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　町では指定管理者制度を導入している次の施設の指定期間満了に伴い、令和５年４月１日からの指定
管理者を募集します。指定管理者制度の趣旨や施設ごとの設置目的を理解いただき、効果的、効率的に
管理運営を行うことができる団体を募集します。
《対象施設》

《募集要項》
　�　施設及び業務内容のほか、申込み資格や提出書類など具体的な内容は募集要項に記載します。募集
要項は希望者のみへの配布とし、上記表内の担当課で行いますのでお問合せください。

《募集要項の配布と申請の受付》※土日・祝日を除く
　　配布時期…令和５年１月10日㈫～１月23日㈪　配布希望者に限ります。
　　受付期間…令和５年１月10日㈫～１月30日㈪　期日厳守とします。
　※申請資格や提出書類などは、必ず募集要項を確認してください。

　令和４年７月30日着工の中
里城跡史跡公園展望台等改修工
事が11月30日をもって終了し
ました。
※当公園は、冬季間利用可能で
すが、除雪作業などは行われま
せんのでご了承ください。

なんでも行政相談
日　時…１月27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

１月18日㈬　佐々木　守善

　　　　　　秋 元　武 弘

１月18日㈬　秋田谷　徳美

　　　　　　長内　ヱツ子

相談場所　役場相談室２　
相談時間　午前９時～正午

相談場所　日本海漁火センター
　第１研修室

相談時間　午前９時～正午　　

No. 施　設　名　称 所在地 担　当　課 お問い合わせ先

１ 中泊町折腰内オートキャンプ場 小 泊 水産商工観光課 57－2111（内線1613）

２ 中泊町折腰内交流施設（ポントマリ） 小 泊 水産商工観光課 57－2111（内線1613）

３ 中泊町すくすくこどまり館 小 泊 水産商工観光課 57－2111（内線1612）

４ 中泊町基幹集落センター 小 泊 水産商工観光課 57－2111（内線1612）

５ 中泊町徐福の里物産品直売所 小 泊 水産商工観光課 57－2111（内線1613）

６ 中泊町高齢者生活福祉センター 小 泊 福　祉　課 57－2111（内線1515）

指定管理者を募集します 問  総務課行政情報係 内  2015

中里城跡史跡公園の改修工事が終了しました
問  教育課社会教育係 内  1924

展望台からの町の様子
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　令和５年度の供用開始を予定している（仮称）中泊町総合福祉健康センターの工事は、温泉ピットのコ
ンクリート打設を行いました。また、令和４年中の工事は12月28日をもって終了となります。年明け
は1月6日から再開となりますので、引き続き近隣住民の皆さまにはご理解、ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

　中央公民館では、一年間、皆さまのご守護をいた
だいたお札・お守り・破魔矢・しめ飾り・門松など
のお正月飾りを、お祓いの後で天火として昇神させ、
無病息災・五穀豊穣を祈願する「どんと焼き」を開
催します。
◆日時…令和５年１月❶❺日㈰　午前９時❸⓪分祈祷
　※�受付は、当日午前８時から午前９時30分まで
（時間厳守のこと）。ただし強風など悪天候の場
合は中止となる場合があります。

◆場所…町運動公園第３駐車場（運動公園正面階段手前）
◆持参にあたっての注意事項
　�焼けないもの…正月飾りや神符・縁起物などから、
プラスチックなどの化学製品・塩化ビニール製品
は必ず取り外した上でご持参ください。焼却時に
ダイオキシンや有害物質が発生して危険です。空
きビン・餅・ミカンなどは燃えませんので絶対に
出さないでください。

１．店舗面積　　約108㎡
　　※客席68㎡　厨房30㎡　食品庫など10㎡
２．営業日
　　原則として特産物直売所ピュア営業日の範囲内
３．営業時間
　　�原則として特産物直売所ピュア営業時間の範囲内
４．要件・申込み方法など
　　�詳細は説明会と町ホームページなどでお知らせします
５．説明会
　⑴日時…令和５年１月18日㈬ 午前10時から
　⑵場所…農村活性化施設「多目的ホール」
　　　　　（�中泊町大字八幡字日向334 特産物直売

