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　立候補に必要な届出書類や注意事項、事前審査の日程などを説明しま
す。立候補を予定されている人は、本人か代理人の出席をお願いします。
■日　時
　　11月16日㈬　午後２時～
■場　所
　　役場２階　委員会室

■受付期間
　　11月30日㈬ ～ 12月10日㈯
■受付場所
　　選挙管理委員会（役場１階小会議室）、小泊支所
　　※申請用紙は、受付場所にあります。
　　※ 本人でなくても、家族や代理人が申請できます。印鑑をお持ちになって、受付場所へ　

お越しください。
　　※予約された方には、レターパックで発送します。

◎ 投票は、12月14日㈬ からでないとできません。その前に投票されると無効投票になります。
◎ 最寄り（滞在地など）の選挙管理委員会の執務時間内に投票してください。土曜日は、ほとん

どの選挙管理委員会が休日であるため、早めの投票をお願いします。
※投票日（12月18日）までに開票所へ到着しないと、無効投票になります。
◎ 投票用紙の返送は、受け付けた選挙管理委員会が行います。担当者の指示に従って投票して

ください。自分で返送したりすると、無効投票になります。

あなたの大切な1票　必ず投票しましょう

12月18日㈰は
町議会議員選挙の投票日です！

問  選挙管理委員会事務局 内  2015

〈立候補予定者説明会〉

〈不在者投票の予約〉

〈不在者投票のご注意〉

12月18日㈰の投票時間
午前７時 ～ 午後６時
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　町民課と小泊支所では、平日役場開庁時間帯にマイナンバーカードの手続きをすることが困難な人へ
の対応として、平日夜間の臨時窓口を開設します。
　また、当日はマイナポイントの手続きも行うことができます。仕事や通学などで開庁時間内に来庁す
ることが難しい人はこの機会をぜひご活用ください。
●日　時
　　11月15日㈫、11月17日㈭、11月29日㈫、12月１日㈭
　　午後５時から午後６時30分まで
●場　所
　　町民課、小泊支所
　　※中里地域の人は町民課、小泊地域の人は小泊支所での手続きとなります。
　　※�臨時窓口はマイナンバーカード専用窓口となります。住民票などの発行や住所異動の手続きなど

はできません。
　　※�窓口には、本人が必要書類を持参の上来庁してください。15歳未満の人が受け取りに来られる

場合は、親権者の同行が必要です。親権者の人も本人確認書類を持参のうえ、来庁してください。
●必�要なもの（マイナンバーカードを受け取る人は１、２、３を、電子証明書の更新・券面変更の人は４、

５を、暗証番号再設定の人は４をご持参ください）
　　１．本人確認書類
　　　　以下のAのうち１点、Aの書類をお持ちでない人はB２点（必ず原本）をご持参ください。
　　　　　A…�運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・身体障害者手帳・住基カード（写真付き）・

在留カードなど
　　　　　B…保険証・年金手帳・医療受給者証・介護保険証・学生証など
　　２．交付通知書のハガキ
　　３．通知カード（お持ちの人のみ）
　　４．マイナンバーカード
　　５．暗証番号記載表
　　※�本人が病気・身体の障害などやむを得ない事情により来庁が難しく、代理での受け取りを希望さ

れる場合は別途書類が必要となりますので問合せ先までご連絡ください。
●マイナポイントの手続きに必要なもの
　　・マイナンバーカード
　　・暗証番号（４桁の数字）
　　・マイナンバーカードと紐付けする決済サービスIDとセキュリティコード
　　・本人名義の金融機関の情報
　　・金融機関や支店、口座番号などの情報がわかるもの（通帳・キャッシュカードなど）

　マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は５年です。
　更新が必要な人には「マイナンバーカード有効期限通知書」が封筒で届きます。更新手続き、
お問合せは、町民課か小泊支所までお願いします。
※�更新を行わないと、マイナポイントの申込みなどマイナンバーカードを利用した手続きができ
ませんのでご注意ください。

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
問  町民課戸籍住民係 内  1317 問  小泊支所 ☎  64－2111

