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～わたしたちが創る～希望と活力あふれる　十和田

奥入瀬渓流温泉スキー場シバザクラ奥入瀬渓流温泉スキー場シバザクラ
（（５月30日㈯／奥入瀬渓流温泉スキー場）５月30日㈯／奥入瀬渓流温泉スキー場）
　ゲレンデ斜面に植えられた約７万２千株のシバザク　ゲレンデ斜面に植えられた約７万２千株のシバザク
ラが見ごろを迎えていました。白、ピンク、赤紫、薄ラが見ごろを迎えていました。白、ピンク、赤紫、薄
紫の４色からなるシバザクラがゲレンデの麓から中腹紫の４色からなるシバザクラがゲレンデの麓から中腹
まで帯状に連なり、訪れた人を楽しませていました。まで帯状に連なり、訪れた人を楽しませていました。
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４４ 新型コロナウイルス感染症に係る支援対策新型コロナウイルス感染症に係る支援対策
をお知らせしますをお知らせします

２２ 市役所庁舎がグランドオープンしました市役所庁舎がグランドオープンしました

８８ 広域コミュニティ広域コミュニティ支え合い支え合い

1414 台風・豪雨などの災害に備えて台風・豪雨などの災害に備えて
あなたがとるべき避難行動を確認しましょうあなたがとるべき避難行動を確認しましょう



市役所庁舎がグランド　オープンしましたオープンしました
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市役所庁舎がグランド　オープンしました市役所庁舎がグランド　

平成29年８月から始まった新庁舎建設工事が全て完了し、全面利用を開始しました。

出入り口

　本館東側および別館西側の出入り口が使用できるようになりました。　本館東側および別館西側の出入り口が使用できるようになりました。

駐車場

　駐車場東側出入り口が使用できるようになり、173台駐車できるほか、思いやり駐車場（妊　駐車場東側出入り口が使用できるようになり、173台駐車できるほか、思いやり駐車場（妊
　産婦・小さな子連れの方・お年寄り・身体障害者専用）13台も整備しました。　産婦・小さな子連れの方・お年寄り・身体障害者専用）13台も整備しました。

市役所前広場

　一時避難場所としての機能をもつ、十和田市役所前広場を整備しました。　一時避難場所としての機能をもつ、十和田市役所前広場を整備しました。
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支援対策をお知らせします

2020年（令和２年）７月号　広報 ４

第３次支援対策事業

※いずれも詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問教育総務課☎580182

１
問まちづくり支援課☎516725

大学生等生活支援

市内の小・中・高校のいずれか
を卒業し、保護者が市内に在住
している学生

対象 支給額
　１人　10万円
※学生本人の口座に振り込まれます。

市内の賃貸住宅に居住している
北里大学生

対象 支給額
　４、５月分の家賃の２分の１
（上限月額２万５千円、合計５万円）

問健康増進課☎516790感染拡大防止対策支援２

対象経費 ①非接触体温測定機器購入費
（上限２台）
②感染症拡大防止のための備品
　購入費など
のうちいずれか１つ

補助費用　
　①対象経費の３分の２
　　（上限50万円）
　②対象経費全額
　　（上限５万円）

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金３ 問こども支援課☎516716

①令和２年６月分の児童扶養手
　当の受給世帯や直近の収入が
　児童扶養手当の対象となる水
　準に下がった世帯
② ①のうち家計が急変し、収入
　が大きく減少している世帯

対象 支給額
　①１世帯５万円、第２子以降１人　　
　　に付き３万円
　② ①に加え、１世帯５万円

　新型コロナウイルス感染症の影響により、就学および生活に影響を受けている市内在住の北里大学生に
対し、家賃の一部を助成します。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入の減少など、就学および生活に影響を受けて
いる市内出身大学生などに対し、支援金を給付します。

問商工観光課☎516771地域経済対策４
①店舗応援ラリー事業

②テイクアウト応援事業

十和田商工会議所が実施するラリーカード
付き割引クーポン券発行事業に対し、補助
をします。

十和田奥入瀬観光機構が実施するテイクア
ウト商品の割引事業に対し、補助をします。

※詳しくは６～７ページをご覧ください。

　市内に店舗または事務所を有する事業者に、非接触体温測定機器購入費と感染拡大防止のための備品購
入費を補助します。



新型コロナウイルス感染症に係る

５ 2020年（令和２年）７月号広報

　次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。
対象　　　❶新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
　　　　　　負った世帯　→保険税を全額免除
　　　　　　▶申請には、医師の診断書などの書類が必要です。
　　　　　❷新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入などの減少（※）
　　　　　　が見込まれる世帯　→保険税の全額免除または一部を減額

問国民健康保険課（本館１階11番窓口）☎516751
収納課（本館１階7番窓口）☎516760①国民健康保険税の減免

　次の要件を満たす人は、申請により介護保険料が減免されます。

問高齢介護課（本館１階10番窓口）☎516721

対象　　　❶新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
　　　　　　負った第１号被保険者　→保険料を全額免除
　　　　　　▶申請には、医師の診断書などの書類が必要です。
　　　　　❷新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入などの減少（※）
　　　　　　が見込まれる第１号被保険者　→保険料の全額免除または一部を減額

②介護保険料の減免

※収入減少の要件（①、②共通）
　世帯の主たる生計維持者について
　（１）事業収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ10分の３以上減少していること
　　　　（事業収入などとは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のことです。）
　（２）前年の所得の合計額が1,000万円以下であること（国民健康保険税の減免のみ）
　（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
　　▶申請には、令和元年および令和２年の収入を証明する書類が必要となります。
　●必要な書類など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

　先月号でお知らせした、国民健康保険税・介護保険料の減免の詳細についてお知らせします。

新型コロナウイルスに関する情報は、市ホーム
ページをご覧ください。

十和田市 検索

特別定額給付金の申請を忘れていませんか？

　特別定額給付金の申請は８月18日㈫までとなっています。
申請がまだの人は必要事項を記入の上、提出ください。

対象　　基準日（令和２年４月27日）時点で、十和田市の
　　　　住民基本台帳に記録されている人
給付額　対象者１人に付き　10万円
　　　　（世帯の分をまとめて世帯主に給付します。）
申請方法 ①市役所から届いている申請書で郵送申請
　　　　　②オンライン（電子）申請
　　　　　（マイナンバーカードをお持ちの人のみ）
申請期限　８月18日㈫（当日消印有効）

問新型コロナウイルス感染症特別対策室
　☎516790、☎516791、☎516792

経済支援対策給付金の申請期限は８月31日です

対象　　①タクシー事業者、運転代行事業者、高速・貸し切りバス事業者
　　　　②市街地の旅館・ホテル事業者、結婚式場事業者
　　　　③飲食料品小売・卸売・製造事業者、清涼飲料および酒類製造業
　　　　　者、観光事業者、学習支援（塾・教室など）事業者、洗濯事業
　　　　　者、理・美容事業者、公衆浴場事業者など
給付額 ①登録台数などにより　10～100万円
　　　　②部屋数などにより　20～200万円
　　　　③１事業者当たり　20万円
要件　　▶市内に本社、店舗、事務所などを有していること
　　　　▶令和２年２月から７月までの任意の期間（１カ月）の売上高な
　　　　　どが、前年同期と比較して20％以上減少していること
　　　　▶③については、主たる事業として、上記のそれぞれの事業を営
　　　　　んでいること
　　　　▶直近の確定申告または住民税申告をしていること（法人の場合
　　　　　は、直近の法人市民税の確定申告）
　　　　▶令和元年度分および令和２年度の納期到来分に係る市税の滞納
　　　　　がないこと
申請期限　８月31日㈪（当日消印有効）

問商工観光課☎516773
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　テイクアウト応援事業参加店舗でテイクアウト商品やデリバリー商品を購入すると、１商品当たりの購入代金の半
額（最大500円）を割り引きます。
　この機会に「おうち」で市内の飲食店の「味」を楽しむ新しい生活様式を実践してみませんか。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を応援しよう

問（一社）十和田奥入瀬観光機構☎ ㉔3006問（一社）十和田奥入瀬観光機構☎ ㉔3006
テイクアウト応援事業

　ウェブサイト「テイクアウトinとわだ」（令和２年６月15日時点）に掲載され、テイクアウト応援事業
に参加しているお店を紹介します。

★店舗掲載の順番はジャンルごと、50音順
　に掲載しています。各国料理和　食 中　華 洋　食 焼肉／鉄板焼き 食堂／弁当 カフェ 居酒屋

実施期間実施期間 開催中～12月31日㈭
※各店舗において割引総額が上限額に達した場
　合は、期間よりも前に終了します。

割引金額割引金額 １商品に付き半額割引（最大500円）

取扱店舗取扱店舗 「テイクアウト㏌とわだ」掲載店舗のうち、
テイクアウト応援事業に参加する店舗

テイクアウト商品を購入時に、各店舗に
設置した指定用紙に署名
※デリバリーの場合は支払い時など対面した際
　に署名

利用方法利用方法

テイクアウト応援事業参加店テイクアウト応援事業参加店

☎　586441
住所　三本木字稲吉15-221吉15-221

定休日　不定休
主なメニュー
　２種主菜選べるお弁当お弁当

☎　742238
定休日　不定休

住所　法量字焼山64-263

主なメニュー
　ニジマス唐揚げ

☎　㉕7007
定休日　月曜日

住所　元町東四丁目5-3

主なメニュー
　すし折

☎　㉓4891
定休日　不定休

住所　西三番町1-24

主なメニュー
　日替わり弁当 主なメニュー　あんかけ焼きそば　あんかけ焼きそば

☎　㉗1245
定休日
　月、第１日曜日

住所　東二十三番町6-4
☎　㉓2076
定休日　無し

住所　東三番町3-16

主なメニュー
　旅館特製弁当

☎　㉔0844
定休日　月曜日

住所　東三番町8-43

主なメニュー
　ハンバーグ

☎　㉓4413
定休日
　第２・４水曜日

住所　稲生町16-8

主なメニュー　牛ロース、牛カルビ

☎　586969
定休日　水曜日

住所　西二十二番町1-9

主なメニュー
　カレー、ラーメン

☎　㉓8492
定休日　火曜日

住所　西五番町16-5

主なメニュー
　ハンバーグ弁当

☎　723231
定休日　不定休

住所　奥瀬字堰道39-139-1

主なメニュー
　カットステーキ

☎　516364
定休日　12月31日、
　　　　  １月１日

住所　稲生町17-11

主なメニュー　お好み焼き

☎　080-6059-8015-8015
定休日　月曜日
　※祝日の場合はその翌日翌日

主なメニュー　十和田バラ焼き丼十和田バラ焼き丼

住所　稲生町15-41 アートステーショントワダ内

☎　㉗1381
定休日　水曜日

住所　三本木字一本木沢191-5

主なメニュー
　インドカレー

☎　㉕1828
定休日　水、日曜日

住所　稲生町19-18

主なメニュー
　冷やし海老天そば

参加店募集中参加店募集中‼‼ 申込期限申込期限 ７月15日㈬７月15日㈬
　テイクアウト応援事業に参加を希望する店舗は、お問
い合わせください。
※参加店舗の上限（75店舗）に達した場合は募集を終了します。

