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自然あふれる豊かなふるさと情報誌〈広報にしめや・2022. １月号〉

新年のごあいさつ

「村民が心豊かに
毎日を暮らせる村に」


村

長

桑

田

豊

昭

新年あけましておめでとうございます。

村民の皆さまには、穏やかに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。また、日頃より

村政運営にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

昨年２月の村長選挙におきまして、皆さまの温かいご支援を賜り、村政運営の舵取りを担わせて

いただくこととなりました。この場をお借りして心から厚くお礼を申し上げるとともに、改めてそ
の重責の重さを身に染みて感じているところであります。

昨年来の事件以来、皆さまには多大なるご心配をおかけしております。私は、失った村の信頼を

回復するため、
そして元の平和な西目屋村を取り戻すため真摯に業務に取り組む所存でございます。
そのためにも「再起にしめや」の思いを胸に、公約に掲げた「村民が安心して暮らせる村づくり」

「教育環境支援事業の推進」
「農業所得向上、地域農産物のブランド化」
「白神山地を中心とした観

光開発事業の推進」の政策を中心に、決して初心を忘れることなく、クリーンな政治を目指し、こ
れからの村政運営に取り組む決意でおります。

就任１年目の昨年は、先ず、行財政改革の一環として現行の事業や業務の検証見直しに着手し、

特に入札制度については、業者選定の適正化や入札結果の公表など透明化を図りました。

また、これまで有害鳥獣として駆除埋葬するだけであった熊の肉を有効活用し、ジビエ料理とし

て道の駅や白神館などでの提供を始めましたが、県内外から訪れた多くの観光客から好評を得てお
り、今後、新たな西目屋ブランドとして普及発展していくことを大いに期待しております。
一昨年から全国的に猛威を振るった新型コロナウイルスもやっと勢いが衰えました。

住民には県外地域との不要不急の往来の自粛が求められ、会食・会合や各種イベントは中止とな

り地域経済は大打撃を受け、コミュニティ活動も制限され地域全体が疲弊しきった状態となりまし
た。本村でのオリンピック聖火リレーも中止に追い込まれ誠に残念な結果となりました。

そのような中でも、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、アスリートの活躍が日本国

民全員を勇気付けたことは非常に喜ばしいことでありました。また、本村においても未だに感染者
がゼロであることについて非常に誇らしく思います。

新たなオミクロン株の発生で今後も予断を許さない状況でありますが、３回目の接種を速やかに

実施し、来るべき第６波に備えたいと考えております。

新年においては、コロナが終息し人々が安心して出歩ける環境が戻ることを、経済が再生し本村

にも観光客が戻ることを期待するものであります。

また、政策においては公約にもあるとおり、本村の未来を担う子どもたちが経済的な理由で進学

を断念することのないよう、支援制度の充実を図るべく検討してまいります。

これまでの良い点は残しながら、見直すところは即座に改善し、村民が心豊かに毎日を暮らせる

村づくりに積極的に取り組んでまいります。皆さまには、どうかこれからも村政にご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

結びに、村民の皆さまにとりまして、本年が健康で実り多い年になりますよう心からご祈念申し

上げ、新年のご挨拶といたします。
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議長新年あいさつ
西目屋村議会