マイナンバーカードは更新が必要です
問  町民課戸籍住民係 内  1317
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　町民のマイナンバーカード取得率が60％を超えまし
た。町民の半数以上、５人に３人が持っています。町で
はマイナンバーカードの使い道を増やす取り組みとして、
令和４年度末を目途にマイナンバーカードを活用した行
政手続きのオンライン申請や住民票などのコンビニ交付
を開始する予定です。
　また、将来的にマイナンバーカードは健康保険証、運
転免許証との一体化、スマートフォンへの搭載も予定さ
れており、今よりも身近で便利なものになっていきます。
　さらに今マイナンバーカードを申請すれば、最大
20,000円分のマイナポイントや中泊町Edyカードを受
取ることができます！
　まだマイナンバーカードをお持ちでない人には交付申
請書が送付されています。郵送による申請のほか、QR
コードからWebで簡単に申請することが可能です。
　ますます便利になるマイナンバーカード、使いたいと
きに使えるよう早めの申請を！

マイナポイントが受け取れるのは、マイナンバーカードを12月末までに申請した人！
マイナポイントの申込は２月末まで！　最大２０,０００円分！
町では、中泊町役場と小泊支所のマイナポイント窓口で申請を支援しております。
　窓口で申請する場合に必要なものは３つ！

窓口ではマイナポイントの説明もしていますので、お気軽にお越し
ください。
くわしくは、総合戦略課までお問合わせください。

までに申請した人！

マイナンバーカード、今５人に３人が持っています

まだ間に合います！！マイナポイント申込み！

問  総合戦略課DX推進係 内  2026

家からオンライン申請！

コンビニ交付は町外でもOK！

子育て、
介護関係手続など

住民票、戸籍、税証明など

問  総合戦略課DX推進係 内  2026 問  小泊支所管理係 ☎  64－2111

マイナンバーカード 数字４桁のパスワード（暗証番号）
パスワードはマイナンバーカードの
申請時または取得時にご自身で設定
した「数字4桁」です。

本人名義の金融機関の情報
金融機関名、支店、口座番号
などの情報が分かるもの（通
帳・キャッシュカードなど）

① ② ③
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　昨今の電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得
者（住民税非課税世帯など）に対して１世帯当たり５万円を給付します。

■支給対象世帯
　１．令和４年度住民税均等割非課税世帯
　　　基準日（令和４年９月30日）に世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯
　２．家計急変世帯
　　�　住民税均等割非課税世帯のほか、予期せず家計が急変（令和４年１月～12月までの間）し、１の
世帯と同様の事情にあると認められる世帯

■給付額
　１世帯当たり５万円
　　（注）１世帯１回限り。また、1・2の重複受給はできません。本給付金は、非課税所得となります。

 住民税均等割非課税世帯の給付金の受給 
■受給方法
　�　お送りした確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により次
の提出書類をご返送ください。
■提出書類

　　　（注1）�確認書類となるものは次のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し（いずれか1点）を
ご提出ください。

　・公的機関が発行する写真付証明書
　　　マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど
　・その他氏名、住所などが確認できる書類
　　　医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、学生証、社員証など

■申請期限
　　令和５年１月31日㈫　必着

給付金を振り込む口座 必要提出書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを
希望する場合

・お送りした確認書のみ
　（注）確認書の「受給者記入欄」を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座
に振り込みを希望する場合

・お送りした確認書
・2種類の確認書類
確認書類（1、2どちらも必要です）
１．�「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義（カナ）」が
わかる通帳またはキャッシュカードのコピー
２．口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類のコピー（注1）

確認書の支給口座欄が空欄である場合

詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
問  福祉課福祉推進係 内  1515

申請方法などくわしくは町ホームページか福祉課福祉推進係まで
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　10月はメインとなる温泉施設建設のための基礎工事を行っています。あわせて今後は、建物の設備
工事にも取りかかる予定です。

　野生鳥獣による農作物被害が発生してい
ます。その中でもカラスは、ゴミ荒らしや
糞による道路の汚染など、私たちの普段の
生活にも影響を与えています。
　しかし、カラスは代謝が高く、数日間エ
サを食べられなければ餓死してしまうと言
われています。自然界の餌が少なくなる冬
の餌を減らすことで個体数を減少させるこ
とができ、被害軽減につながります。冬に
“いかに餌を与えないか” ということがカ
ラス対策のポイントです。
　「無意識な餌付け」ストップにご協力を
お願いします。
〈無意識な餌付けになっている事例〉