「十和田市＃Stay Home応援企画～おうちで外食しませんか～」
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　新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している市内各店舗への誘客や消費額の増加を促
すため、豪華景品が当たるラリーカード付き割引クーポン券を販売します。

店舗応援ラリー事業店舗応援ラリー事業「コロナに負けるな！十和田のお店応援ラリー」「コロナに負けるな！十和田のお店応援ラリー」 問問十和田商工会議所☎㉔1111十和田商工会議所☎㉔1111

1,000円以上の買い物で利用可能な『500円割引券（10枚つづり5,000円分）』を3,000円
で販売（限定6,000セット）

内容内容

７月20日㈪～10月31日㈯販売・利用期間販売・利用期間

販売場所販売場所 十和田商工会議所、十和田湖商工会、（一社）十和田奥入瀬観光機構

※取扱店舗など詳しくはお問い合わせください。

※デリバリーが可能なお店もありますので、詳しくはお問い合わせください。

☎ 090-2499-8298
営業日　火曜日

住所 稲生町13-13

主なメニュー
　ラクレットソーセージドッグ

☎　㉓0853
定休日　日曜日、祝日

住所 稲生町16-53

主なメニュー
　弁当、オードブル

☎ ㉓2775
定休日　土、日曜日

住所　三本木字下平210-1210-1

主なメニュー
　日替わりランチ

☎ ㉓5736
住所　三本木字里ノ沢1-73

主なメニュー
　日替わり弁当

定休日　日曜日、祝日、祝日

☎ ㉔9607
定休日　水曜日
主なメニュー
店長一押し焼肉セット店長一押し焼肉セット

住所　相坂字長漕147-2147-2

☎ ㉑5603
定休日　月曜日

住所　三本木字本金崎373-16本金崎373-16

主なメニュー
　ぶた丼

☎　080-3145-8099
定休日　土、日曜日（ランチ）、（ランチ）、
火曜日（ディナー）（ディナー）

主なメニュー 各種カレー各種カレー

住所 東二番町2-47東二番町2-47　納谷ビル１F　納谷ビル１F

☎ ㉗5919
定休日　無し

住所　東三番町1-18

主なメニュー
　ジンギスカン

☎ ㉕3688
定休日
　日曜日、祝日

住所 西二番町4-11 十和田商工会館１F

主なメニュー　日替わり弁当日替わり弁当

☎　㉗6626
定休日　水曜日

住所　相坂字高見147-89147-89

主なメニュー
　農園カレーのみ農園カレーのみ

☎ ㉔0874
住所　西三番町20-920-9

定休日　不定休
主なメニュー
　焼き鳥

☎　587731
定休日　日曜日
主なメニュー
「とわだ短角牛」バラエティボックス

住所　東三番町1-27

☎ ㉓6300
定休日 不定休

住所　稲生町14-35 オクヤマビル１F Bar K's内

主なメニュー
　スパイスカレー、サンドイッチ

☎ 722045
定休日　無し

住所　奥瀬字中平51-2

主なメニュー
　サンドイッチ

☎　㉕0185
定休日
月、第１・3・5火曜日3・5火曜日
主なメニュー　ピザ、オードブルピザ、オードブル

住所　稲生町15-16  中央ビル1-1 中央ビル1-1

◀ＱＲコード
　からご覧く
　ださい。

テイクアウト応援事業の参加店を随時更新しています。
詳しくはウェブサイト「テイクアウト㏌とわだ」をご覧ください。

◀参加店は、この
　マークのステッ
　カーを店頭に掲
　示しています。



第１回東コミュニティふれあいの集い第１回東コミュニティふれあいの集い
（平成31年２月17日（平成31年２月17日㈰／東小学校体育館）㈰／東小学校体育館）

～いつまでも笑顔で安心して暮らせる地区を目指して～～いつまでも笑顔で安心して暮らせる地区を目指して～

広域コミュニティ
 口急減・超高齢社会を乗り越えるために、市では「広域コミュニティ」づくりを 
 推進しています。今回は、市や県（上北地域県民局）とともに「高齢者などの見

守り活動」などに取り組む東地区コミュニティ推進協議会の活動を紹介します。
人

町内会町内会

町内会町内会

共助共助 共助共助

共助共助共助共助

共助共助

地域で活動する多様な主体
（小学校、PTA、民生委員、
  青少年健全育成協議会、
  老人クラブなど）

広域コミュニティ広域コミュニティ
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　これまで、町内会がそれぞれの地域の意思決定
やイベント開催など、地域の暮らしを支える重要
な役割を担ってきました。
　しかしながら、急激な人口減少や超高齢化によ
り、さまざまな地域課題が増え、一つの町内会だ
けでは対応することが難しい状況が見られるよう
になってきました。そのような状況は、今後ます
ます増え、これまで以上に地域住民や地域の多様
な主体による支え合いが必要となっています。
　町内会や地域の関係団体が共に助け合い（共助）、
町内会活動を補完する組織が「広域コミュニティ」
です。

広域コミュニティとは？
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　東地区では、人口減少や少子高齢化が進む中で、地域の多様なニーズに対し、これからは町内会だけでは
解決できない課題も増えてくると考え、将来を見据えた地域運営を目的に東地区コミュニティ推進協議会（太
田薫会長）を平成 30 年４月に設立しました。同協議会は、東小学校区の町内会や地域で活動する団体が連
携し、設立した広域コミュニティ組織です。

東地区コミュニティ推進協議会

高齢者などの見守り
　同協議会は「いつまでも笑顔で安心して暮らせる地区を目指して」をテーマにさまざまな取り組みをして
います。
　その中で「高齢者の独り暮らしや高齢者のみの世帯の増加、孤独死」を地域課題の一つとして捉え、取り
組み始めたのが「高齢者などの見守り活動」です。
　東地区の中でも特に高齢者の暮らしに不安や危機感を持っていた向

こうようだい

陽台町内会（板垣末治会長）と前
ま え や ち

谷地
町内会（横川唯志会長）の２町内会が他の町内会に先駆けて取り組んでいます。

※平成 31 年３月末時点

町内会加入率は 77％と割と高いが、高齢者世帯が多く若い世代が少ない（※）特徴向陽台町内会向陽台町内会

①町内会長や民生委員などが日頃から地域住民とも顔
　見知りの関係を築いていたことから、町内会関係者
　の把握している情報を基に、見守り対象となる候補
　者を選定

見守り活動を実施するまでの取り組み

②候補者には見守り活動の説明用チラシを使い主旨を
　説明

③候補者の理解や同意が得られた場合には「見守り活
　動意向確認カード」に記載してもらい、見守り対象
　者とする

④見守り対象者に何かあったときにすぐに連絡できる
　よう「関係機関の連絡先一覧」を作成し配布

⑤見守り活動は対象者の希望日に合わせ、活動者の負
　担にならないよう、月１～２回の訪問（見守り）を
　実施

⑧見守り活動の実施を町内会の総会で説明、併せて周
　知用チラシを毎戸配布

⑥見守り対象者１人に対し見守り活動者を２人選定

⑦活動者は「実施マニュアル」「見守り活動記録」「不
在連絡票」などをセットにした「見守り活動キット」
と「見守り活動者カード（名刺など）」を携帯し見

　守り活動を実施

地域住民への周知方法

高齢者などの見守り活動 向陽台町内会と前谷地町内会の取り組みの概要

⑥見守守り対り対象者象者１人１人 対に対し見見守り守り守り活活活

◀見守り活動者による
　話し合い

 広域コミュニティ  広域コミュニティ 

特徴 学生向けのアパートが多く、町内会への加入率は 42％と低い（※）

①町内会関係者が町内会
　の加入者の中から見守
　り対象となる候補者を
　抽出

見守り活動を実施するまでの取り組み

②候補者のほか、町内会
　の回覧で見守りの希望
　調査を実施

③調査の結果、希望者は無く、候補者も現時点で見守 
　りを希望していなかったことから、あいさつなどの
　声掛けや家の外からの見守りを実施

地域住民への
周知方法
⑦見守り活動の
　周知用チラシ
　を回覧

④候補者の訪問を再度実施、聞き取りの結果、対象者
　を選定

⑤対象者ごとに活動者を選定

⑥見守り活動が地域の取り組みであることを周知する
　ともに、安心感を持ってもらうため、見守り活動時
　にはオレンジのベストを着用

前谷地町内会前谷地町内会

▲見守り活動の様子

▲見守り活動者による話し合い



 広域コミュニティ  広域コミュニティ 
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問問まちづくり支援課☎51 6725

　令和元年度までに４地区（三小地区、南地区、東地区、法奥地区）で広域コミュニティが組織化され
ています。
　市では、おおむね小学校区を単位とする広域的なコミュニティづくりを推進するため、勉強会や話し
合いの場を設けるなど、コミュニティ組織の立ち上げや組織立ち上げ後の運営、地域課題解決のための
活動を支援しています。地域で広域コミュニティづくりを検討している場合は、気軽にご相談ください。

新たなコミュニティづくりを支援します

令和元年 12 月 8日㈰ まちづくり塾（八戸市白銀地区の白銀振興会青年部部長 佐々木 孝雄さんを講師に招き開催）

令和元年 11 月６日㈬ ワークショップ
（東小学校６年生が東地区の未来を考えました )

　同協議会では、高齢者などの見守り活動
の他にも「東コミュニティふれあいの集
い」や学区地域の運動会「もっと！いきい
き健康運動会」などを実施しています。こ
れら地域の行事はもちろんのこと、地域の
将来を見据え、地域住民を対象に「住民主
体の『まちづくり』とは何か」や「将来を
見据えたコミュニティの担い手の育て方」
などをテーマにした「まちづくり塾」や
ワークショップ（話し合いの場）も開催し
ています。

東地区の「まちづくり」東地区の「まちづくり」

　同協議会は、東地区の数十年先を見据
え、町内会や学校、ＰＴＡなどが単体では
解決できないことを「広域コミュニティ」
として解決に向けて取り組んでいます。
　「広域コミュニティ」は地域の暮らしを
支えるための一つの手段です。
　地域住民も含め、関係団体が共に助け合
い、地域のつながりを大切にしながら、い
つまでも笑顔で安心して暮らせる地域を目
指して取り組みを進めています。
　今号では、東地区のコミュニティ活動を
紹介しましたが、皆さんの地域でも地域の
将来を見据え、広域コミュニティづくりに
取り組んでみませんか。

地域の将来を見据え地域の将来を見据え

会長 太田  薫 さん

東地区コミュニティ
推進協議会

　向陽台と前谷地町内会が先駆けて実施
してきた高齢者などの見守り活動を東地
区コミュニティ推進協議会の他の構成町
内会にも広げていきたいと考えています。
　また、いろいろな行事や活動を実施す
る上で、若い世代の力が重要と考えてい
ます。そのため、若い世代のメンバーで
地域の盛り上げに成果を上げている八戸
市白銀地区青年部との交流などを企画し、
東地区の若い世代と一緒に活気のある地
域をつくっていきたいと思っています。