議

長

佐

藤

ふじ子

村民の皆さま、明けましておめでとうございます。
令和４年の年頭にあたり、西目屋村議会を代表して新年のご挨拶を申し上げます。
村民の皆さまには、日頃からご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
昨年、一連の事件では、ご心配とお騒がせしました事、心よりお詫び申し上げます。現在、新体
制で村民のため、日々努めているところでございます。
毎年、想定外の自然災害が起きております。温暖化の影響による天災が起こり、地震、大雨によ
る水害で土砂崩れが発生、全国で命を落とされた方が沢山おられました。12 月７日、地球温暖化
の研究が認められ真鍋淑郎氏がノーベル賞を受賞されました。地球の気候変化が漁業、農業に大き
な打撃を与えております。
西目屋村ではここ数年、大きな災害は発生していませんが、りんご農家は春の凍霜被害と夏の雨
不足での収穫減、米作りは米価下落、村ではその対策を進めているところでございます。
昨年は世界中で新型コロナウイルス感染症が瞬く間に蔓延し、普通の生活が一変、行事、イベン
トは延期又は中止となり、日々の生活がマスク着用、三密、巣ごもりと、行動が制限された事によ
り観光と経済が疲弊、９月頃に緩和したものの 11 月末には新変異のオミクロン株が発生し、第６
波の発生が懸念されております。
村では３回目の新型コロナワクチン接種についても、手筈を整えているところです。
コロナ禍の中、無観客で行われた 2020 東京オリンピック・パラリンピック開催では選手の活
躍が国民に勇気と感動を与えてくれました。
大リーグ、エンゼルスで投打の二刀流として活躍した大谷選手は、MVP の受賞、八面六臂の活
躍で世界中に感動を与え、人柄・意識・考えが最高級、そして偉ぶらず、誰にでも気配りできる謙
虚な態度は、子どもから大人まで刺激され、それぞれ人生観も変わっていく事と思います。
村では、コミュニティバスの運行を実施しておりますが、シニアの方はコミュニティバスを利用
され温泉に入り、心身ともに元気でお過ごしてください。
結びに、コロナ禍が収束し、一日も早く普通の生活にもどれます様、また、皆さま方のご健康と
ご多幸を祈念し、挨拶といたします。
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白神のまなびやより
たしろ保 育 園
新年おめでとうございます。昨年は、地域の皆さ
まより多大なるご協力とご尽力を賜り心より感謝申
し上げます。「新型コロナウイルス感染症」と向き
合ってから早２年～。我慢の生活がいつまで続くの
か、予測不能ですがそんな環境の中でも子どもたち
は、めげずくじけず明るい未来を夢見ていつものよ
うに、笑顔を振りまいてくれます。私たち職員はそ
んな子どもたちから救われ、前向きに乳児保育・幼
児保育・学童保育に取り組む事が出来ました。今年
も子どもたちに寄り添いながら保育を進めて参りま
すのでよろしくお願いいたします。何より、一日も
早く日常が取り戻せますように。
さて、昨年の 12 月 10 日、たしろ保育園お遊戯
会がありました。子どもたちは２年ぶりの舞台に緊
張の面持ちでしたが、最高の演技を見せてくれまし
た。オープニングから始まり、年齢別発表そしてエ
ンドロールと感動の嵐でした。日々積み重ねてきた
保育園生活の一つとして捉えて頂ければ幸いです。
心を込めて踊り
歌い演奏し、そ
して謝辞を言え
た子どもたちに

12 月 11 日、西目屋児童クラブで今年度最後と
なる「サタスタルーム」が開催されました。今回も
弘前大学教育学部１年生の６名が来てくださり、熱
心に勉強を教えてくれていました。この日は、１年
生から５年生 30 名が参集。学生さんとアイスブ
レークの鬼ごっことドッジボールを楽しんだ後は、
心も打ち解けた様子で勉学は素直に取り組む事が出
来ていました。今年度終了と知った子どもたちは、
えーっ、もう終わりなの…。もう来ないの？など、
失望する言葉だったりうなだれたりして残念がる様
子が見られました。
弘前大学教育学部教授の戸塚学先生もおいでにな
り、学生さんの前向きな姿をご覧になっていまし
た。来年度もお待ちしております。有り難うござい
ました。

もう一度大きな
拍手を送ります。

～しぇんしぇ てんて しんしい なんのごとだが すぐわがる せんせだち～
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西目屋 小 学 校

蒸したての「アネコモチ」

12 月８日、収穫感謝祭を実施しました。今年度も、
新型コロナウイルス感染防止対策の一環として来賓をお
招きせず、３校時に１年生と６年生、４校時に３年生と
４年生、５校時に２年生と５年生が、それぞれ協力し
合って餅つきをしました。上級生は、下級生の世話をし
たり司会をしたりと、リーダーシップを発揮して一生懸
命がんばりました。下級生もはじめの挨拶をしたり感想
を述べたりと、分担された役割をがんばりました。