①可燃ゴミ（生ゴミなど）のゴミ出し
　�　ゴミにネットを被せるなど、カラスに
荒らされないように工夫をする。

②出荷しない農作物の放置
　�　出荷しない果実や野菜は、土に埋める
などカラスに発見されないような対策を
とる。

③庭木の果実や家庭菜園の放置
　�　庭木の果実や家庭菜園はすべて収穫・
撤去しカラスに与えない。

　町地域拠点連絡バスの「中泊町役場・パルナス前」
のバス停の設置場所を令和４年12月１日から令和５
年３月31日までの間、冬の寒さ対策として現在のパ
ルナス駐輪場前から役場玄関前に移動します。お間違
えのないようご注意ください。なお、「中泊町役場・
パルナス前」のバス停にも注意書きを掲示しております。

　中央公民館では、毎年新そばが出回る時期に蕎麦打
ち体験教室を行っています。初めての方でも気軽に、
体験できます。打った蕎麦はその場で食べていただく
ことも、お持ち帰りいただくことも可能です♪「大好
きな蕎麦を自分で打ってみたい」という方にオススメで
す！一緒に楽しくおいしく蕎麦打ち体験してみませんか？
◆日　時…12月４日㈰� １回目：午前９時～　　　　
　　　　　　　� ２回目：午前❶❶時～　　　　
◆場　所…中央公民館大ホール
◆参加料…1,000円（材料費として当日徴収）
◆定　員…各回　先着10名
※小学生は保護者同伴（付添のみも可）
◆申込方法…中央公民館窓口か電話
◆申込〆切…11月25日㈮
※１回で５食分作れます。容器は事務局で準備します。
※�当日はエプロン、三角巾（バンダナ）、タオルなどを
ご持参ください。

（仮称）中泊町総合福祉健康センター工事の進捗状況のお知らせ
計画に関すること 問  総合戦略課企画係 内  2025 ／ 工事に関すること 問  環境整備課 内  1914、1916

※左は派立商店街通り沿い方向から、右は町防災倉庫沿い方向からの写真 （㆒₀月㆓⓺日現在）

冬期間、地域拠点連絡バスのバス停が移動します

蕎麦打ち体験‼

カラスへの「無意識な
餌付け」ストップ問  総合戦略課企画係 内  2022

問  農政課農林基盤整備係 内  1816

問  中央公民館 ☎  57－2341
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　町では、排水設備工事配管工認定講習、責
任技術者／配管工更新講習の申込み受付を行
っております。
　講習申込み受付期間は、11月８日㈫～11
月30日㈬までの平日のみとなっております。

【講習日】
　令和５年１月10日㈫～１月19日㈭
　※会場場所、講習内容による指定日

【講習会場】
　・配管工認定講習
　　　　青森市、弘前市、八戸市
　・責任技術者・配管工更新講習
　　　　�青森市、弘前市、八戸市
　　　　五所川原市、むつ市

【受講手数料】
　　配管工認定講習　　　7,000円
　　　　（別途振込み手数料）
　　責任技術者更新講習　7,000円
　　　　（別途振込み手数料）
　　配管工更新講習　　　5,000円
　　　　（別途振込み手数料）

【その他】
　�　受講資格、受講申込みに必要な書類など
の詳細はお問合せください。
　�　また、くわしくは青森県下水道協会ホー
ムページをご覧ください。

　一般的に４～６種類以上の薬を併用してい
る状態のことを、多剤服用（ポリファーマシ
ー）といいます。多剤服用によって、副作用
や薬物有害事象などの問題が起きています。
　複数の医療機関でお薬をもらい、さらに市
販薬を服用している場合は、多剤服用の状態
です。また、異なる医療機関から同じ効能の
薬が重複して処方されている場合は、重複服
薬の状態ですので注意が必要です。
⃝多剤・重複服薬の問題点⃝
・副作用や薬物有害事象の問題
　�処方される薬が６種類以上になると、副作
用や薬物有害事象が起こるリスクが高くな
るといわれています。
　〈主な症状〉�ふらつき、めまい、記憶障害、