　これまでの取り組みは、もちろん継続しながら新しいことに
も徐々に挑戦し、地域の皆さんと一緒に「地域の未来（望まし
い姿）」に向かって取り組んでいきたいと考えています。

　また、令和元年度には、市立東小学校（小原広基校長）
や市、県と連携し、同校の６年生63人と地域住民を対象
に「想像してみよう！東地区の未来」をテーマにワーク
ショップを開催しました。このワークショップは、東地区
の子どもたちに「自分たちが住むこの地区が『戻ってきた
い』『住み続けたい』『人が集まる場所にしたい』地区に
なるためにはどうすればいいか」などを考えてもらうため
に企画されました。
　子どもたちから「バラ焼き『おやつ』を増やしたら良
い」「夜は外が暗いので防犯灯がもっとあったら良い」な
ど、さまざまな意見が出ていました。

子どもたちも東地区の未来を考える子どもたちも東地区の未来を考える



　市の元気につながる自主的で公益性の高い取り組みを支援する「元気な十和田市づくり市民活動支援事
業（地域づくりコース）」に、本年度は９団体から応募がありました。
　市では、市民公募委員を含む検討会議の意見を踏まえ、必要性、公益性、将来性、創意工夫性、協働性
などの観点から、８団体の活動に対して総額321万円の支援を決定しました。
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団体名 事業名称 事業概要 補助上限

傾聴サロンとわだ
傾聴×こころのサポーター育成
派遣事業

傾聴に関する講座の開催 30.3万円

とわだをピンクにそ
める会

とわだをピンクにそめよう！
ピンクリボン運動

乳がん検診を勧めるピンクリ
ボン運動の実施や乳がんに関
する講演会の開催

30.8万円

Ｆｕｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎｓ

スポーツ流
や ぶ さ め

鏑馬で十和田市を世
界一輝ける街へ

スポーツ流鏑馬の魅力を発信
するため、世界流鏑馬選手権
などでパネル展示、会場のア
テンド、クイズラリーなどを
実施

25.8万円

ＮＰＯ法人 十和田
歴史文化研究会

霊山十和田への古道復活事業
十和田古道の調査や調査報告
会の開催、古道探索ツアーの
実施

50.0万円

十和田Ｖ
バ ス ク

ＳＥＣ．ＳＣ 障がい者スポーツクラブ
障がい者にスポーツを楽しん
でもらうため、サッカー教室
を開催

42.5万円

インバウンド十和田
「とわだばこ」で飲食店・宿泊
施設を応援プロジェクト

市街中心部の回遊につながる
商品を詰め込んだ、自動販売
機の設置

50.0万円

十和田こども食堂実
行委員会

「食」で咲かせよう！こどもたちの笑顔の花
十和田こども食堂 体験交流！

相撲場、トワーレでこども食
堂を開催

46.0万円

十和田自然農
のうがっこう

楽郷
十和田の自然を感じよう！
親子デイキャンプ

親子レクリエーションなどを
しながらデイキャンプを実施

45.6万円

決
定 問まちづくり支援課☎516725

元気な十和田市づくり市民活動支援事業元気な十和田市づくり市民活動支援事業
８団体への支援を決定しました

地域づくりコース
地域課題を解決するため、地域資源を生かした活動など、地域の支え合いや魅力ある地域づくりに取り組む事業

■ 十和田市の魅力を世界に発信！（インバウンド十和田）

▲秋まつりで「We Love TowaDance」を披露

元気な十和田市づくり市民活動支援事業　令和元年度の   活 動 紹 介

　「インバウンド十和田」は十和田市の魅力を広く世界に発
信し、次の世代を担う子どもたちへ受け継ぐことができる魅
力ある地域社会の形成を目的に活動している市民団体です。
　十和田市の魅力を発信するため、秋まつりなどのイベント
で幼児から大人まで総勢約100人が参加し、オリジナルダン
ス「We Love TowaDance」を披露したほか、国内外から来
訪する観光客やインターネットを通して十和田市を知った
方々に向けて、市民が参加して撮影した「We Love  TowaDance」
のプロモーションビデオをYouTubeなどの動画サイトやＳＮ
Ｓなどで動画を公開しました。

▲「We Love TowaDance」プロモーションビデオ撮影▲「「W「We Lo e To aDance」」」ププロモ シ ンビデオ撮影撮影ププ



後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

■均等割額の軽減割合と軽減措置の基準が変わりました

❖ 後期高齢者医療の保険料率などが見直されました

※被用者保険（全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合など）の被扶養者であった人の均
　等割額は資格取得後２年間に限り、５割軽減となります。ただし、世帯の合計所得額による軽減にも該当する場合は、
　いずれか大きい方の軽減割合が適用されます。

❖ 医療費などの負担を限度額にとどめる認定証の交付を新たに希望する人は申請
　 を忘れずに行ってください
　「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（非課税世帯の人）」、「後期高齢者医療限度額適用認定証
（３割負担の一部の人）」（以下「減額認定証」、「限度額証」）の交付を受けていない人が、交付を受けようとする
場合は、保険証と印鑑を持参の上、国民健康保険課（本館１階11番窓口）で申請をする必要があります。
　ただし、令和元年度の減額認定証、限度額証をお持ちの人で、令和２年度も引き続き認定された人には新しい減額認
定証、限度額証（有効期限は令和３年７月31日）が郵送されますので、更新の手続きは必要ありません。

介護保険料が一部見直されました 問高齢介護課☎516721

　市では、昨年10月に実施された消費税率の引き上げに伴い、引き続き低所得者の介護保険料の軽減強化を図り、介
護保険料の引き下げを行います。引き下げ後の介護保険料は、次のとおりです。

所得段階
市民税課税状況

対象者 令和元年度
保険料（年額）世帯 本人

第１段階 非課税 生活保護受給者など、本人の年金など
が80万円以下の人 27,450 円

第２段階 非課税 本人の年金などが80万円超～120万円
以下の人 45,750 円

第３段階 非課税 本人の年金などが120万円超の人 53,070 円

令和２年度
保険料（年額）

21,960 円

36,600 円

51,240 円

問国民健康保険課☎516752申
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■令和２・３年度の保険料率と賦課限度額が変わりました
保険料 平成 30・令和元年度

均等割額
【被保険者全員が納める額】 40,514 円

賦課限度額
62 万円所得割額

【所得に応じて納める額】 7.41％

令和２・３年度

44,400 円 賦課限度額
64 万円8.30％➡➡

➡➡

令和元年度

軽減割合 世帯の合計所得額

8.5 割 33 万円以下

８割
33万円以下かつ被保険者全員の公的年金収入
が 80 万円以下で、その他の各種所得がない

５割 33万円 ＋（ 28 万円×被保険者数 ）以下

２割 33万円 ＋（ 51 万円×被保険者数 ）以下

令和２年度

軽減割合 世帯の合計所得額

7.75 割 33 万円以下

７割 33 万円以下かつ被保険者全員の公的年金収入
が 80 万円以下で、その他の各種所得がない

５割 33万円 ＋（ 28.5 万円×被保険者数 ）以下

２割 33万円 ＋（ 52 万円×被保険者数 ）以下

➡➡

保険料の算出方法 均等割額
44,400 円

所得割額
（前年の所得－ 33 万円）× 8.30％

年間保険料
（100 円未満は切り捨て）
※上限額：64 万円

＋ ＝



事業名 会場 開催日

舞
台
部
門

秋のスペシャル
コンサート 南コミュニティセンター

10 月 31 日㈯ 参加料▲

団体（４人以上）4,000 円▲

個人  （１人に付き）1,000 円
申し込み方法
はがきに次の内容を記入し郵送してください。
①事業名
②出演内容または作品名・出展数
③団体・個人の別
　（グループ名があればその名称）
④団体の代表者名または個人名
⑤住所・電話番号
申込期限 ７月 31 日㈮
※申込者には、後日打ち合わせ会などの案内をしま
　すので、必ず出席してください。
申し込み先 〒 034-8615　西十二番町６番1号
　　　　　　十和田市民文化祭実行委員会

舞と躍動 11 月１日㈰
吟詠

市民交流プラザ
「トワーレ」

11 月１日㈰ 午前 
謡と仕舞 11 月１日㈰ 午後 

展
示
部
門

写真展

10 月 31 日㈯
〜

11 月１日㈰

書道展
水墨画展
盆栽展
文芸展
自然界展
美術展
手工芸展
陶芸展
蘭展

いけ花展

問十和田市民文化祭実行委員会・奥山☎ 080・6003・1737
　スポーツ・生涯学習課☎58 0184

～第 51 回 十和田市民文化祭 参加者募集～
出演者・展示作品を募集します
どなたでも参加できます！参加希望者は事前に申し込みください。市民文化祭

シンボルマーク

☎ 080 6003 1737

※市民文化センター休館のため、本年度は部門ごとに会場を変更して開催します。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止や内容が変更とな
　る場合があります。

名　称　 十和田市屋内グラウンド
所在地　　西二十二番町24番20号
グラウンド　全面人工芝
　　　　　面積918㎡（27ｍ×34ｍ）×２面
休館日　　

▲

毎月第１月曜日（祝日の場合は、
　　　　　　午前９時から午後５時まで開館）
　　　　　

▲

12月28日～１月４日（年末年始）
利用時間

▲

平日　午前９時～午後９時
　　　　　

▲

日曜日・祝日　午前９時～午後５時
利用可能な種目
　サッカー、フットサル、野球、ソフトボール、
　ゲートボール、グラウンドゴルフなど　　　　

十和田市屋内グラウンドの予約受け付けを開始します十和田市屋内グラウンドの予約受け付けを開始します
　「旧十和田市民屋内グラウンド」、「旧南屋内グラウンド」の老朽化や耐震強度不足に伴う統合整備のため、建設を　「旧十和田市民屋内グラウンド」、「旧南屋内グラウンド」の老朽化や耐震強度不足に伴う統合整備のため、建設を
進めている、十和田市屋内グラウンドが８月中旬に完成し、９月１日にオープンします。進めている、十和田市屋内グラウンドが８月中旬に完成し、９月１日にオープンします。
　利用開始に伴い、施設の団体利用予約を７月１日から受け付けします。　利用開始に伴い、施設の団体利用予約を７月１日から受け付けします。

問スポーツ・生涯学習課☎58 0187スポーツ・生涯学習課☎58 0187

♦個人利用（体操、ジョギング、軽スポーツなど）も
　可能ですので、健康増進や日頃の運動不足解消に積
　極的にご活用ください（予約は不要です）。
♦団体で占有利用の場合は、利用希望日の３カ月前から
　８日前までに予約が必要です（９月分の予約受け付
　けは、７月１日から行います）。
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内観イメージ

受付時間 午前９時～午後５時
受付場所　利用開始までの間は、スポーツ・生涯学習課
　（別館３階）で受け付けします。
受け付け方法 使用許可申請書を提出してください（申
　請書はスポーツ・生涯学習課に備え付けてあるほか、
　市ホームページからもダウンロードできます）。
※施設の使用料など詳しくは市ホームページをご覧いただ
　くか、お問い合わせください。