所ピュア隣）
　⑶参加申込み
　　�参加申込書により１月16日㈪までお申し込
みください

　※�参加申込書は町ＨＰからダウンロードするか、
農政課と小泊支所に備え付けてあります。

　※�出店を希望される方はできるだけ参加してく
ださい。

６．出店申込み受付期間
　　１月19日㈭～２月３日㈮
　　※出店者の決定は２月中旬を予定しています。

　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、
　１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

１月31日は
国民健康保険税　７期

（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 （㆒㆓月㆒⓺日現在）

「どんと焼き」開催‼
問  中央公民館 ☎  57－2341

「特産物直売所ピュア」レストラ
ンの出店者を募集します

問  農政課企画振興係 内  1812
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申告期間…令和５年２月13日㈪～
　　　　　　　　　３月15日㈬
　令和４年分所得の申告相談を行います。この申
告結果は、町民税・県民税額を決定するだけでな
く、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医
療保険料などの賦課資料となりますので、適正な
申告をしてください。
　申告日程・会場、申告相談に必要な書類などく
わしくは、広報12月号同時配布のチラシ「令和
５年度（令和４年分）町民税・県民税申告相談のお
知らせ」をご覧ください。

【雑損控除の申告】
　８月の大雨災害により被災した方で、町から交
付された罹災証明書などにより、住宅、家財など
に被害があることが確認できる方は、令和４年分
確定申告において雑損控除を申告することにより、
所得税などの軽減を受けられる場合があります。
　確定申告には、被災した住宅・家財などの損失
額を算出する「損失額の計算書」の提出が必要と
なります。
　町で令和４年分所得税の確定申告をする方で、
雑損控除を申告する場合は、申告期間前までに次
の書類を持参し、五所川原税務署で「被災した住
宅・家財等の損失額」の算出を必ず行ってくださ
い。（損失額の算出は町申告会場では行いませんの
でご注意ください）
　なお、五所川原税務署は予約制ですので、相談
に出向く日時などの予約を事前に行ってください。
（五所川原税務署：34－3136（音声案内２番））
《必要書類》
　①罹災証明書
　　※�自家用車に損害を受けた方は、罹災証明書

がなくても対象になります。
　②�被害を受けた資産の明細（資産内容、取得時期、
取得価格など）が分かるもの

　③�被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用、
修繕費用などの分かるもの

　④�被害に遭ったことによって受け取る保険金な
どの金額が分かるもの

　マイナンバーカードを持つとこんなことが
できます！
　①保険証として利用できる
　② 限度額認定証がなくても医療費の請求が

安くなる
　③ 自身の薬剤情報、特定健診情報などが見

られる

　マイナンバーカードをお持ちでない方は次
の方法でマイナンバーカードの取得申請をす
ることができます。
１．スマートフォンによるオンライン申請
　　�【�必要なもの】オンライン申請用QRコー

ド、スマートフォン、顔写真データ
　※�スマートフォンで申請する

方は右のQRコードから申
請してください。

２．パソコンによる申請
　　�【�必要なもの】
　　　�申請用ID（申請用WEBサイトから）、

パソコン、顔写真データ
３．郵便による申請
　　�【�必要なもの】
　　　交付申請書、顔写真、返信用封筒
４． マイナンバーカード申請に対応している、

まちなかの証明写真機からの申請
　　�【�必要なもの】オンライン申請用QRコー

ド、証明写真用の代金

　申請後、審査を経て、概ね１ヶ月ほどでお
手元に交付通知書（はがき）が届きますので、
町民課窓口か小泊支所にてマイナンバーカー
ドをお受け取りください。
　なお、受取の際は本人が来庁し、通知カー
ド、交付通知書、本人確認書類（運転免許証
など）を持参してください。
●マイナンバー総合ダイヤル受付時間
　平　日……午前９時30分～午後８時00分
　土日祝日…午前９時30分～午後５時30分

国保加入者の皆様へ 町民税・県民税申告相談
が始まります

問  税務課課税係 内  1212
問  マイナンバー総合フリーダイヤル ☎  0120－95－0178
問  町民課国保年金係 内  1316
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⃝セ ルフメディケーションとは
　�　平均寿命が長くなり、生活習慣病などに悩む方が増えてきている現代において、いかに毎日を健康
に生きるかが問われています。そこで注目されているのが「セルフメディケーション」です。「自分
自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」を意味しています。