抑うつ、便秘など
・残薬の問題
　�多くの薬が処方されると「飲み忘れ」や「飲
み残し」が起こりやすくなり、正しく服用
できなかったことで症状が悪化し、さらに
薬が増えるといった悪循環に陥ってしまう
場合があります。
⃝多剤・重複服薬を見直すために⃝
・「お薬手帳」を１冊にまとめましょう。
・�かかりつけ医、かかりつけ薬局をもちまし
ょう。
・むやみに薬を欲しがらないようにしましょう。
・重複受診をやめましょう
・どんな薬が処方されたのかを知りましょう。

なんでも行政相談
日　時…11月25日㈮ 午前９時～正午
場　所…役場相談室２
行政相談委員…伊 藤 定 照、藪 田 由 比 子
※ 行政相談は、住民から寄せられた苦情や意見・
要望を、住民と関係行政機関との間に立って、
公正・中立な立場から必要なあっせんを行い、
その解決や実現の促進を図ります。

※ 中止の場合は防災無線で周知します。

　主催 町社会福祉協議会

中 里 地 域 小 泊 地 域

11月16日㈬　近 村　　 敦

　　　　　　伊 藤　定 照

11月16日㈬　古 川　節 子

　　　　　　宮 越　優 子

相談場所　役場相談室２　　　
相談時間　午前９時～正午　　
相談に来られる人は、庁舎西側
出入り口をご利用ください。　　

相談場所 すくすくしたまえ館

相談時間 午前９時～正午　　

排水設備工事配管工認定講習、
責任技術者／配管工更新講習

お薬もらいすぎていませんか？
～多剤服用（ポリファーマシー）～

問  上下水道課下水道係 ☎  57－2350問  町民課国保年金係 内  1316
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　今月は、中里地域の田茂木地区・尾別地区・下高根地区の活動を紹介します。

中泊町兼任集落支援員事業
問  総合戦略課企画係 内  2023

田茂木地区

下高根地区

尾別地区

■兼任集落支援員…外﨑　　紳（田茂木自治会 監事）
■事業開始年度……令和４年度
　　　　　　　……�地区住民の集まる機会が減少し、助け合いの精神が希薄

になっていたため、本事業をきっかけとして交流の機会
を設けようと思った。

■地区の課題………�人との関わりを持たない住民が増加している。　　　　
特に、若い世代に多く見られ、地域の活動に参加しても
らえない。

　　　　　　　……１．集落点検
　　　　　　　　　２．�高齢者が集会所を利用しやすいように、簡易な手す

　りなどを整備
　　　　　　　　　３．地区住民の交流イベント
　　　　　　　……�住民同士の交流の機会を増やし、いつまでも安心して楽

しく暮らせる地区にしたい。

田 茂 木 地 区

外﨑　　紳さん

鈴木　恭一さん
（田茂木自治会長）

武田小学校 旧中里高校

■事業を取組む
　に至った経緯

■令和４年度の
　主な活動

■目指す地区の
　将来像

中　里　地　域
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■兼任集落支援員…藤森　裕実（尾別老人憩の家運営委員会 委員長）
■事業開始年度……令和３年度
　　　　　　　……�本事業に集落点検業務があったことから、地区の現状を

把握し課題を見つけることができると思った。また、地
区住民が集まって話し合いをする機会が減少していたた
め、地区懇談会を開催し、コミュニケーションを図りた
いと思った。

■地区の課題………�・�集会所の利用者が減少したため、集会所の維持管理が
困難になってきている。

　　　　　　　　　・�冬期間、ごみ収集車が通行できなくなる集落があり、
ごみ出しが不便になる。

　　　　　　　……１．集会所周辺の草刈り
　　　　　　　　　２．集会所の屋根の雪下ろし
　　　　　　　　　３．ストックヤード周辺の整備
　　　　　　　……�全世代の交流を図り、地区住民が協力し合い安心して暮

らせる、住みよい地区にしたい。

■兼任集落支援員…野上　壽生（下高根公民館運営委員会�会計）
■事業開始年度……令和４年度
　　　　　　　……�公民館の使用が減少したことに伴い、公民館の維持管理

が困難な状況である。新型コロナウイルス感染症がさら
に追い打ちをかけた。

　　　　　　　　　�本事業をきっかけとして、集まる機会を増やしたいと思った。
■地区の課題………�地区住民のコミュニケーションの希薄化。
　　　　　　　　　�地区住民の高齢化の進行と単身世帯の増加による孤立問