予約方法



台風・豪雨などの災害に備えて

あなたがとるべき避難行動を確認しましょう
問総務課防災危機管理室☎516703

「自らの命は自らが守る」の意識を持ち、自宅の災害リスク
ととるべき行動を確認しましょう。平時に確認

2020年（令和２年）７月号 　広報 14

避 難 行 動 判 定 フ ロ ー

あなたがとるべき避難行動は？

ハザードマップで自分の家がどこにあるかを
確認し、印を付けてみましょう。

自分の家がある場所に色が塗られていますか？
色が塗られていなくても、周りと比べて低い
土地や崖のそばなどに住んでいる人は、市か
らの避難情報を参考に必要に応じて避難して
ください。

自分や一緒に避難する人は避難に時間がかかり
ますか？

はい

はい

災害の危険があるので、原則※として自宅の外
に避難が必要です。 例外

いいえ

いいえ

災害などの緊急時に、安全な場所に住んでいて、身を寄せることができる親戚や知人はいますか？

はい いいえ

親戚や知人宅に避難しましょう。
※日頃から親戚や知人に相談しておきましょう。

ハザードマップ

浸水や土砂災害が発生する
恐れの高い区域を着色した
地図です。
※着色されていない所でも災害
　が発生する恐れがあります。

（広報とわだ令和２年２月号と一緒に配布）

※浸水の危険があっても、次の場合は自宅に
　留まり安全を確保することも可能です。
 ① 洪水により家屋が倒壊、崩落してしまう恐れ
　  の高い区域の外側である
 ② 浸水する深さよりも自宅が高いところにある
 ③ 浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食 
　  糧などの備えが十分にある
※土砂災害の危険があっても、堅固なマンショ
　ンなどの上層階に住んでいる場合は自宅に
　留まり安全を確保することも可能です。

警戒レベル３「高齢者等避難開始」が出たら避
難を開始しましょう。

警戒レベル４「避難勧告」が出たら避難を開始
しましょう。

市が指定する「指定避難所」に避難しましょう。

※「ハザードマップ」と一緒に「避難行動判定フロー」をご確認ください。
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「避難情報のポイント」を必ず確認し避難しましょう。緊急時に確認

　広報とわだ令和２年５月号で延期をお知らせしていた「令和２年度十和田市総合防災訓練」は、新型コロナウイルス感
染症によるさまざまな状況を考慮し、中止としました。
　市民の皆さんには、引き続き防災行政へのご理解とご協力をお願いします。

十和田市 総合防災訓練 の 中止 をお知らせします

警戒レベル

１

警戒レベル

２

避 難 情 報 の ポ イ ン ト

「避難」とは「難」を「避」けること、つまり安全を確保することです
 ※安全な場所にいる人は、避難する必要はありません。

警戒レベル５はすでに災害が発生している状況です。

心構えを
高める

（気象庁が発表）

避難行動の
確認

（気象庁が発表）

避難に時間を
要する人は避難
（市が発令）

安全な場所へ
避難

（市が発令）

警戒レベル

❹❹
❸❸

警戒レベル

危
険
な
場
所
か
ら

危
険
な
場
所
か
ら

避
難
！

避
難
！ 警戒レベルは、水害や土砂災害に備え

て住民がとるべき行動をお知らせする
ために５段階にレベル分けしたもので、
市が避難情報と合わせて出す情報です。

警戒レベル４は避難勧
● ●
告

危険な場所から避難です。

▶警戒レベル５が出ても、まだ避難ができていない場合は、自宅の少しでも安全な崖の反対側の部屋
　や２階の部屋などに移動したり、すぐ近くに安全な建物がある場合は、そこに移動するなど、命を
守るための最善の行動をとってください。
▶警戒レベル５の災害発生情報は、市が災害発生を把握できた場合に可能な範囲で出す情報であり、
必ず出る情報ではありません。

豪雨時の屋外避難は危険です。
車の移動は水没などの恐れがあるため控えましょう。

避難先は指定避難所だけではありません。
安全な場所に住む親戚や知人宅に避難することも考えましょう。

警戒レベル３や警戒レベル４が出たら、危険な場所から避難しましょう

▶緊急時に身を寄せる避難先は、市が指定する「指定避難所」や安全な場所に住む親戚や知人宅など、
　さまざまです。普段からどこに避難するかを決めておきましょう。
▶「指定避難所」は、災害の種類ごとに安全な場所が指定（小・中学校など）されています。

避難勧告
災害によって人的被害が発生する恐れがあ
る場合に市が住民などに対して、安全な場
所へ移動するよう促すこと。

危
険
な
場
所
か
ら

危
険
な
場
所
か
ら

高
齢
者

高
齢
者
な
ど
は

な
ど
は

避
難
！

避
難
！



　伝統工芸品「きみがらスリッパ」はデントコーンの皮で
作られ、軽くて丈夫な上、通気性に優れているので、夏は
涼しく冬は温かい快適な履き心地が特長です。
　十和田きみがらスリッパ生産組合では、デントコーンの
生産からスリッパを編み上げるまで全ての工程を手作業で
行い、「きみがらスリッパ」の普及や製作技術を継承する
活動をしています。生産や販売をしてみたいという人を募
集していますので、お問い合わせください。

問申 十和田きみがらスリッパ生産組合事務局
（道の駅とわだ内）☎㉘3611

「きみがらスリッパ」生産組合員募集

　十和田農業体験連絡協議会では、農業体験や民泊を通し
て、自然と触れ合うことの良さを知ってもらいながら、心
と心の交流を図っています。
　現在協議会の会員は21人で、国内外から年間延べ300人
以上の受け入れをしています。
　農業体験のみの受け入れ農家や、農
家ではないが民泊をやってみたいとい
う人も募集していますので、お問い合
わせください。

問申 十和田農業体験連絡協議会事務局・高屋
☎080-8206-5608

農業体験の様子

農業体験の民泊受け入れ家庭募集

とわだ産品販売戦略課 検索とわだ産品情報 問とわだ産品販売戦略課☎516743

あなたの街の

法法 律律 相相 談談
～第50回～

　市民の皆さんの身近な事柄を取
り上げ、法律の面から弁護士が解
説します。今回は「住宅ローンが
支払えない」についてです。

問まちづくり支援課☎516777

　収入が減り、毎月の住宅ロー
ンが払えそうにありません。

Ｑ

何よりも先に借りている金融
機関に相談しましょう。いった
ん延滞が発生してしまうと、条
件変更や金利の優遇を受けられ
なくなる可能性があります。延
滞が信用情報（いわゆるブラッ
クリスト）に載れば、他にも影
響が出かねません。金融機関に
相談すると、毎月・ボーナス月
の返済額を減らしたり、一定期

Ａ

　返済の目途があり、延滞が１
カ月程度であれば、やはり金融
機関に相談しましょう。なお、
他から借金をして延滞解消を図
るのは、問題を先送り・悪化さ
せるだけです。

Ａ

間減額できる場合があります
（その分、返済期間が延びたり、
後で増額返済することになりま
す）。

　既に住宅ローンの延滞が発生
してしまいました。

Ｑ

　他から借金をして住宅ローン
を支払ってきましたが、それも
限界です。

Ｑ

（文責　弁護士 十枝内 亘）
弁護士法人十枝内総合法律事務所
☎㉑4005

　個人再生を利用できますが、
条件は厳しくなります。繰り返
しになりますが、住宅ローンは
「延滞する前」が勝負なのです。

Ａ

　食品事業者が求められるHACCPに沿った衛生管理の導
入方法について、講習会を開催します。
　首都圏の講師によるオンライン講習を行い、質疑にも応
じます。
■第１回
　とき　８月３日㈪　午後１時～４時
　対象　主に生産者や加工に取り組む人
■第２回
　とき　８月11日㈫　午前９時～正午
　対象　主に調理事業に取り組む人（飲食店やホテル業など）
※どちらか１回を選択
◆いずれも
　ところ　南コミュニティセンター　第１研修室
内容　初級者向けセミナー「HACCPについて」
　定員　各30人（先着順）　
　申込期限　７月20日㈪
※講習会後、希望者には別日に個別指導も実施します。
※新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら開催します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催方法な
　どが変更になる場合があります。

～食品を扱う全ての事業者へ～
「2021 年 H

ハ サ ッ プ

ACCP（※）義務化」前の最終年です

HACCP 導入の講習会を開催します
※HACCPとは…製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法

昨年の講習会の様子

　個人再生を検討しましょう。
個人再生を利用すると、住宅
ローンはそのまま支払い続ける
一方で、他の借金を大幅に減額
することができます。自己破産
と同じように裁判所に申し立て
る法的手続ですが、個人再生は
住宅を残せるのが大きなメリッ
トです。

Ａ

　住宅ローンを延滞していても、
個人再生を利用できますか。

Ｑ

　原則として５分の１になりま
す（ただし、最低額100万円）。
例えば、住宅ローン以外に
500万円の借金がある人は100万
円に減額され、300万円ある人
は100万円（この場合は最低額)
に減額されます。住宅ローンの
支払いと並行して、100万円を
原則３年、分割（毎月約３万
円）で支払い終えると、残りの
借金はなくなります。

Ａ

　個人再生を利用すると、住宅
ローン以外の借金は、どれくら
い減額できるのですか。

Ｑ
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高度放射線医療機器
トモセラピー
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　当院では、がんの放射線治療を行っています。
一口にがん治療といっても、手術後の再発予防や
根治を目指した治療から、治癒は望めないものの
痛みやむくみを抑えて、これまで通りに過ごせる
期間を延ばすための治療など状況によりさまざま
です。
　最近では、一昨年のノーベル賞で話題となった
免疫に関わる薬の効果を高めることが注目され、
放射線照射後に使う薬も保険適用されるように
なっています。治療後に発生する放射線障害を減
らすため、１日10分程度を１～２カ月かけて少し
ずつ照射することを繰り返す「通常分割照射」と
いう方法を多く用いますが、肺や肝臓などの特定
部位での早期の小さながんでは、放射線をかける
範囲を絞って短期間に大量の放射線をかけること
ができます。今回はこの「定位照射（ピンポイン
ト照射）」を紹介します。

「がんの時代を生ききる」～十和田市立中央病院から皆さんへ～
（全８回）第７回 放射線治療　トモセラピー

　当院にあるトモセラピーは、毎回治療の前に画
像を撮影し、がんの場所を確認するIGRT技術と、
がんの形に合わせて放射線の強さを変化させるこ
とができるIMRTという技術を利用して、がんの部
分に絞って大量の放射線を比較的安全に照射する
ことができます。がんの場所や大きさによって、
一回で安全に照射できる放射線の量は異なります
が、最短１週間程度で治療を終えることができる
場合もあり、治療の際の苦痛はほとんどありませ
ん。主な副作用として、放射線性肺炎があるため
治療後も定期的な経過観察が必要です。
　放射線治療を希望する際は、まずは主治医にご
相談ください。
（文責：中央病院　放射線科
　　　　診療部長　目時 隆博）

　本市は、紙ごみやプラスチックごみのリサイクル率が県平均より下回っています。紙ごみ
の正しい分別は、リサイクル率の向上や二酸化炭素（CO₂）の排出量削減、焼却処理の減に
よる焼却施設の延命化につながります。
　この機会に、紙ごみについて見直してみませんか。市民の皆さんのご協力をお願いします。

