡＸを利用することで、
オフィスや自宅のパソコンから申
告ができるので、申告書を持参し
たり郵送する必要がありません。
詳しくは、ｅＬＴＡＸのホーム
ページをご覧ください。
H http://www.eltax.jp/
問中南地域県民局県税部課税第一課
☎32・1131（内線278）

消費税の軽減税率制度に関する
説明会を開催します
弘前税務署では、事業者の方を
対象として、消費税の軽減税率制
度に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある
制度ですので、ぜひ説明会にお越
しください。
なお、会場の都合上、席に限り
がありますことを予めご了承くだ
さい。
15

年金についてのお知らせ
◆後納制度の申請期限は９月28日
（金）です
平成27年から始まった時限措置
である過去５年以内の期間に収め
忘れた保険料を納付できる後納制
度が、平成30年９月30日で終了し
ます。後納制度を利用するために

◆平成31年度分扶養親族等申告書
が発送されます
申告書が届いたら手続きをお忘
れないようにお願いします。
問最寄りの年金事務所
年金加入者ダイヤル
☎0570・003・004
役場住民生活課
☎48・2111（内線327）

ハロートレーニング（職業訓練）
体験会のご案内
９月21日（金）13時からヒロロ
４階市民文化交流センターにおい
て職業訓練の体験会及び職業訓練
制度の概要説明を行います。
体験内容は介護、
パソコン事務、
医療事務、簿記、適正検査等を予
定しています。
（詳細は青森労働
局ホームページ内で発表予定）
職業訓練及び体験会について
は、弘前公共職業安定所までお気
軽にお問い合わせください。
問弘前公共職業安定所
☎38・8609（音声案内42＃）
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発行
大鰐町役場︵〒〇三八︱〇二九二

の め ごこ
家
が
わ
＊１歳の誕生日おめでとう＊

１歳の記念に写真を掲載してみませんか？
＊広報おおわに11月号掲載
９月に１歳の誕生日

★対象

を迎える子どもたち

平成30年11月に１歳の誕生日を迎える町内

を紹介します！

在住の子
★掲載内容
子どもの写真・氏名（ふりがな）
・生年月日・
住所（町内まで）
★応募方法
①子どもの写真データ１枚
※写真データは５ＭＢ以内
②子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・性
別、住所（町内も）、保護者氏名、連絡先、
40文字以内のコメント（子どもに向けての
ひと言など）を記入したもの

青森県

◎上記のものを９月25日（火）【※必着】までに
ご応募ください。Ｅメールでの応募の際は、件名

石塚

蒼良（男の子）

山下

倖（女の子）

に『子どもの写真』と記入をお願いします。

南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館五番地三︶

Ｈ29．９．21．生（蔵館７）

Ｈ29．９．23．生（宿川原）

※なお、件名の記入や必要事項に漏れがあると掲載

お誕生日おめでとう。

１歳のお誕生日おめでとう！
これからも兄妹仲良く元気

できない場合がありますので、ご注意ください。

モリモリ食べて元気なソラ。
早くお散歩しようね！

に過ごそうね♪

■お問い合わせ・応募先

役場企画観光課

（〒038ー0292、大鰐町大字大鰐字羽黒館
５−３）☎48・2111（内線235）
Ｅメール koho@town.owani.lg.jp

戸籍の窓口

■ 7 月受付分

お誕生おめでとう

大鰐町の人口と世帯数

お子さん（父または母）地区名

平成30年７月末日現在
人

・山

中

（敬称略）

遥 斗（男・勇飛）折紙

編集

口

9,685人

前月比

−３人

男

4,437人

女

5,248人

企画観光課

平均年齢

おくやみもうします

☎〇一七二︱四八︱二一一一︵代︶

亡くなった人（年齢）地区名

京

54.8歳

世帯数

4,218世帯

前月比

＋４世帯

・山

崎

和

雄（80歳）大鰐２

・水

木

子（93歳）長峰

・石

郷

博

秀（78歳）九十九森

・山

内

・石

郷

あ

い（90歳）九十九森

・工

藤

チ

ヤ（100歳）大鰐７Ａ

・西

谷

賢

（96歳）蔵館５Ｂ

・石

郷

孝

一（54歳）九十九森

昇（84歳）大鰐10

16