題。
　　　　　　　……１．集落点検
　　　　　　　　　２．高齢者の見守り
　　　　　　　　　３．地区の草刈り
　　　　　　　　　４．空き家・空き地の調査
　　　　　　　……��地区住民の集まる機会を増やし、コミュニケーション

を図ることにより、様々な活動が可能になる。それによ
り、地域が活性化できればいいと思う。

尾　別　地　区

下 高 根 地 区

野上　壽生さん

原子　光昭さん
（下高根公民館運営委員会 委員長）

藤森　裕実さん

宮越　孝志さん
（尾別老人憩の家運営委員会 会計）

■事業を取組む
　に至った経緯

■事業を取組む
　に至った経緯

■令和４年度の
　主な活動

■令和４年度の
　主な活動

■目指す地区の
　将来像

■目指す地区の
　将来像
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　まちづくりの参考にするために令和3年4月から役場本庁舎と小泊支所に設置された「意見・政策提
案箱」にご意見をいただいた人で、広報への掲載を希望された人の質問と回答を掲載します。

質問・ご提案
●提　案
　プレミアム共通商品券の販売方法
　・  申込み多数の場合、抽選方式の販売方法はおかしいと思います。購入したい世帯数を把握してから、

上限申込み金額を決めれば、購入希望者に行き渡るのでないかと思いました。販売予定数の２倍の
申込みがあったとありましたが、上限金額を25,000円にすればいいのにと思いました。なぜ、抽
選方式なのか理解できません。予算が税金ならば抽選は不公平ではないでしょうか？

　Ａ、日頃から中泊町の商工振興施策にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　　　ご意見のあったプレミアム共通商品券の販売方法に関してお答えします。
　　�　この事業は中泊町商工会が地域の商工振興を図ることを目的に実施しているものです。
　　�　町は町の商工振興に寄与するものであることから、事務の一部に補助金を交付しています。前年
度までは、先着順による販売を行っていましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策の一環
として、密になる状況を避けるために事前購入申込みとし、希望者が上限に達した場合は抽選を行
うこととなったと承知しております。

　　�　この販売手段では、購入できない方がいるという課題認識をし、上限金額変更の検討など次回の
販売へ向けて中泊町商工会と協議しています。その中で、プレミアム商品券の上限金額を50,000
円から30,000円に変更することで購入できる方を増やす案などを検討しています。しかし、その
場合でも応募が予算額を上回ることも想定されることから、抽選方式とせざるを得ないことをご理
解いただきますようお願いいたします。

　　　町民の皆様には、引き続き商工振興にご協力いただきますようお願い申し上げます。

　町意見・政策提案箱では、町内外を問わず、メール、FAX、郵便でも受け付けますので、今後もお気
軽に皆さんからのご意見・ご提案をお寄せください。
【お願い】
　◆次のような内容は回答できないことがあります。ご了承ください。
　（例）
　・匿名での提出でホームページ・広報への掲載希望欄が「希望しない」または空欄のもの
　・商品、サービスの宣伝などや営利目的のもの
　・国際情勢や社会情勢など、町に直接かかわりのないもの
　・特定の個人・団体などに対する誹謗中傷など
　・伝えたい意見や提案などが不明確なもの
　◆速やかな回答に努めますが、事実の確認や調査のため、お時間をいただくことがあります。
　◆�回答は原則として意見・政策提案文書の提出方法と同じ方法で行います。別の手段を希望する場合
は、その旨を明記してください（電話で回答して欲しい、など）

　◆「意見・政策提案書」裏面の記載事項をご確認のうえご提出ください。

町意見・政策提案箱へ寄せられたご意見と回答内容

質問・ご提案
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　不正軽油の製造・販売、使用などは脱税行
為であり、罰則として、10年以下の懲役や
３億円以下の罰金に処せられます。また、不
正軽油は適正な納税秩序を阻害するだけでは
なく、環境破壊の原因にもなる悪質な行為で
す。
　次のような不正軽油に関する情報がありま
したら、問合せ先までご連絡ください。
⃝ 不審な施設にタンクローリーが頻繁に出入