問まちづくり支援課☎516726

　市で収集している紙ごみは、①紙製容器包装 ②紙パック ③段ボール ④新聞紙 ⑤雑誌・チラシの
５種類に分別されます。中でも、紙製容器包装は種類が多く分かりにくいため、燃えるごみとして捨てられがちです。

　紙製容器包装とは　 マークのついている紙製の容器や包装のことです。
　例えば、●紙箱・紙製トレイ･･･お菓子や食品の箱や紙皿、ティッシュペーパーや
　　　　　　　　　　　　　　  　たばこの空き箱など
　　　　　●台紙･･･購入時のワイシャツの厚紙など
　　　　　●紙袋・包装紙･･･紙製の袋、割り箸の袋など
　 ※汚れているものや防水加工されたものはリサイクルできませんので、燃えるごみに出してください。

ごみのリサイクル率アップのカギは紙ごみごみのリサイクル率アップのカギは紙ごみ

紙ごみの種類

意外とリサイクルされていない紙製容器包装とは

●町内会、PTAなどの資源集団回収 
●スーパーなどの店頭回収
●古紙リサイクルセンター
（問㈱遠藤商店☎㉓4850）

紙ごみをためておきたくない人へ
　月１回の紙ごみの日以外にも出せます！

　県では、事業所から出る古紙を無料で回収し、リ
サイクルするネットワークづくりを進めています。
　詳しくはお問い合わせください。
問オフィス町内会事務局　㈱遠藤商店☎㉓4850

オフィス町内会をご存知ですか？
　事業系の紙ごみを無料で回収します



　　

…申し込み先
問…問い合わせ先
※費用の記載がないものは
　無料です。

❖お知らせの表記

☎㉓ 5111  FAX ㉒ 5100
土・日曜日および祝日は閉庁

お知らせ

　広報とわだに掲載したイベ　広報とわだに掲載したイベ
ントや相談会などの各種催しントや相談会などの各種催し
や募集については、新型コロや募集については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のナウイルス感染症拡大防止の
観点から、中止や延期、変更観点から、中止や延期、変更
になる場合がありますので、になる場合がありますので、
ご了承ください。ご了承ください。
※事前に各問い合わせ先にご※事前に各問い合わせ先にご
　確認ください。　確認ください。

広報とわだに掲載の各種広報とわだに掲載の各種
催しや募集などに催しや募集などについてついて【【

【【

暮 ら し
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児童手当現況届の提出を忘れて
いませんか

　現況届を提出されていない人
は、６月分以降の手当が受けられ
なくなります。お忘れの人は必要
事項を記入の上、提出してください。
必要な物　▶現況届▶児童手当受　
　給者の健康保険証（写し可）
※この他にも、必要に応じて提出　
　する書類がありますので、詳し
　くはお問い合わせください。
問こども支援課（本館１階8番　　

　窓口）☎51 6717

納税通知書・税務証明書の様式
が変更になります

　７月から電算システムの更新に
伴い、各種市税等の納税通知書の
様式が変更になります。また、税
務課窓口で交付している所得・固
定資産・納税などに関する証明書
（税務証明書）の様式も変更にな
ります。
※詳しくは市ホームページをご覧　
　ください。
問税務課☎51 6765
　国民健康保険課☎51 6751

７月から子ども医療費給付事業
の所得判定年度が変わります

　前年度所得制限により該当にな
らなかった人で、所得の減少、扶
養人数の増加などの理由で新たに
該当すると思われる人は窓口でご
確認ください。　
対象　市内に住所を有する中学生
　までの子どもを持つ保護者
必要な物　▶子どもの健康保険証　
▶印鑑（スタンプ印不可）▶父　
　および母のマイナンバーが分か　
　るもの
問こども支援課☎51 6716

　国勢調査は、日本国内に住む
全ての人と世帯を対象とする、
国の最も重要な統計調査です。
　10 月１日を基準日に国勢調査
が始まります。調査にご協力を
お願いします。

問政策財政課☎516711

※詳しくは、QRコード
　からご覧ください。

５月20日正午過ぎ、市街地にツキノワグマ１頭が出没しました。クマは、もともと臆病な性格で、
基本的に人を避ける習性がありますが、出遭ったときには慎重な対応が必要です。もし、クマに遭遇
してしまったときは、次の行動に努めましょう。

市街地でクマに出遭ってしまったら!! 問農林畜産課☎516745

１．クマは驚くと、身を守ろうとして襲いかかってくることがある
　　ため、近寄ったり、大声で騒いだり、攻撃したりしない。
２．クマは走って逃げるものを追う習性があるため、クマに背を向
　　けずゆっくり後退し、静かに立ち去る。
３．自転車に乗っている場合も、ゆっくりと距離を取ってから走り
　　去る。
４．近くの建物内に避難し、警察（110番）や市役所に通報する。
５．「死んだふり」はしない（俗説であり、非常に危険な行為で
　　す）。
６．万が一、クマに攻撃されたときは、うつぶせになり、首の後ろ
　　で手を組み首を守る。

１．農作物は早めに収穫し、くず野菜を放置しない。
２．生ごみを屋外に放置したり、ごみの日以外に集積
　　所に出したりしない。
３．シンナー、ペンキ、ガソリン、オイルなどの揮発
　　性のものを屋外に放置しない（クマが好むにおい
　　です）。
４．小屋、作業場などへの侵入防止のため施錠する。

◆通報があると、市では、警察とともに、広報車に
　より目撃場所の周辺で広報活動とパトロールを行
　います。
　また、駒らん情報めーるなどにより、クマの目撃
　情報や対応状況をお知らせします。　

■クマに出遭ったときの対処法 ■クマを市街地に呼び込まないために
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　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、本人
の申請により保険料の納付が「全額免除」「一部免除」または「猶
予」される制度があります。
　保険料の免除や猶予を受けずに保険料を納めないままにしておく
と、将来、老齢基礎年金を受けられなくなったり、減額されたり、
万一のときの障害・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　保険料が納められない場合は、お早めにご相談ください。
必要な物　▶本人確認できるもの（免許証など）
　　　　　▶マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの
　　　　　▶印鑑
　　　　　▶離職票または雇用保険受給資格者証（失業してい
　　　　　　る人のみ）
　　　　　▶代理人が申請する場合は、代理人の本人確認でき
　　　　　　るもの（免許証など）、委任状（申請者と代理人
　　　　　　の世帯が異なる場合）

国民年金保険料の免除申請を受け付けています

※本人・配偶者・世帯主の前年所得に基づき審査を行います。
　その結果、免除の対象にならない場合があります。

問八戸年金事務所☎0178-44-1742

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少している人へ

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し
た場合に、国民年金保険料の免除申請が可能となりまし
た。
対象　次の全てに該当する人
　　　▶令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染
　　　　症の影響により収入が減少したこと
　　　▶令和２年２月以降の所得などの状況からみて、
　　　　当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険
　　　　料の免除などに該当する水準になることが見込
　　　　まれること
※免除の判定においては、世帯主と配偶者も審査の対象
　となります。
※手続きの方法や申請書などは、日本年金機構のホーム
　ページ（http://www.nenkin.go.jp） に掲載しています。

市立小・中学校の閉庁期間を拡
大します

　教職員の働き方改革へ向けた取
り組みの一環として、長期休業期
間中における健康増進と休暇取得
促進を図るため、閉庁期間を拡大
します。
期間　８月 13 日～ 16 日、12 月　　
　28 日
▶この期間、学校は職員不在とな　
　ります。緊急時の連絡は教育委
　員会が窓口となり、担当課から
　各校長などに連絡します。
▶この期間、部活動は行いません。
問児童・生徒に関すること
　　指導課☎58 0183
　教職員・施設整備に関すること
　　教育総務課☎58 0181､ 0182

プールの開設を中止します

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、本年度は各プー
ルの開設を中止することとしまし
た。
①若葉公園徒渉池（児童プール）
②市民プール
③B&G海洋センタープール
④十和田湖総合運動公園プール
⑤洞内地区農村広場プール
⑥学校プール（東小学校、西小学　
　校、ちとせ小学校、沢田小学校）
問①都市整備建築課☎51 6737
  ②～⑥スポーツ・生涯学習課
　☎58 0187

市役所の引っ越しに伴い不要と
なった物品を売り払います

　市役所の引っ越しに伴い、不要
となった古い事務用の椅子や机な
どを売り払います。
とき　７月９日㈭、10 日㈮
　午前 10 時～ 11 時 30 分
　午後１時 30 分～３時
ところ　旧十和田湖総合運動公園　
　体育館
※会場は入場制限をし、先着順に　
　整理券を配布します。
※新型コロナウイルス感染症拡大
　防止の観点から、来場の際は、
　マスクの着用をお願いします。
問管財課☎51 6707

問市民課☎516753  八戸年金事務所☎0178-44-1742
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下水道の正しい利用にご協力く
ださい

　近年、食用廃油が固まり下水道
管を詰まらせたり、タオルやおむ
つなどの水に溶けない異物が流入
し、処理施設の運転に支障をきた
す事例が発生しています。
一人一人がルールを守って正し

く下水道を利用しましょう。
問下水道課☎㉕ 4034

血管外来を開設しました

　中央病院では外科外来に新たに
「血管外来」を開設しました。
診察時間
毎週水曜日　午後１時 30 分～４時

診察内容　下肢静脈瘤
りゅう

（足の静脈　
の病気）、四肢の閉

へ い そ く

塞性動脈硬
　化症（手足の血流が悪くなる病
　気）など
※下肢静脈瘤については、手術も
　行っています。
問中央病院☎㉓ 5121

下北半島縦貫道路（野辺地～七
戸）のアンケート調査を実施し
ています

　下北半島縦貫道路（野辺地～七
戸）の計画に向けて、アンケート
調査を実施しています。皆さんの
ご意見をお聞かせください。
回答方法　回答用紙は無作為抽出
　した世帯へ郵送しているほか、　
青森河川国道事務所ホームページ
（http://www.thr.mlit.go.jp/
　aomori/）や、市役所などの公　　
　共施設（※）に設置するアンケー　
　ト用紙からも回答できます。
※詳しい設置箇所についてはお問
　い合わせください。
回答期限　７月 31 日㈮
問青森河川国道事務所調査第二課
☎ 017･734･4570

全国一斉無料法律相談会「ひま
わりほっと法律相談会」

　青森県弁護士会は、中小企業を
応援するため全国一斉無料法律相
談会を実施します。
とき　７月 20 日㈪　
　午後１時～３時
電話番号　017-763-4670
※事前予約は不要ですので、直接　
　電話で相談ください。
問青森県弁護士会事務局
☎ 017･777･7285