どきどき、わくわく
いよいよ始まります

餅つきに先立ち、上学年の子どもたちが、感謝の手紙
を披露しました。
４年生

前山 瑠南さん 「協力することの大切さ」

協力することの大切さ、農家の方々の忙しさ、毎日食
べているお米の一つぶ一つぶが、たくさんの人の苦労と

上級生が下級生の
お手伝い

努力で作られていることなどを実感したので、感謝の気
持ちを忘れずに、ご飯を食べます。
５年生

三浦 穂稀さん 「自然への感謝の気持ち」

この西目屋には、きれいな水もたくさんあります。お
米を育ててくれた、このきれいな水やいっぱい光をそそ
いでくれた太陽などの自然にも感謝して、楽しくおもち
をつきたいです。
６年生

三上 笑星さん 「協力してくださった方々への

お礼の言葉」
水田作業を手伝ってくださった JA のみなさん、老人
クラブのみなさん、社会福祉協議会のみなさん、地域お
ました。
さあ、いよいよ餅つきです。１年生は、小さい杵を使って餅をつきました。
「ペッタン、
ペッタン」
という可愛らしい音がしました。６年生はさすがです。

見よ！
この力強さ

こし隊、目屋みどりの会のみなさん、ありがとうござい

リーダーシップを発揮した
最上級生

大きい杵をものともせず、餅をつく度「ズドン、ズドン」と体育館の床が響
いていました。
餅つきに使わなかった残りの餅米は、弘前市浜の町西の「もち処

一久」

に依頼して紅白の大福餅にしていただき、家庭に持ち帰らせました。みんな
が協力して育て、苦労して収穫したお米で作った大福餅です。格別においし
かったことでしょう。
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西目屋

今月のいきいきポイント

今年度も村民文化祭が新型コロナウイルスの影響で中止となり、むし歯０表彰を実施することが

むし歯０表彰について

できなかったため、広報でお名前を紹介します。これからもむし歯０を維持しましょう！

【３歳児むし歯０のお子さん】

佐々木萌愛ちゃん

前山

朝陽くん

盛

遊那ちゃん

米村

璃子ちゃん

川添

新七ちゃん

山下

楓禾ちゃん

檜山

心汰くん

桑田

彩羽ちゃん

山形

朔功くん

渋谷

彪斗くん

三上

華ちゃん

三上

千颯くん

【西目屋小学校１年】

佐藤

陽琉さん

佐藤

喜一さん

門藤

琳音さん

三上くるみさん

田澤

夢翔さん

竹内

麻陽さん

【西目屋小学校２年】

檜山

【西目屋小学校５年】

小山内凛華さん
石ヶ森

結愛さん

田畑

寛汰さん

成田

向さん

檜山

一翔さん

三浦

樟己さん

工藤

颯琉さん

滝吉

晴琉さん

桂田

陽悠さん

三上

詩琉さん

石井

愛海さん

盛

喜那さん

三浦

果珠さん

西澤

佳歩さん

桂田

恵瑠さん

【西目屋小学校３年】

西澤

詠太さん

川崎

瑠奏さん

前山

聖嵐さん

門藤

沙音さん

山下

栞和さん

田澤

優莉さん

米沢希乃花さん

戸澤

紗來さん

若松

咲希さん
奏嵐さん

神

佐々木亜依莉さん

堀川

乃愛さん

結さん 三浦悠吏伽さん

三浦

穂稀さん

朱那さん 戸澤

璃咲さん

千聖さん

佐藤

和奏さん

盛

【西目屋小学校６年】

佐藤

匠真さん

中島

佑さん

成田

來悟さん

須藤

壬将さん

西澤

悠成さん

三上

笑星さん

桂田

行雲さん

檜山

愛斗さん

今月のいきいき Day
乳幼児健診

歯っぴーデイ

1 月７日（金）

1 月８日（土）

７ヵ月児・１歳半・2 歳半・３

歳半対象者には案内を送付し
ています。

【西目屋小学校４年】

前山

麗羽さん

若松

田畑

恵成さん
滝吉

前山

瑠南さん

美心さん 駒井

陽向さん

食育だより

※ひとりで悩まないで、まずは相談してください。
●西目屋村役場 住民課 保健師／成田 管理栄養士／稲宮
●西目屋村地域包括支援センター 三上（☎ 85-2804）

社 会 福 祉 協 議 会 だより
お早めにご相談ください

お知らせ

しっかり噛んで食べましょう
最近の食事は、昭和初期に比べると、やわらかい物を食べ
る機会が多く、噛む回数が減っています。よく噛まずに食べ
ると、早食いを招き肥満につながる、噛み合わせが悪くな
る、記憶力が低下するなど、全身に悪影響が及びます。よく
噛んで食べると、８つの良い効果があります。