⃝セ ルフメディケーションの効果
　①毎日の健康管理の習慣が身につく
　②医療や薬の知識が身につく
　③医療機関を受診する手間と時間を省ける
　④通院が減ることで、全体の医療費増加が抑制される
　⑤セルフメディケーション税制での所得控除が受けられる場合がある
⃝取 り組み方法
　�　日頃から適度な運動やバランスのよい食事、十分な睡眠を心がけ自然治癒力を高めましょう。毎年
の健康診断を受け、自分の健康状態や生活習慣をチェックし、軽度な体調不良はOTC医薬品を上手
に活用し自分で手当てするようにしましょう。

⃝O TC医薬品とは
　�　薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる医薬品のことです。医師によって処方される
医薬品から転用されたものはスイッチOTC医薬品とよばれています。購入の際は薬剤師や登録販売
員などの専門知識を持った人たちにしっかりと確認し、的確な薬を正しく使用しましょう。

　土地・家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却費が所得（法人）税法上必要経費とさ
れるものは、償却資産として固定資産税の対象となります。ただし、自動車税種別割または軽自
動車税種別割を課税されている自動車などは除きます。
　償却資産を所有している人は、多少にかかわらず１月１日現在の状況を１月31日㈫までに申
告してください。申告用紙は、前年度に申告のあった人には郵送しますが、新たに償却資産を取
得し申告用紙がない場合や、申告用紙の記載方法などのくわしい内容は問合せ先まで。

　令和５年４月から、小泊地域の保育施設は社会福祉法人みちのく会が運営することとなりまし
た。
　令和５年１月６日㈮に日本海漁火センターで保護者説明会を行い、入所の手続きを案内します。
【小泊地域保育施設】
　　　施 設 名…こども園こどまり（仮）
　　　運営法人…社会福祉法人みちのく会
　　　所 在 地…中泊町大字小泊字砂山1142
【保護者説明会】
　　　開催日時…令和５年１月６日㈮　午後６時30分から
　　　場　　所…日本海漁火センター　第１研修室

セルフメディケーションとOTC医薬品の普及

令和５年度 小泊地域の保育施設運営法人を決定しました

問  町民課国保年金係 内  1316

問  福祉課福祉係 内  1516

償却資産の申告は１月叅㆒日まで
問  税務課課税係 内  1213
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　今月は、中里地域の上高根地区・薄市地区・今泉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

上高根地区

薄市地区

今泉地区

■兼任集落支援員…古川　�進（高寿荘運営委員会　管理・会計）
■事業開始年度……令和３年度
　　　　　　　……�地区住民が集まって話し合うことや共同作業をする機会

が減少し、コミュニケーションが希薄になっていたため。
■地区の課題………�・空き家の増加
　　　　　　　　　・集会所の維持・管理が困難になってきた
　　　　　　　　　・�地区懇談会の参加者が少なく、活発な意見交換ができ

ない
　　　　　　　……１．地区の除草作業
　　　　　　　　　２．�集会所周辺の環境整備
　　　　　　　　　３．高齢者世帯を中心とした除雪作業
　　　　　　　　　４．ごみ集積所の設置
　　　　　　　……�本事業を継続していき、住民が協力・助け合って安心し

て暮らせる地区にしたい。

上 高 根 地 区

古川　　進さん

髙杉　正弘さん
（高寿荘運営委員長）

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…下山　フミ子（薄市自治会 副会長）
■事業開始年度……令和４年度
　　　　　　　……�年々地区の共同作業（側溝清掃や草取り）が減少し、住民

同士のコミュニケーションが不足していた。昔のように、
皆で取り組めることができればと思い実施することにし
た。

■地区の課題………�・高齢者単身世帯の増加に伴い、孤立化が懸念される。
　　　　　　　　　・空き家の増加
　　　　　　　……１．集落点検
　　　　　　　　　２．ごみ集積所の設置
　　　　　　　　　３．共同作業の実施（除草作業）
　　　　　　　　　４．蜂の巣の駆除
　　　　　　　……�住民同士の声掛けは非常に大切だと感じている。
　　　　　　　　　�共同作業やイベント実施の声掛けをすると、喜んで参加