植えてはいけない「ケシ」に注意！　　

　違法薬物となるアヘンが含まれ
る不正ケシの栽培は法律で禁止さ
れています。
しかし、昨年上十三保健所管内
では、不正ケシが県内で最多とな
る 2,647 本も発見され、その約６
割が市内での不正栽培でした。不
正ケシは鑑賞目的でも栽培が禁止
されており、過去には検挙事例も
あります。
　疑わしいケシを発見しました
ら、通報をお願いします。
▶不正ケシ（ソムニフェルム種）　
　の特徴
　葉・茎・つぼみはキャベツのよ
うな白っぽい緑色をしていて、葉
は茎を巻き込むような
形をしています。花の
色は、赤・ピンクなど
さまざまです。
問上十三保健所
　☎㉓ 4261

土壌診断の経費を補助します　　

　出荷・販売を目的として野菜生
産に取り組む農家の土壌診断に対
して、土壌診断に係る経費（消費
税、送料、手数料を除く）の２分
の１以内を補助します。
申請期間 ７月１日㈬～令和３年
　２月 12 日㈮
必要な物　申請書、土壌診断書の
　写しなど
※十和田おいらせ農業協同組合で
　土壌診断した人は、個人での申
　請は不要です。
問市地域農業再生協議会（農林

　畜産課内）☎51 6741

不動産取得税が軽減される制度
があります

　不動産取得税とは、家屋を新
築・増改築したとき、土地や家屋
を売買・交換・贈与などで取得し
たときに一度だけ課税される税金
です。
　一定の要件を満たす住宅や住宅
用地を取得した場合など、不動産
取得税が軽減される制度がありま
すので、詳しくはお問い合わせく
ださい。
問上北地域県民局県税部
　☎㉒ 8111( 内線 207･208)
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募 集飲食店営業事業者募集　　

　市役所別館１階喫茶室で飲食店
を営業する事業者（個人・法人問
わず）を募集します。
入居可能予定日　８月１日～
貸付期間　入居日～令和５年９月　
　30 日㈬
営業時間　午前９時～午後９時の　
　範囲内
家賃　入札により決定
申し込み期間
７月２日㈭～ 10 日㈮正午まで

募集説明会　７月７日㈫　午後２時
　市役所本館２階会議室１
※説明会への参加を希望する人は、
　前日までにご連絡ください。
※申請書類などは市ホームページ　
　から確認できます。
問管財課（本館２階9番窓口）　　

　☎51 6707

警察官 B（大卒以外）募集　　

対象　昭和 63 年４月２日から平
　成 15 年４月１日までに生まれ
た人（大学を卒業した人、また

　は令和３年３月 31 日までに大
　学卒業見込みの人を除く）
試験日（１次試験）　９月 27 日㈰
試験会場　青森市・八戸市・弘前市
申込期間　７月 17 日㈮～９月４日㈮
※ 11 月中旬に２次試験（会場・　　
　青森市）があります。詳しくは　
　お問い合わせください。　
問十和田警察署　警務課
☎㉓ 3195

上北地方教育・福祉事務組合職
員募集　　

対象　平成２年４月２日以降に生
　まれた人で、高校卒業以上（ま
　たは高校卒業見込み）の人
募集人数　５人程度
試験日（１次試験）　９月 20 日㈰
試験会場　青森市
提出書類　履歴書（市販のものに
　顔写真貼付）、卒業証明書（卒
　業見込み証明書）と成績証明書
申込期限　７月 28 日㈫当日消印有効
問上北地方教育・福祉事務組合　

　☎62 5154

チェーンソーを使用して伐木な
どの作業を行う方へ

　労働安全衛生規則と安全衛生特
別教育規程の一部改正が施行され
ました。このため、チェーンソー
による伐木などの業務に関する特
別教育修了者は、本年８月末まで
に「伐木等の業務特別教育補講」
を受けなければ、現在の資格が無
効となります。
　補講の開催日程など、詳しくは
お問い合わせください。
問林業・木材製造労働災害防止協会　　
　☎ 017･739･8761

子育てのお手伝いをするスタッ
フ募集　　

　子育て中の人から依頼を受けて
お子さんをお預かりしたり、小学
校、保育施設、塾への送迎などを
行うスタッフ（有償）を募集しま
す。希望する人は「支援員養成講
座」の受講が必要となります。
要件　市内に居住し、心身ともに
　健康で、育児支援ボランティア
　活動に熱意と理解がある人
募集人数　５人
申込期限　７月 10 日㈮
■支援員養成講座
とき　７月 22 日㈬・27 日㈪・
29 日㈬・31 日㈮、８月３日㈪・

　11 日㈫・12 日㈬
ところ　スタジオエンゼル（西三
　番町 22-8）ほか
費用　2,300 円（テキスト代含む）
問十和田ファミリー・サポー　　

　ト・センター☎㉕ 0441
【有料広告欄】　　「広報とわだ」に広告を掲載しませんか。申し込み先　総務課広報男女参画係☎51 6702

防災行政無線などによる情報伝
達訓練を実施します

　災害や武力攻撃などに備え、全
国瞬時警報システム（Jアラート）
を用いて全国一斉に実施される情
報伝達訓練を行います。
　現在までに整備した、法量・奥
瀬・沢田地域の防災行政無線（屋
外スピーカー）と戸別受信機（防
災ラジオ）から音声が放送されます。
　また、駒らん情報めーるに登録
している人にも送信されますの
で、実際の災害と間違えないよう、
ご注意ください。
とき　８月５日㈬　午前 11 時
放送される内容
　・上りチャイム音
　・「これは Jアラートのテスト　　
　　です」（３回繰り返し）
　・下りチャイム
問総務課☎51 6703
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指定管理者を募集します
◆ 高清水小学校仲よし会

指定期間 令和３年度～７年度（５年間）
募集要項配布期間 ７月 20 日㈪～８月 24 日㈪
募集要項配布場所 こども支援課
申込期間 ８月 17 日㈪～ 24 日㈪

説明会

とき　８月３日㈪　午後２時
ところ　市役所本館２階会議室１
※公募説明会への参加申込書は、７月　
　29 日㈬午後５時までに提出してくだ
　さい（任意様式での提出可）。

問こども支援課（本館１階8番窓口）☎516717

◆ 洞内小学校仲よし会

指定期間 令和３年度～４年度（２年間）
募集要項配布期間 ７月 20 日㈪～８月 24 日㈪
募集要項配布場所 こども支援課
申込期間 ８月 17 日㈪～ 24 日㈪

説明会

とき　８月３日㈪　午後２時
ところ　市役所本館２階会議室１
※公募説明会への参加申込書は、７月　
　29 日㈬午後５時までに提出してくだ
　さい（任意様式での提出可）。

問こども支援課☎516717

◆ 十和田市民文化センターおよび十和田市生涯学習センター

指定期間 令和３年度～７年度（５年間）
募集要項配布期間 ７月 13 日㈪～８月 14 日㈮
募集要項配布場所 スポーツ・生涯学習課
申込期間 ８月 17 日㈪～ 24 日㈪

説明会

とき　７月 22 日㈬　午前 10 時
ところ　市役所別館３階会議室
※公募説明会への参加申込書は、７月　
　21 日㈫午後５時までに提出してくだ
　さい（任意様式での提出可）。

問スポーツ・生涯学習課（別館３階）☎580184

◆ 四和小学校仲よし会

指定期間 令和３年度～７年度（５年間）
募集要項配布期間 ７月 20 日㈪～８月 24 日㈪
募集要項配布場所 こども支援課
申込期間 ８月 17 日㈪～ 24 日㈪

説明会

とき　８月３日㈪　午後２時
ところ　市役所本館２階会議室１
※公募説明会への参加申込書は、７月　
　29 日㈬午後５時までに提出してくだ
　さい（任意様式での提出可）。

問こども支援課☎516717

◆ 深持小学校仲よし会

指定期間 令和３年度～５年度（３年間）
募集要項配布期間 ７月 20 日㈪～８月 24 日㈪
募集要項配布場所 こども支援課
申込期間 ８月 17 日㈪～ 24 日㈪

説明会

とき　８月３日㈪　午後２時
ところ　市役所本館２階会議室１
※公募説明会への参加申込書は、７月　
　29 日㈬午後５時までに提出してくだ
　さい（任意様式での提出可）。

問こども支援課☎516717

◆十和田市高森山パークゴルフ場等（高森山パー
　クゴルフ場、高森山人工芝多目的グラウンド、
　高森山球技場）

指定期間 令和３年度～７年度（５年間）
募集要項配布期間 ７月 13 日㈪～ 27 日㈪
募集要項配布場所 スポーツ・生涯学習課
申込期間 ８月 17 日㈪～ 24 日㈪

説明会

とき　７月 29 日㈬　午前 10 時
ところ　市役所別館５階会議室
※公募説明会への参加申込書は、７月　
　27 日㈪午後５時までに提出してくだ
　さい（任意様式での提出可）。※募集要項は市ホームページからもダウンロードできます。

※３施設を一括指定管理します。
問スポーツ・生涯学習課☎580187



23 2020年（令和２年）７月号広報

十和田八幡平国立公園写真展　　

　十和田八幡平国立公園で活動す
る環境省職員が、業務の中で撮影
した動植物や絶景の写真を展示し
ます。
とき　７月４日㈯～８月２日㈰
　午前９時～午後９時
ところ　市民交流プラザ「トワーレ」
問十和田八幡平国立公園管理事務所　
　☎75 2728

催 し
奥入瀬渓流ガイド養成講座受講
者募集　　

　奥入瀬渓流の自然の魅力を伝え
る次世代のガイドを育成する講座
を開催します。
期間　８月～ 11 月
内容　①基礎講座　８月２日㈰
②現地研修（バス）　８月９日㈰　　

　③ガイド研修（７～９回）
　　８月～ 11 月
定員　日本語ガイド　20 人
　英語ガイド　10 人
中国語（北京語）ガイド　10 人
※詳しくは奥入瀬自然観光資源研　
　究会のホームページをご覧くだ
　さい。
http://www.oiken.org から申

　し込み
問 NPO法人 奥入瀬自然観光資源　
　研究会☎㉓ 5866
メール　info@oiken.org

これを知ってて観るとおもしろ
い～奥入瀬渓流～　　

　地元の人だから知っていてほし
い、「奥入瀬渓流の自然の成り立
ち」について、地元のネイチャー
ガイドが紹介します。
とき　①７月 17 日㈮
　午後６時 30 分～８時 30 分

　市民の皆さんが行う催しの紹介、サークルなどの会員募集のコーナーです。
費用の記載がないものは無料費用の記載がないものは無料です。掲載希望の団体、サークルの人は市ホーム
ページをご覧ください。

「コナラの森」ホタル観察会
　十和田市の原風景が残っている「コ
ナラの森」水路では、ゲンジボタル
が多数飛翔しています。市内でゲン
ジボタルが見られる数少ないポイン
トです。ご家族などで見にきません
か。
とき　７月 12 日㈰　※小雨決行
　　　午後７時 30 分（集合完了）～９時
ところ　「コナラの森（喜栄の森）」　
　　　　駐車場（三本木一本木沢　
　　　　304 より 50m 先）
持ち物　マスク、懐中電灯、虫よけ
　スプレー、虫取り網・虫かご（観
　察後ホタルは放します）
※現地に直接お越しください。
問どんぐりの森山楽校・小川
☎ 090-9037-4701