教育支援資金の貸し付け
社会福祉協議会では低所得世帯に対し、教育資金でお困りの方に
次に掲げる経費の貸し付けを行っています。
また、相談により解決策のご提案や他制度の紹介などをいたします。
貸し付けまで 1 ヶ月ほどかかります。必要と思われる方はお早
めにご相談ください。

ぜ

が

は

の

こ

み

ひ

いー

★よく噛むことの効果★

歯ブラシを交換しませんか？
意識的に歯磨きをしてみま
しょう。

QR コードの「問い合わせフォーム」もご利用いただけますので、
ぜひご活用ください。
◆教育支援費…高等学校、大学又は高等専門学校などに修学するの

全身の体力向上

胃腸の働きを促進

がん予防

歯の病気予防

脳の発達

言葉の発達

味覚の発達

肥満防止

に必要な経費。（授業料、定期代など）
●貸付限度額

高校

月３万５千円以内

高専

月６万円以内

短大

月６万円以内

大学

月６万５千円以内

◆就学支度費…高等学校、大学又は高等専門学校などへの入学に際
し必要な経費。（入学金、制服、教科書代など）

「卑弥呼の歯がいーぜ」
と覚えましょう

●貸付限度額

50 万円以内

※貸付利子は、教育支援費及び就学支度費ともに無利子です。
▼問い合わせ・申込先

回を目標によく噛んで、ゆっくり食事を楽し
み、丈夫なからだを手に入れましょう。
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社会福祉法人西目屋村社会福祉協議会
☎ 85-2255
（受付時間…平日 8 時 15 分～ 17 時）
Mail…nishishakyo@wine.ocn.ne.jp

▶問い合わせ
フォーム

噛むことは健康への第一歩です！ひと口 30
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白神公社

自然あふれる豊かなふるさと情報誌〈広報にしめや・2022. １月号〉

か じ が 往 く !!

大白温泉
新年明けましておめでとうござ

新年、あけましておめでとうご

ざいます。今年も農作物の被害防

います。

止のため頑張ってまいります。

そして、昨年はたくさんのお客
さまに支えられて営業をする事ができました事を心よ

農閑期になると、まれにウサギ

り感謝申し上げます。
さて、この時期は雪かきも毎日の仕事になり体力的
にはお疲れの日々が続いているかと思います。
大白温泉は熱めの温泉ですので、冷えきった体には
しみわたります。日頃の疲れを癒しにいらっしゃいま
せんか。
そこで、大白温泉では日頃の感謝を込めて１月から
３月限定で「かわり湯」を行います。
かわりの湯のイベント日は、毎月の第二日曜日に限
定して行います。かわりの
湯の内容は毎月違うものに
なる為、当日のお楽しみで
す。
ぜひ、大白温泉にあたた
まりにおいでくださいませ。

消 防 だ よ り
新年あけましておめでとうございます。
『災害に強い、安全で安心して暮らせるまち』

や野ネズミの被害を聞くことがあ

ります。ここではお金をかけずに誰にでもできる農地づく
りをご紹介します。

動物は住みかやエサのある場所に集まる習性がありま

す。そこで隠れ家となる枯れ草やエサとなる放置野菜を減
らし、動物が近づかない農地づくりが大切です。

これは電気柵や有害捕獲に比べて空いた時間に誰にでも

できるため、地域一体で取り組めるメリットがあります。
いつも同じような対策内容で恐縮ですが、ぜひご検討くだ
さい。

また回覧にて、令和３年の農作

物被害アンケートを実施しており
ます。よろしければご協力お願い
いたします。

動の際、３名が消防車で出動し現場活動にあたり、１
名は分署に残り防災無線による広報や、役場防災係及
び消防団の方への情報提供などをしておりました。し
かし、これからは４名全員で現場へ向かい、現場活動
の強化を図ることに決定しました。西目屋村におかれ
ましては、当事務組合の応援隊の到着がどうしても遅