りしている。
⃝ 軽油と他の油種（灯油、重油）を混ぜて使用・

販売している。
⃝ 著しく安価な軽油を売り込みにきた。
⃝自動車の燃料に灯油や重油を使用している。

　見え方で困っている方々を支援し、視覚障害
教育への理解を深めるための展示・体験・相談
会を開催します。お気軽にお立ち寄りください。
⃝日　時…12月３日㈯ 午前10時～午後３時
⃝会　場…イオンモールつがる柏
⃝内　容…展示（学校紹介、視覚補助具など）
　　　　　�体験（点字、見え方、盲導犬、マッ

サージ体験など）
　　　　　相談（教育相談、就学相談など）

　11月中旬頃に、令和５年裁判員候補者名
簿に登録された方に対して通知をお送りしま
す。
　これは、来年２月頃からの約１年間、裁判
員に選ばれる可能性があることをお伝えする
ものです。
　今回から、令和４年９月時点で18、19歳
の方も裁判員候補者に含まれます。

１　被保険者証の返却のお願い
　�　窓口負担が２割になった人に、９月中に
新しい被保険者証を交付し、古い被保険者
証の返却をお願いしています。まだ返却さ
れていない人は、被保険者証交付時に同封
した返信用封筒にて返却くださるようお願
いします。
２　�薬の飲み合わせに注意が必要な人、多く

の薬を服用している人へ
　①�薬の飲み合わせが悪いと効果が十分に得

られなかったり、反対に効きすぎたりす
ることがあります。

　②�多種類の薬を処方されていると、飲み間
違いや副作用が起こることがあります。

　①、②の可能性がある人へ、10月末に　
お知らせをお送りしました。
　お知らせが届いた方は、お知らせと全ての
お薬手帳を持参し、かかりつけ医やかかりつ
け薬局にご相談ください。

　令和４年12月１日㈭から令和５年３月31
日㈮までの期間、積雪の影響でごみ収集車が
入れない地域は、ご面倒でも例年どおり本道
路までごみを出してください。
　また、その際にはごみが散乱しないように
ネットや布などで対策をお願いします。

許しません！不正軽油

「愛・Eyeライブラリー」開催

〈裁判員制度〉まもなく
名簿記載通知を発送します

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
問  西北地域県民局県税部課税課 ☎  34－2111

問  青森県立盲学校ロービジョン相談支援センター
☎  017－726－2239

問  青森地方裁判所総務課庶務係
☎  017－722－5421

問  県後期高齢者医療広域連合 ☎  017－721－3821

の納期限です。忘れずに納めましょう。
※�口座振替をされている人の引き落とし日は、11
月25日㈮です。残高をご確認ください。
※�町税の納付は、便利で安心確実な口座振替をご利
用ください。

問  税務課庶務徴収係 内  1215・1216

11月30日は
固定資産税　　　４期
国民健康保険税　５期

冬期間のごみ収集（中里地区）
問  環境整備課衛生係 内  1915
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　日常生活における不安、暴力、トラブルな
どでお困りの人は、お気軽にお越しください。
　相談料は無料、相談内容は秘密保持します。

⃝日　時
　　12月２日㈮ 午前９時から正午まで
　　※�時間を指定して相談の予約ができます

ので問合せ先までご連絡ください。

⃝場　所
　　中里会場…町中央公民館
　　小泊会場…日本海漁火センター

⃝相談員
　・青森行政監視行政相談センター
　・心配ごと相談員
　・人権擁護委員
　・行政相談委員

　県では、県内の「あおもり飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた飲食店（認証店）を対
象に、１口飲食代１千円から応募できる食事券の当たるキャンペーンを実施します！
　１等２万円分╳1,000名様、２等１万円分╳3,000名様、３等５千円分╳10,000名様のなんと
総額１億円が計14,000名様に当たるビッグチャンス！
　くわしくは、HPをご覧ください。
・応募期間…11月１日㈫ ～ １月４日㈬
・応募方法…�キャンペーン参加店（認証店）で１千円につき１枚配布される
　　　　　　応募用紙で、郵送またはWebにより応募
・食事券発送…令和５年１月下旬
※当選は厳正な抽選の上、発送をもってかえさせていただきます。
・食事券利用期限…令和５年３月５日㈰まで
・HP…「つなぐる　あおもり」で検索または次の２次元コードからアクセス
※参加店も２月20日まで募集中！
　�参加店の条件として、「あおもり飲食店感染防止対策認証制度」
　の認証を受ける必要がありますので、HPに掲載しているリンク
　からご確認ください。