公共職業訓練「住宅建築施工科」
９月期受講生募集

　離職された方々の早期再就職を
図るため、木造住宅の施工方法に関
する技能や知識を習得する「住宅建
築施工科」の受講生を募集します。
訓練期間　９月８日㈫～令和３年
　３月２日㈫（６カ月間）
※ 7月 29 日㈬、８月６日㈭の午　

自然ふれあい観察会 2020 参加
者募集

とき　８月 10 日㈪
午前８時 30分～午後３時 30分
集合場所　酸ケ湯公共駐車場
※下山後、谷地温泉から酸ケ湯ま
　でバスで移動。バス料金、時刻
についてはお問い合わせください。
内容　北八甲田・高田大岳登山
対象　中学生以上
最少催行人数　５人
費用　3,000 円
持ち物　昼食、登山装備、雨具
申込期限　８月３日㈪
問自然公園財団十和田支部

　　☎75 2368

②７月 18 日㈯　午後２時～４時
③７月 19 日㈰　午後２時～４時

　（①～③のいずれか）
ところ　①、③市民交流プラザ「ト　
　ワーレ」②市民図書館
定員　①、③各 30 人　② 20 人
※事前に申し込みが必要です。
※詳しくは奥入瀬自然観光資源研　
　究会のホームページをご覧くだ
　さい。
http://www.oiken.org から申

　し込み
問 NPO法人 奥入瀬自然観光資源
　研究会☎㉓ 5866
メール　info@oiken.org

　前 10 時～正午に訓練について
　の説明会を開催します。
訓練場所　青森職業能力開発促進
　センター八戸実習場（八戸市類
　家２丁目７番 40 号）
応募資格　ハローワークに求職の　
　申し込みをしている人
定員　15 人
申込期間　７月 17 日㈮～８月 21 日㈮
※ハローワークへ申し込みください。
※受講料は無料ですが、別途テキ
　スト代などがかかります。
問青森県職業能力開発促進センター
　八戸実習場☎ 0178・73・5535

　　　　伝統文化親子教室
日本舞踊（三味線・小鼓）親子
体験講座募集
　日本舞踊、三味線、小鼓などが楽
しく体験できます。
とき　７月 25 日、８月８日・22 日、
　　　９月 12 日・26 日、10 月３日
　　　（いずれも土曜日）　
　　　午後１時 30 分～３時
対象　幼児（４歳）～小学６年生ま
　　　での子どもと保護者（子ども
　　　だけの参加も可）
定員　20 人
持ち物　浴衣、帯、腰ひも（２本）、
　　　　足袋（レンタルあり）
※申し込みは随時受け付けています。
※場所は申し込み時にお知らせします。
問花すず会・三浦
☎ 090-2277-9023



Ｎ

名　称　　市民交流プラザ「トワーレ」
所在地　　稲生町18番33号
休館日　　12月29日～１月３日（年末年始）
　　　　　※保守点検などの臨時休館あり
開館時間　午前９時～午後９時
駐車場　　午前８時～午後10時
　　　　　（時間外の入出庫はできません）

市民交流
プラザ

P

旧国道４号旧国道４号

十和田観光電鉄㈱本社十和田観光電鉄㈱本社

ス
ー
パ
ー
ホ
テ
ル

ス
ー
パ
ー
ホ
テ
ル
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▲野菜料理研究家の伊賀るり子さん（中央）
　による「おいしい十和田料理教室」

▲「親子ふれあいスペース」には
　積み木や輪投げなど木製のおも
　ちゃがあり、親子で楽しく遊べ
　ます

▲「プレイルーム」は木のぬくもりを感じられる丘状の遊具のほか、「ままごとセット」や「ソフトブロック」などで遊ぶことができます

▲市長から来館100万人目の子どもに
　花束贈呈
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№ 施設の名称 収容人数など 用　　途

多目的研修室１ 24人 陶芸、七宝焼、会議など

多目的研修室２ 50～60人
一体使用が可能。展示会、研修会、講演会、会議など

多目的研修室３ 20人

スモールオフィス 18区画 デスクワークの場として１区画ごとに机・椅子・ロッカー（各１）を提供。
※使用料の負担あり。使用方法など詳しくはお問い合わせください。

展示室 20～30人 展示会、会議、ダンスレッスンなど

プレイルーム 30人 小学校１～３年生程度を対象とした遊びの場。※普段は一般開放

親子ふれあいスペース 12組 乳幼児を対象とした親子のふれあいを深めるスペース。※普段は一般開放
授乳室、おむつ替え室、トイレを設置。

キッチンスタジオ 24人 料理教室のほか、会議、ミーティングなどにも使用可能。

和室１ 21畳

一体使用が可能。日本舞踊、華道、茶道、囲碁・将棋、会議、研修会など和室２ 14畳

和室３ 14畳

　市民交流プラザ「トワーレ」は
「みちと広場を融合させたにぎわい
の広場」をコンセプトに、国立競技
場（東京）の設計にも携わった建築
家の隈

くま

研
け ん ご

吾さんの設計により平成26
年10月にオープンしました。
　これまで、子どもから高齢者まで
幅広い年代の方々に利用され、市民
の交流が生まれる場となっています。
　施設は会議や講習会、サークル活
動、イベントなど、さまざまな用途
で利用することができます。

問市民交流プラザ「トワーレ」☎585670

※スモールオフィス以外、原則として施設の部屋代は無料です。ただし、冷暖房期間（７月～９月、11月～３月）と、その期間外でも冷暖房を使
　用する場合や営利目的での利用、入場料などを徴収する場合は有料となります。また、所定の備品を使用する場合は別途使用料がかかります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、収容人数など一部制限を設けています。詳しくはお問い合わせください。

動、イベントなど、さまざまな用途
で利用することができます。

総合案内総合案内



【一般図書】

特別な道具や材料
が揃わなくても、
すぐに作れて、誰
もができる、おや
つの簡単なレシピ
を伝説の家政婦・志麻さんが紹介。カス
タードプリンやチーズケーキから、ク
レープ、タルトタタンまで全58品を収録。

志志
し まし ま

麻麻さんの気軽に作れるさんの気軽に作れる
極上おやつ極上おやつ
マガジンハウス
志麻‖著

保存容器と電子レンジでできる保存容器と電子レンジでできる

アイスクリームアイスクリーム＆＆シャーベットシャーベット
主婦の友インフォス
主婦の友社
木村 幸子‖著
生クリーム・白砂糖・ゼ
ラチン、不使用。保存容
器に入れてまぜたら、電
子レンジで温めて、冷凍するだけ。特別
な道具も材料も必要ないのに、上品で本
格的なおいしさのアイスクリーム＆
シャーベットのレシピを紹介。

おうちで作るおうちで作るPALETASPALETAS
フローズン・フルーツバーフローズン・フルーツバー
河出書房新社
PALETAS‖著
ジュースを固めるだ
けのアイスバーはも
う卒業！フローズン・
フルーツバー専門店
のPALETASが、カラ
フルでかわいくて、
家庭でも果実のリッ
チな味わいが楽しめるレシピを紹介。

【児童図書】

市販品を利用して、
お菓子を簡単に作ろ
う！ゼリーの素やグ
ミを使った天の川ゼ
リーなど、夏のスイー
ツの作り方とラッピング方法を紹介。
100円ショップで見つかるラッピング
グッズも掲載。

10分スイーツ＆100円ラッ10分スイーツ＆100円ラッ
ピング　夏ピング　夏
理論社
まちやま ちほ‖著

フェルトとウールで
作る「うさぎのおひ
なさま」、ペーパー
クラフトで作る「海
のモビール」など。
「切る」「貼る」「編む」「手ぬい」な
ど、ミシンなしで作れる、かわいい春・
夏の手芸作品を紹介。

ミシンなしでかんたん！ミシンなしでかんたん！
かわいい手芸　春・夏かわいい手芸　春・夏
理論社
C・R・K design‖著 「はなちゃん、ご

はんのおてつだい
してくれる？」今
日はカレーライス。
野菜を洗ったり、
ごはんをよそったり、テーブルの上を片
付けたり。次は、なにしよう？ はなちゃ
んのおてつだいを、めくって楽しむ当
てっこ遊び絵本。

いろいろおてつだいいろいろおてつだい
小学館
えがしら みちこ‖作

夏の「おうち時間」を楽しく過ごすためにお薦めの本を紹介します。夏の「おうち時間」を楽しく過ごすためにお薦めの本を紹介します。ＢＯＯＫ

夏休み中に行われる催しを紹介します。夏休み中に行われる催しを紹介します。ＥＶＥＮＴ

子ども司書養成講座
　図書館の仕事を学び、友達や家族に読書
の楽しさや素晴らしさを伝える「子ども司
書養成講座」の受講者を募集します。
内容・とき
　◇「図書館の仕事について学ぼう！」
　　７月 25 日㈯
　　▶午前の部（午前 10 時～正午）
　　▶午後の部（午後１時 30 分～３時 30 分）
　　※午前、午後の部いずれも同じ内容です。
　◇子どもビブリオバトル（※）
　　 「お気に入りの本を紹介しよう！」
　　▶７月 26 日㈰　午前 10 時～正午
ところ　市民図書館　多目的研修室
対象　市内の小学４年～６年生
定員　各回 10 人（先着順）
申込期限　７月 12 日㈰
　※子どもビブリオバトル受講者は紹介し
　　たい本を１冊決めて申し込みください。

夏休みおはなし会
絵本の読み聞かせや紙芝居、音楽など

楽しい「おはなし会」です。
とき　８月２日㈰
　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
ところ　市民図書館　多目的研修室
対象　幼児や小学生
　※「㈵十和田ＮＰＯ子どもセンター・ハピ
　　たの」の協力により実施します。
　※事前の申し込みは不要です。

問親子読書会「わっこの会」：木村
　☎090-7324-8742

読書感想文の書き方講座
　読書感想文を書くための基本的なことや
コツを教えます。
とき ８月３日㈪、４日㈫
　　　※両日とも午後１時 30 分～３時
ところ　市民図書館　多目的研修室
対象　３日：市内の小学１年～３年生
　　　４日：市内の小学４年～６年生
定員　３日：15 人※１年生のみ保護者同伴
　　　４日：20 人　（両日とも先着順）
持ち物　▶筆記用具
　　　　▶読書感想文を書くための本
申込期限　７月 15 日㈬
主催　親子読書会「わっこの会」

※子どもビブリオバトルとは、発表者がお気に
　入りの本を紹介し合い、参加者全員で「どの
　本が１番読みたくなったか」を投票し、最多
　票を集めた『チャンプ本』を決めるイベント。

問市民図書館☎㉓7808問市民図書館☎㉓7808

【特別展示】おうちですごそう！
本のおたのしみ袋

　図書館では「おうち時間」に読んでほし
いお薦めの児童図書３冊を詰め合わせた「本
のおたのしみ袋」を各回 15 袋限定で展示・
貸し出しします。
　おうちで過ごす時間が多くなりそうな夏
休み。この機会に新しい本と出合ってみま
せんか。
とき　①７月 24 日㈮～、②８月１日㈯～
対象　幼児～小学生
貸出方法　子どもたちが「これだ！」と思っ
　た「おたのしみ袋」を一つカウンターま
　でお持ちください。
　※おたのしみ袋の中身は分からないよう
　　に展示しています。
返却方法　返却期限までにカウンター、返
　本ポストに返却ください。
　※おたのしみ袋が
　　無くなり次第、
　　終了します。