昨年は大変お世話になりました。職員一同心からお

れることも鑑み、人命救助の機会を失することなく遂

礼申し上げます。今年も村民の皆さまと立入検査や救

行できる大きなメリットがございます。しかし、分署

命講習などでお会いする機会があるかと存じますが、

を施錠し空にする時間は村民の皆さまの来庁を伴うご

消防行政にご理解とご協力を引き続きよろしくお願い

用事に答えられないことや、防災無線での広報は増強

いたします。

で駆け付けた職員が行うため若干の遅延が生じること

さて、冒頭のスローガンは当消防事務組合が 2030
年に向けた中長期計画の実現目標に掲げるものです。

もございますので、予めご了承いただきますようよろ
しくお願い申し上げます。

この目標を達成するための具体的重点指針の一つを、

本年も職員一同、一丸となって“安全で安心して暮

“ 消防・救急救助活動体制の充実強化”としておりま

らせる西目屋村”を目指し邁進していく所存ですの

す。その施策として、昨年 11 月１日から目屋分署に

で、皆さまのご協力を

配備されております消防車の出動態勢を一部変更して

よろしくお願い申し上

おりますので、ご案内申し上げます。

げます。

目屋分署には最低人員として４名の職員が勤務して
おります。これまでは火事や救助活動に伴う消防車出

西目屋村災害発生状況
令和３年
11月末現在

救急 火災 救助 遭難

11月件数 ５

０

０

０

累

０

０

０

計 48
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「戸籍の窓」は原則として
「本籍が西目屋村にある方」
を掲載しています。掲載を希
望しない方また当村に本籍が
なくて掲載を希望する方など
がありましたら、必ず広報係

令和3年11月届出分 までお申し出ください。

おしあわせに

若江

惠三 ♥ 熊谷

檜山

竜太 ♥ 工藤絵梨香

（神奈川県）
（村

市）

（大

貴宏 ♥ 檜山

一戸

大生 ♥ 米澤

（弘前市）

秋）

（青森市）

長根

（六戸町）

稚子

（村

有希

市）

麗花

（居森平）

福士

紘平 ♥ 小山内華純

（黒石市）

（田

村の人口

代）

おめでとう

よねざわ

R3.11月末現在 （ ）は前月比

し お り

米沢 紫織（和優・沙紀）田代 女
おくやみ

三浦 長蔵（69）��� 田代
田村 彰吾（67）��� 田代

男

性

合

計

女

性

世帯数

608 人（ ‒ 4）
693 人（ ‒ 2）
1301 人（ ‒ 6）
551 世帯（ ‒ 3）

米価下落対策事業のご紹介
新型コロナウイルスの影響により米の需要が減少し、令和３年産の『まっしぐら』
、
『つがるロマン』の概算金が
3,400 円下落しております。これを受け、青森県では融資機関から融資を受けた際の利子助成事業を実施しております
のでご案内いたします。

●青森県米価下落減収対策資金利子補給金交付事業について【県の事業】

今回の米価下落により、資金繰りが困難となった米生産者が、生産費や雇用労賃、施設・機械の修繕費などの支払い
のための資金を、農協など融資機関から借入する際に発生する利子を県が負担するものとし、農家の負担軽減を図るも
のです。
青森県及び金融機関が貸付融資に対する利子を負担するため、農家負担の利子は実質０円です。
対 象 者：令和 3 年産米概算金下落により影響を受ける米生産者
融資機関：県内に主たる事務所を置く農業協同組合
県内に本店を有する銀行
県内に本店を有する信用金庫又は信用組合
貸 付 額：令和 3 年産米の出荷量 60kg あたり 3,400 円を乗じた金額以内とする。
上限金額は個人が 500 万円、法人が 2,000 万円とする。
受付窓口：融資を受けようとする金融機関へお問い合わせください。

●水稲経営次期作支援事業について【村の事業】

村では県産米である『まっしぐら』
『つがるロマン』の概算金がいずれも対前年産比 3,400 円減となり、県内の米の生
産費約 9,200 円／ 60kg（農水省データより）を下回る水準となっていることから、農家の営農意欲の維持と稲作農家の
経営安定を図るため支援します。
対 象 者：村内に住所を有し、
『まっしぐら』
、
『つがるロマン』を作付けし、出荷実績のある水稲農家
対象経費：次期作の水稲経営に係る生産費（種苗費、肥料費、薬剤費）に対し 3,500 円 /10a を補助
対象面積：主食用米を作付けしている面積から自家消費分として 10a を除いた面積
受付窓口：産業課産業係 ☎ 85-2801