してくれる人もいる。
　　　　　　　　　皆で協力し合い、仲良く暮らしていければいいと思う。

■兼任集落支援員…白川　敏文（今泉町内会 役員）
■事業開始年度……令和３年度

　　　　　　　……�本事業で地区の現況を調査し、地区が抱える課題を解決
していきたいと思ったから。

■地区の課題………�空き家・空き地の増加
　　　　　　　　　�地区環境整備（空き家や空き地などにおける、劣化や荒

れ地が増加し、地区の景観を損ねている）

　　　　　　　……１．空き家・空き地の調査
　　　　　　　　　２．地区除草作業
　　　　　　　　　３．高齢者見守り活動

　　　　　　　……�人口減少・少子高齢化が進む中で、地区住民が協力し合
い、安心・安全な暮らしができる地区にしたい。

薄　市　地　区

今　泉　地　区

白川　敏文さん

青山　光明さん
（今泉町内会 副会長）

下山フミ子さん

成田　　稔さん
（薄市自治会長）

■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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　税務署では、自宅などからのスマートフォン（スマ
ホ）などによる電子申告（e-Tax）を推進しています。ス
マホを利用したe-Tax申告の流れは次のとおりです。

ＳＴ ＥＰ１…国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」へアクセス

ＳＴ ＥＰ２…送信方法（次の①または②）
を選択

　　①�マイナンバーカード方式…「マイナポータルア
プリ」をインストールし、マイナンバーカード
をスマホで読み取り

　　②�ＩＤ・パスワード方式…税務署が発行した「Ｉ
Ｄ・パスワード方式の届出完了通知」をお持ち
の方はＩＤ（利用者識別番号）とパスワード（暗
証番号）を入力

ＳＴ ＥＰ３…収入や控除金額などを入力（源泉徴収票
を撮影すれば内容を自動入力できます。また、青
色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成可能に
なりました）

ＳＴＥＰ４…申告内容の事前確認・送信
Ｓ Ｔ ＥＰ５…送信した申告内容の帳票ＰＤＦを保存・
確認

　くわしくは、国税庁ホームページに掲載しています
のでご覧ください。
　新型コロナウイルス感染症などの感染防止になりま
す。自宅などでいつでも申告ができますので、スマホ
を利用したe-Tax申告をぜひご利用ください。
　税務署では申告書作成会場を次のとおり開設します。
〇開設場所…五所川原税務署２階
〇開設期間…令和５年２月16日㈭ ～ ３月15日㈬
　　　　　　　〈土、日、祝日を除く〉
〇開設時間…午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）
※�申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場に
は「入場整理券」が必要です。
　�　入場整理券は会場で当日配付しますが、配付状況
に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。
　�　ＬＩＮＥを通じたオンラインによる事前発行も可
能です。（事前発行可能期間が設けられています）
　�　また、申告書作成会場では、ご自身のスマートフ
ォンやタブレットを使用して申告書を作成していた
だきます。スマートフォンなどとマイナンバーカー
ド（マイナンバーカードの発行時に設定した暗証番
号を含む）をお持ちの方は、ご持参ください。

１ 対象者
　⑴�建築技術者の方、施工管理・工事監理
を行う方、設計を行う方、検査機関や
行政の方など、住宅の新築やリフォー
ム工事に携わる方

　⑵�住まいの断熱や気密、断熱材の施工に
ご興味のある方

２ 講習会内容
　�　快適な住まいのための断熱・気密・換
気性能の大切さや住宅用断熱材の望まし
い施工方法を、実演を交えて紹介します。

３ 日時場所など
　　令和５年２月16日㈭
　　　午後１時30分～午後３時30分
　　役場２階委員会室　定員30名
４ お申込み方法
　�　講習会事務局あてに受講申込書をご送
付ください。受付後、受講票を返送いた
します。なお、本講習会は事前申込み優
先です。事前申込み者数が定員に満たな
い場合のみ、当日、事前申込みなしの参
加を受け付けます。県庁ＨＰから事前申
込み状況の確認や受講申込書のダウンロ
ードができます。事前申込みの締切は、
２月13日㈪午後５時です。

５ その他
　�　本講習会は、建築CPD情報提供制度、
JIACPD制度、建築士会CPD制度、建築
設備士関係団体CPD制度、APECアーキ
テクト、APECエンジニア、建築・設備
施工管理CPD制度の共通認定プログラ
ムです。（2単位）