が
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７月の健康カレンダー
◉乳幼児健診など
▶問診票・母子健康手帳を持参してください。

内容 受付時間 ところ・問い合わせ
◆４か月児健診
対象者には個別通知します

７日㈫・28日㈫
※バスタオル持参

保健センター
問健康増進課
☎516792

◆１歳６か月児健診
対象者には個別通知します

８日㈬・29日㈬
※バスタオル持参

◆２歳児発達健診
対象者には個別通知します ９日㈭・27日㈪

◆３歳児健診
対象者には個別通知します

21日㈫・30日㈭
※バスタオル持参

◆子どものこころの相談
小・中・高校生

16日㈭14：00～
※８日㈬までに要予約

◆ほっとマミーサロン
（ほっとマミーサロンの内容
　を「講話＆交流会」から
　「個別支援」に変更して開
　催します）

妊婦と生後８カ月までの乳児
をもつお母さんとお父さん

※産前産後ケアコースは女性
　限定
※開催日の１カ月前から予約
　を受け付けします。

いずれも
13：30～15：30
◆産前産後ケアコース
13日㈪「スキンケア」
８月11日㈫
「おっぱいケア」
◆ベビーケアコース
６日㈪「ベビー計測」
８月３日㈪
「ベビーマッサージ」
◆親子ふれあいコース
20日㈪
「エプロンシアター」

◆パパママ教室
妊婦とその夫
（「個別支援」に変更して開
　催します）

27日㈪・29日㈬
13：30～15：30
「沐

もくよ く

浴・妊婦疑似体験」

◉各種相談
内容 受付時間 ところ・問い合わせ

◆こころの相談
心の悩み、不眠、もの忘れ、
お酒のことなど気がかりの
ある人・家族

８月５日㈬
14：00～15：00
※８月３日㈪まで要予約 保健センター

問健康増進課
☎516791◆栄養相談

栄養・食生活に関する相談
を希望する人

８月６日㈭
９：30～・13：15～
※８月４日㈫まで要予約

◆療育相談
首すわり、おすわり、歩き
始めが遅い気がするなど発
育や発達について心配のあ
るお子さんの家族

22日㈬※要予約
▶継続の人
　９：30～10：30
▶新規の人
  10：30～11：00

上十三保健所
問☎㉓4261

◆もの忘れ相談
もの忘れや認知症の不安が
ある 65 歳以上の人・家族

15日㈬
14：00～15：00
※10日㈮まで要予約

市役所本館２階会議室１
問高齢介護課
☎516720

◆Ｂ型・Ｃ型肝炎検査
過去にＢ型・Ｃ型肝炎ウイ
ルス検査を受けたことがな
い人

７日㈫・21日㈫※要予約
13：00～13：30 上十三保健所

問☎㉓4261◆精神保健福祉相談
心の悩みや病気に関する相
談を希望する人

15日㈬※要予約
13：00～14：00

◆まちなか健康相談
心や体のことを相談したい
人

２日㈭・19日㈰
９：30～15：00
※19日㈰は血管年齢測
　定は実施しません。

　市民交流プラザ「トワーレ」
　 問健康増進課
       ☎516791

◆エイズに関する相談
感染の心配やエイズに関す
る相談を希望する人

７日㈫・21日㈫※要予約
13：30～14：30

上十三保健所  エイズ専用
問☎㉓8450※３歳児健診の問診票一式は事前に郵送しています。

※１歳６か月児・２歳児・３歳児健診の対象者は、歯みがきを済ませてか
　ら受診してください。
※発熱や体調不良のときは、翌月以降に受診してください。
※保健センター駐車場が満車の場合は、東側の駐車場をご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日程が変更となる場合
　があります。

問健康増進課☎516790◉献血のお知らせ
実施予定日 時　間 場　所

７日㈫
10：00～12：00 青森県十和田合同庁舎
13：30～16：00 十和田済誠会病院

24日㈮
10：00～12：00

イオンスーパーセンター十和田店
13：30～16：00

　市では、６月中旬に対象となる人へ、がん検診無料
クーポン券を送付しています。クーポン券が届いた人
は、この機会にぜひ受診しましょう。

子宮頸
けい

がん・乳がん検診は早めに受診しましょう

対象　令和２年４月20日現在、市内に住所を有する人
①子宮頸がん検診
　20歳の女性のうち、令和元年度に市が実施した子宮
　頸がん検診を受診していない人
②乳がん検診
　40歳の女性のうち、令和元年度に市が実施した乳が
　ん検診を受診していない人
（※年齢はいずれも、令和２年４月１日現在の年齢）
有効期限　令和３年３月31日㈬

問健康増進課☎516790
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新型コロナウイルスを想定した

「新しい生活様式」における熱中症予防

　①屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保でき
　　る場合にはマスクを外す。
　②マスクを着用している場合には、負荷のかかる作業や
　　運動は避ける。
　③冷房時でも換気扇や窓の開放により換気を
　　する。室内温度が高くなるので、エアコン
　　の温度設定を小まめに調整する。
　④日頃から体温測定、健康チェックをし、体
　　調が悪いときは無理せず自宅で静養する。
　⑤高齢者、子ども、障害者の方々は熱中症になりやすい
　　ので、周囲の見守りと積極的な声掛けをする。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

　①室内の温度・湿度を小まめに確認
　②涼しい服装を心掛け、外に出る際は日傘や帽子を活用
　③喉が渇く前に小まめに水分補給し、
　　多くの汗をかいたときは塩分も補給
　④暑くなり始めの時期から適度に運動し、
　　体が暑さに慣れるようにする。

従来からの熱中症予防の徹底



７月の市民無料相談
内　容 日　時

◆行政相談
行政機関などの業務に対する苦
情、意見、要望などの相談

６日㈪・20 日㈪
６日は西コミュニティセンターでも開催
しています。
午後１時～３時

◆人権相談
いじめや差別、家庭内や隣近所と
のもめごとなどの相談

10 日㈮
午後１時～３時

◆法律相談（定員７人）
相続、離婚、借金などの相談

22 日㈬　午後１時～４時
※ 15 日㈬午前９時から予約開始

◆司法書士相談（定員４人）
登記、相続、借金などの相談

16 日㈭　午後１時～３時
※９日㈭午前９時から予約開始

◆不動産相談（定員４人）
不動産の売買・賃貸借などの相談

９日㈭　午後１時～３時
※２日㈭までに要予約

◆くらしとお金の相談
多重債務、生活資金などの相談

８日㈬　午前 10 時～午後４時
※前日までに要予約

◆法テラス青森（定員６人）
借金・離婚・労働問題などの相談
（法律相談）※資力基準に該当す
る人

14 日㈫・28 日㈫　
午後１時～４時
※予約先☎ 050 -3383-5552

◆消費生活相談
悪質商法、架空請求、製品事故な
どの消費生活の相談

毎週月～金曜日
午前８時 30分～午後４時 30分
※相談前に要予約

◆交通事故相談　
交通事故による損害賠償、示談な
どの相談

21 日㈫　
（予約があった場合に開催）
※予約先県庁☎ 017-734-9235

ところ　まちづくり支援課（本館 1階12番窓口）市民相談室
※予約は電話でも受け付けしています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止
　や電話相談とする場合があります。詳しくは、市ホー
　ムページをご覧いただくかお問い合わせください。
問まちづくり支援課☎51 6777

７月 31 日㈮が納期限（口座振替日）です
市税等は納期限内に納めましょう

固定資産税第２期／国民健康保険税第１期
介護保険料第１期／後期高齢者医療保険料第１期

＜＞…開始時間その他の催し

２㈭ ▶おしゃべりサロン「クローバー」<①10：00・②13：30>
　～保健センター（問健康増進課☎516791)

４㈯
▶紙しばい倶楽部とわだ「紙芝居」<10：30>～市民図書館
　（問市民図書館☎㉓7808）
▶こころのふれあいサロン・おあしす<10：00>～市民交流　
　プラザ「トワーレ」（問健康増進課☎516791）

10㈮ ▶精神障害者家族会「とわだ家族会」<10：00>～保健セン
　ター（問健康増進課☎516791)

11㈯
▶話しのサロン・こころの広場ルピナス<10：00>～市民交流
プラザ「トワーレ」（問健康増進課☎516791）（25日も開催）

▶語りの会・こま草「おはなしのゆうびんやさん」<10：30>
　～市民図書館（問市民図書館☎㉓7808)

13㈪ ▶三本木霊園無縁物故者供養祭<10：00>～三本木霊園
　（問まちづくり支援課☎516726)

18㈯ ▶わっこの会「読み聞かせ」<10：30>～市民図書館
　（問市民図書館☎㉓7808)

25㈯ ▶語りの会・こま草「おはなしのゆうびんやさん」<①10：
　30・②14：00>～市民図書館（問市民図書館☎㉓7808)

内　容 日　時

◆出張年金相談
年金の無料相談

30 日㈭　午前 10 時～午後３時
※要予約（予約があった場合に開催）
※予約先　八戸年金事務所
☎ 0178-44-1742

ところ　市役所本館２階会議室２
問八戸年金事務所☎ 0178 44 1742　市民課☎51 6753

問健康増進課☎51 6790休日当番医

５日㈰ とわだ耳鼻いんこう科医院（西十一番町22-11） ☎㉕3341

12日㈰ 泉山内科（相坂字小林140-1） ☎㉕1881

19日㈰ 高松病院（三本木字里ノ沢1-249） ☎㉓6540

23日㈭ えとクリニック（東一番町２-23） ☎㉕2525

24日㈮ 藤原内科（三本木字北平115-8） ☎㉔0770

26日㈰ 十和田東病院（三本木字里ノ沢1-247） ☎㉒5252

▶診療時間：午前９時～午後５時　※詳しくはお問い合わせください。

市税等の納付・相談のために窓口開設時
間を延長します
とき　毎週月・金曜日（祝日を除く）
　　　午後５時 15 分～６時
ところ　収納課（本館１階7番窓口）
※本館北側休日夜間出入り口からお入りください。
問収納課☎51 6761

手 話

拳をこめかみから下へ移動させ、両手人差し指を
曲げます。

　　　　　 を覚えよう（第２回）
　市民の皆さんに手話が身近な言語となるよう、手話単語
を紹介します。

今
月
の
手
話
単
語
は

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
で
す
。

① ② ③

市街地循環バス・西地区シャトルバス

詳しくはQR
コードから
ご覧ください。

人口と世帯
令和２年５月末

現在

区分 人・世帯数 前月比 前年比
人口 　60,620人 －37人 －572人
男 　29,081人 －8人 －226人
女 　31,539人 －29人 －346人
世帯 27,770世帯 ＋7世帯 ＋149世帯
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７月の運休日
　　なし

毎日運行

市では、昨年12月に「十和田市手話言語条例」を制定
しました。
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