給与支払報告書

償却資産申告書は１月 31日が提出期限です

◆ 給与支払報告書 ◆
前年中に従業員・専従者などへ給与・賃金などを支払った
事業主。様式はホームページにも掲載しています。村・県
民税は特別徴収が原則です。

◆ 償却資産申告書 ◆
事業に使用する償却資産を村内に所有・賃貸している個人・
法人。前年度申告した法人などには、12 月 10 日に通知書
を送付しています。

令和４年１月１日現在、村内に住む従業員、村内の所有資産が対象です。eLTAX（エルタックス）からも提出できます。

村民税・県民税、所得税の申告（村で申告する場合）
⃝受付期間 ２月 16 日～３月 15 日（期限厳守です）
・各地区集会所および庁舎での受付日程は、２月上旬頃に
お知らせします（集会所などの受付時は、庁舎の税務係
職員が不在となりますのでご注意ください）。
⃝申告に必要なものの準備を進めてください
・マイナンバーカード、または本人確認書類など
・
「医療費控除の明細書」などの必要書類（控除を受ける場合）
・自営業などは仕入、売上、経費などそれぞれの内訳毎に
計算した帳簿など（その領収書・通帳・帳簿などはおも
に７年間保管する必要があります）。
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⃝その他
・所得が 48 万円を超えた人は扶養できません。扶養の重複
はできないのでご確認ください。
・住宅借入金等特別控除の初回の手続きは、弘前税務署で
お願いします。

問い合わせ先

税務会計課

☎ 85-2805

■今月の納税…固定資産税第４期、国民健康保険税第７期、
介護保険料第４期、後期高齢者保険料第４期。

『世界遺産と水源の里 にしめや』


お知らせ
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村から皆さんへの大切なお知らせです。

求職者支援訓練のご案内

110 番の日

求職者支援訓練とは、雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機関が国の認定を受けて
実施する職業訓練です。一定の要件を満たした方には訓練
期間中に職業訓練受講給付金が支給されます。

警察では、毎年１月 10 日を「110 番の日」と定め、正
しい 110 番のかけ方を呼びかけています。
110 番にかけると、警察本部通信指令課の警察官が
●何があったのか？
交通事故なのか、それとも事件なのか。
●どこで？
事件・事故などが発生した場所はどこなのか。
●いつ？
今発生したものなのか、または進行中の出来事なのか。
●犯人は？
犯人の人相や着ている服、車のナンバー、逃げた方向
など犯人を捕まえるために必要な情報。
●どんな状況か？
被害やけが人の状況は？救急車は必要か。
●あなたの名前、電話番号は？
など、大事なことから順番に聞きますので、冷静にお答え
ください。
また、令和２年の青森県内の 110 番件数は約４万件
で、うち約 6,500 件は「問い合わせ」
「相談窓口確認」の
ほか、「いたずら電話」「間違い電話」「無言電話」などの
不要・不急のものでした。
警察ではこのような場合でも内容を確認しなければなら
ないため、事件や事故など緊急の 110 番通報への対応に
支障が生じかねません。
いたずら電話は絶対にしないでください。
また、緊急性のない相談や問い合わせ、警察への意見・
要望などは、警察安全相談電話や警察署、最寄りの交番・
駐在所の電話番号をご利用ください。
警察安全相談電話は、☎ 017-735-9110 又は「＃ 9110」
弘前警察署の電話番号は、☎ 32-0111 です。

【パソコン事務基礎科】
●と
き 令和４年２月 17 日（木）～６月 16 日（木）
●と こ ろ キャリアスクール・ソフトキャンパス弘前校
（土手町）
●申込締切 令和４年１月 24 日（月）
【パソコン基礎科】
●と
き 令和４年３月９日（水）～６月８日（水）
●と こ ろ JMTC 弘前教室（御幸町）
●申込締切 令和４年２月９日（水）
【仕事に活かせる OA 事務科】
●と
き 令和４年３月１日（火）～５月 31 日（火）
●と こ ろ ディスパッチカレッジ柏校（柏鷺坂）
●申込締切 令和４年２月２日（水）
～共通事項～
●受 講 料 無料（テキスト代などは自己負担）
●申込方法 事前に弘前公共職業安定所で受講手続きを済
ませ、申込締切日までに訓練施設へ受講申込
書を提出してください。
問