　性犯罪・性暴力の被害にあわれた方やその
ご家族などからの相談を受け、要望に応じた
必要な支援をコーディネートします。
◆「りんごの花ホットライン」
　　℡017－777－8349　　℡＃8891
　※�専門の研修を受けた相談員が対応します。

秘密は厳守します。
◆相談受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　　　　午前９時～午後５時
　　（�上記の時間以外、土・日・祝日・年末

年始は、国のコールセンターにつなが
ります）

◆�県が本センターの運営を委託している公益
社団法人あおもり被害者支援センター（℡
017－718－2085）では、ボランティアの
支援活動員を募集しております。活動に感
心のある方は、センターへ直接お問合せく
ださい。

特設合同相談所開設のお知らせ
問  町社会福祉協議会中里本所 ☎  57－4841
問  　　　　〃　　　小泊支所 ☎  64－2905

あおもり安心飲食店応援キャンペーン「つなぐる」
問  「つなぐる」事務局 ☎  017－752－8310

あおもり性暴力被害者支援センター
問  県青少年・男女共同参画課 ☎  017－734－9228
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図書 館情 報

○一般・テーマ
　《冬の手づくり～寒い季節を楽しもう！》
　�　寒い日は室内でのんびりと手芸をするのは
いかがですか？簡単に作れるものから上級者
向けまで、さまざまな本を集めました。

○児童・テーマ
　　《冬、クリスマスの絵本》
　�　冬にぴったりの絵本、クリスマス絵本を集
めました。

『しろがねの葉』 千早　　茜　新　潮　社
『切腹屋』 岩井三四二　光　文　社
『我、鉄路を拓かん』 梶　よう子　PHP研究所 
『ハヤブサ消防団』 池井戸　潤　集　英　社 
『マル暴ディーヴァ』 今野　　敏　実業之日本社

『からっぽのにくまん』 まつながもえ　白　泉　社
『ちいさいおねえちゃん』 えがしらみちこ　岩 崎 書 店
『へんしんロボット』 あきやまただし　金 の 星 社
『いつまでいっしょ？』
 スティーブン・マイケル・キング　国　土　社
『エルマーのたんじょうび？』
 デビッド・マッキー　BL　出　版

　10月１日㈯に、読書や図書館に親しんでもら
おうと「みんなで楽しむおはなし会」が総合文
化センターパルナスで開催され、町内外の読み
聞かせ団体４組がおはなしを披露しました。こ
の日は、園児から一般まで幅広い方たち約96名
の方が来場しました。プロジェクターを使い、
紙芝居や英語本での読み聞かせ、手遊び、なぞ
なぞ、昔話などで会場を盛り上げて楽しんでい
ました。

　当調査は、お住まいの地域の観光に対する考え
方や思いを知るためのものです。いただいた回答
は、津軽地域の観光促進のための参考とさせてい
ただきます。
特�　典
　　�アンケートにご回答いただいた方の中から抽
選で毎月10名様に津軽地域の特産品詰合せ
セット（5,000円相当）をプレゼント。

※�アンケートの回答は実施期間内で
　一人１回までとさせていただきます。
調査期間…令和５年１月末まで

　五所川原労働基準監督署管内において、昨年に
比べ、今年は休業日数４日以上の労働災害が大き
く増加しています。次の点をお読みいただき、十
分お気をつけください。
⃝�特に転倒による労働災害が多く、このうち骨折

程度以上のケガをした方が７割を超えています。
⃝�転倒による被災者のうち、50歳以上の方の割

合が８割を超えています。
⃝�冬期になると、転倒によるケガも増えますので、

より注意が必要です。
→くわしくは「青森労働局　冬期労働災害防止運
動」で検索！

☎  69－1111

今月のMiniコレクション

新 刊 情 報  [ 一 般 ]

新 刊 情 報  [ 児 童 ]

話　　　題

意識調査へのご協力のお願い 労働災害が増加しています！
問  （一社）Clan PEONY津軽 ☎  0172－88－6090 問  五所川原労働基準監督署監督・安衛課 ☎  35－2309