６ 講習会事務局
　�青森県県土整備部建築住宅課住宅企画グ
ループ

　〈電話〉⓪❶❼－❼❸❹－❾❻❾❺
　〈Fax〉⓪❶❼－❼❸❹－❽❶❾❼
　〈メ�ール〉sumai-support-aomori@

pref.aomori.lg.jp

　　講習会HP

五所川原税務署からのお知らせ
問  五所川原税務署 ☎  34－3136

「住宅用断熱材の施工実
演講習会」を開催します

☎  017－734－9695
問  青森県県土整備部建築住宅課住宅企画グループ
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図書 館情 報

○一般・テーマ
　《笑いのビタミン、補給しませんか？》
　�　初笑いを図書館で！思わず笑ってしまうような本
を集めました。
○児童・テーマ
　　《冬、クリスマスの絵本》（前号引続き）
　�　冬にぴったりの絵本、クリスマス絵本を集めまし
た。

『老害の人』 内館　牧子　講　談　社
『フランスの町の夜』 遠藤　周作　河出書房新社
『今日からはじめる農家の事業承継』 伊東悠太郎　家の光協会
『こりずにわるい食べ物』 千早　　茜　集　英　社 
『おうちで作れるカフェのお菓子』 山村　光春　世界文化社
『ここから見えるもの』 マリアナ・レーキー　東 宣 出 版

『かぼちゃスープのおふろ』 柴田ケイコ　小　学　館
『うさぎタウンのパン屋さん』 小手鞠るい　講　談　社 
『ひこぼしをみあげて』 瀧羽　麻子　偕　成　社 
『ひ・る・ご・は・ん』 武田　美穂　ほるぷ出版 
『ティーパーティで大事件！』 さこももみ　講　談　社

　12月３日㈯総合文化センターパルナ
ス２階研修室で「お正月飾り作り講座」
を行いました。最初はお正月飾りの縄を
編むのに悪戦苦闘していましたが、一作
品目の飾り付けが終わったころには、
段々と慣れて、縄の編み方が上手になり、
自分好みの素敵なお正月飾りができあが
っていました。
　「楽しい」「来年もやりたい」「もっと
作りたい！」という声が多数あがりまし
た。

　採用されるための就職活動のポイント（仕事の探
し方・応募書類の作成・面接など）を、45歳以上の
方に特化した内容のセミナーを実施します。
　参加申込みは電話またはメールで。
■開催日・会場
　　弘前会場…令和５年１月23日㈪
　　　　弘前市総合学習センター4F第４研修室
　　青森会場…令和５年１月24日㈫
　　　　リンクモア平安閣市民ホール　会議室
■時間…午後１時30分～午後３時
　　　　（その後希望者個別相談 午後３時30分～午後５時）
■参加料…無料　
　※�当セミナーは、雇用保険受給資格者の求職活動
として認められます。

■申込み先…ネクストキャリアセンターあおもり
　　　　e-mal：chuukounen@ims-hirosaki.com

　冬期間は気温の低下により水道管の凍結や破
損が予想されます。水道が凍結すると、水が出
なくなるばかりではなく、修理の費用がかかり
ます。
　外気温がマイナス４℃以下になったときや
「真冬日」（１日中外気温が氷点下の日）が続い
たとき、おやすみ前や旅行などで家を留守にす
るなど、長時間水道を使用しないときなどは特
に注意が必要です。
　凍結修理は、次の協会または指定給水装置工
事事業者にご依頼ください。
中里 地域…�中泊町管工事業協会事務局 ㈱竹内

組内　担当 秋元 ℡⓪❽⓪－❷❸❻❺－⓪❼❼❺
小泊地区…有限会社長谷川水道　　℡❻❹－❷❷⓪❷
　　　　　有限会社マルミ工業社　℡❻❹－❸❺❼❼
※�修理費用は、お客さまと指定工事事業者の間
で取り決めていただくことになります。

今月のMiniコレクション

新 刊 情 報  [ 一 般 ]

新 刊 情 報  [ 児 童 ]

話　　　題

中高年のための
「再就職支援セミナー」開催

水道管の凍結にご注意を！

問  ネクストキャリアセンターあおもり ☎  017－723－6350

問  上下水道課工務係 ☎  57－2350

☎  69－1111