弘前公共職業安定所

☎ 38-8609（音声案内 42#）

自動車税（種別割・環境性能割）の
減免制度のお知らせ
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛護）手帳、精
神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方
と生計を一にする方が、これらの手帳の交付を受けている
方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している
場合で、その障害の程度や自動車の使用状況などが一定の
条件に該当するときには、申請により自動車税（種別割・
環境性能割）の減免を受けることができます。
詳しくは、中南地域県民局県税部までお問い合わせくだ
さい。※軽自動車税（種別割）については、村の税務会計
課にお問い合わせください。
問

中南地域県民局納税管理課
税務会計課税務係

☎ 32-4341
☎ 85-2805

借金に関する相談窓口
相談員が借金の状況などをお伺いし、必要に応じて、弁
護士などに引継ぎを行います。一人で悩まず、ご相談くだ
さい。秘密厳守・無料です。
●受付時間 月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）
８時 30 分～12 時、13 時～16 時 30 分
●相談専用電話 017-774-6488
●問合せ 東北財務局青森財務事務所理財課

農業集落排水に加入しましょう

■本社 ／ ⻘森市三内字丸⼭393-270（⻄部⼯業団地内） TEL. 017-761-5301

農業集落排水（下水道）は、水環境の悪化により
生態系などに様々な影響を及ぼす生活排水を集め
て、きれいな水に処理することによって、農業用排
水及び河川の水質改善を図り、快適な生活が送れる
ようになります。
排水設備工事や水洗便所改造工事をする場合は、
役場建設課（☎ 85-2802）までご連絡ください。

■弘前営業所／ 弘前市大字神田3-2-3 (角弘弘前支店2F） TEL. 0172-35-0882
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創立50周年記念式典

西目屋村役場／企画財政課

URL https://www.nishimeya.jp/

2022年

西目屋村教育委員会表彰
12 月２日、令和３年度西目屋村教育

１月号 No.643

11 月 28 日、中央公民館において西目屋村体育協会（西目屋村スポーツ協会）の創立 50 周年記念式典
が行われ、来賓や加盟団体関係者合わせ約 30 人が集まりました。
式典では、創立 50 周年を機に名称を「西目屋村体育協会」から「西目屋村スポーツ協会」へ変更した
旨の報告のほか 50 周年記念誌の紹介がありました。

委員会表彰の授与を行いました。今年度
の表彰者は、小学生４名、中学生２名の
計６名で全員がカヌーによるスポーツ賞

⃝スポーツ賞（敬称略）

佐藤 匠真（西目屋小６年）
須藤 壬将（西目屋小６年）
滝吉 美心（西目屋小４年）
前山 瑠南（西目屋小４年）
山下 日彩（東目屋中１年）
滝吉 琉泉（東目屋中１年）
あ
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お

も

り
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令和４年

編集・発行

年４回発行

青森県町村会

〒030 - 0801 青森市新町二丁目4番1号 TEL. 017 - 723 - 1331 FAX. 017 - 723 - 1347
HP http://www.aomori-chousonkai.jp/
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令和３年産米の価格下落に係る緊急要望………４
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今月号の表紙でもある「西目屋小学校の収穫感謝祭」が青森県町村会の発行する、あおもり町村自治の表紙

いまが旬！…………………………………………10
随想

西目屋村長

桑田

豊昭…………………14

も飾りました！力いっぱい杵を振り下ろし餅をつく子、周りで元気いっぱい「よいしょー」の掛け声を出す
子、そんな子どもたちに負けないように 2022 年も頑張ります！
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
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西目屋小学校『収穫感謝祭』

にし め や むら

西目屋村

西目屋小学校の伝統行事、「収穫感謝祭」は毎年12月に餅つきを行います。
餅つきに使用するもち米は、地域の方々のご協力のもと子どもたちが中心となり、学校田に５月に田植え、９月に稲刈りをし
て収穫しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、餅つきは２学年ずつ時間をずらして行われ、周りの児童からの「よいしょー」と元
気な掛け声に合わせて、子どもたちは力一杯お餅をついていました。

編集・発行／青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田 57
〒 036-1492 TEL（0172）
85-3080 FAX 85-3040

となりました。

