鶴田町奨学生を

２万円以内）
▽利息
無利息
▽必要書類
（本人）
奨学生願書・推薦調書・
合格通知書
（世帯）
所得証明書・納税証明書
（連帯保証人）
印鑑証明書・所得証明書・
納税証明書
▽募集期限
令和３年３月中旬
▽決定通知
令和３年４月上旬
■問い合わせ先
教育委員会 学務総務班
（内線２１４）

成人式レンタル衣装
キャンセル料を町が
助成します
町では、令和２年度鶴田町成
人 式 を 中 止 に し た こ と に よ り、
成人式で着用するレンタル衣装
のキャンセルに伴う費用負担が
発生した新成人に対し、レンタ
ル衣装キャンセル料助成金を支
給します。
対象者にはすでに書類を郵送
していますが、書類の紛失また
は書類が未達の方は、町ホーム
ページからダウンロードしてい
ただくか教育委員会までご連絡
ください。
■問い合わせ先
教育委員会 社会教育班
（内線２１１・２１２・２１５）

農業用免税軽油使用
者証・免税証の交付
申請仮受付
令和３年４月から使用する農
業用免税軽油使用者証・免税証
の交付申請を次のとおり仮受付
します。希望される方は必要書
類をそろえ、申請してください。
なお、令和３年度税制改正に
より免税軽油制度が継続されな
い場合は、免税証は交付できま

せん。制度が継続された場合に、
仮受付を行った方に免税証を４
月上旬に交付する予定ですの
で、あらかじめご了承ください。
また、新型コロナウイルス感
染症予防のため、マスク着用等
のご協力をお願いします。
▽日時
令和３年１月４日（月）～
１月 日（金）
午前９時～午後３時まで
▽場所
五所
 川原合同庁舎 県税部内
▽必要書類等
①印
 鑑（認め印）
②耕作
 証明書（各市町の農業
員会で発行したもの）
③免税
 軽油使用者証（初めて
申請する方を除く）
④返信用郵便切手４１４円分
⑤使用機械の譲渡証明書
（初
 めて申請する方および使
用者証登録機械に追加のある
方のみ）
⑥県証紙４００円分
（初
 め て 申 請 す る 方、 使 用 者
証の有効期限が切れる方、使
用者証登録機械に変更のある
方、使用者証を紛失した方）
※その
 ほか、必要書類等に関す
るお問い合わせは、左記の連
絡先までお電話ください。
■問い合わせ先

西北地域県民局 県税部課税課

ＴＥＬ ０１７３（ ）２１１１

口座振替を利用していない方は、手
続き簡単で便利な口座振替のご利用を
ご検討ください。

募集します
町では、人材育成を図るため、
鶴田町民のお子さんが高等学校
や高等専門学校、短期大学、大
学などに入学予定および在学中
の学生で、経済的な理由により
修学が困難な方を対象に、奨学
金を貸与しております。
令和３年４月からの奨学生を
次のとおり募集します。希望さ
れる方は、教育委員会までお申
し込みください。
※所得額などにより、貸与が受
けられないこともあります。
▽貸与額（新型コロナウイルス
感染症特例期間）
月額５万円以内（高等学校は

町では、町民の皆さんの行政に対す
る意見や要望、日頃生活する上での困
り事など、さまざまな内容の相談を受
けるための行政相談と人権相談を行っ
ています。
２月の相談日は次のとおりです。
■期
日 ２月10日（水）
■相談時間 午前10時〜午後３時
■場
所 国際交流会館１階102研修室

子どもの悩みや心配事の相談を電
話で受けています。秘密は厳守しま
すので、お気軽にご利用ください。
■相談先
教育委員会（内線210）
■相談日時
月〜金曜日
午前８時30分〜午後４時30分
（土日、祝祭日、年末年始を除く）

○上下水道料金 1月分 【１/21(木）
】
○町営住宅使用料 1月分【１/25(月）
】
  
○後期高齢者医療保険料 ７期
【２/ １(月）
】
※【
】納期限日

行政・人権相談

教育相談電話

１月の町税等納期

29

34

10

2021年（令和３年）
１月号

を無料で行っております。電話
やＷｅｂによる就職相談、ネッ
相続登記について
トで簡単に求職登録ができます。
無料相談会開催
福祉の仕事をお探しの方はお
問い合わせください。
司法書士会では、毎年２月を
■問い合わせ先
「相続登記はお済みですか月間」
青森県福祉人材センター
と定め、相続登記の手続を促す
Ｔ
ＥＬ ０１７（ ）００１２
啓発活動の一環として、相続登
弘前福祉人材センター
記および法定相続情報証明制度
ＴＥＬ ０１７２（ ）１８３０
に関する無料相談会を実施して
おります。
入湯税の使いみち
▽相談内容
相続登記・法定相続情報証明
制度
入湯税は、地方税法に基づき、
▽相談期間
環境衛生施設、鉱泉源の保護管
令和２年２月１日～２月 日
理施設その他消防活動に必要な
（土・日・祝日を除く）
施設の整備ならびに観光の振興
▽相談場所
に要する費用に充てるため、鉱
青森県内の各司法書士事務所
泉浴場（温泉施設）における入
※ご相
湯行為に課税する目的税（使い
 談をスムーズに対応させ
ていただくために、事前に各
みちが決まっている税金）です。
司法書士事務所へご相談のご 【令和元年度入湯税の使途】
予約をお願いします。
令和元年度の入湯税の決算額
▽費用
は「 万１千円」となっており、
初回相談無料（２回目以降や
「 観 光 振 興 費 」 と し て「 富 士 見
具体的な手続きは有料）
湖パーク周辺整備費用」に全額
■問い合わせ先
充当されました。
青森県司法書士
ＴＥＬ ０１７（ ）８３９８

福祉のお仕事へ

ようこそ！

青森県福祉人材センターバン
クでは福祉のお仕事の職業紹介

776
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乳 幼 児
健康診査

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」

乳幼児健康診査について
新型コロナウイルス感染症対策の
ため、以下の乳幼児健診については
対象となる方に、個別にご連絡いた
します。
【４か月児健康診査】
・月 日 ２月３日（水）
・対 象 令和２年９月生
【10か月児健康診査】
・月 日 ２月３日（水）
・対 象 令和２年３月生
【７か月児健康相談】
・月 日 ２月４日（木）
・対 象 令和２年６月生
【３歳児健康診査】
・月 日 ２月24日（水）
・対 象 平成29年５月～７月生

【有料広告】
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新型コロナウイルス
感染症について

○人 との距離や換気を心がけましょ
う。
○手洗い・マスクの着用などを徹底し
ましょう。
○感染防止にご協力をお願いします。
≪発熱などの症状がある場合の相談・
受診方法について～ 12 月 1 日から
変わりました～≫
★かかりつけ医がいる方
・まずは、かかりつけ医等に電話相談
・かかりつけ医等、相談先の医療機関が
対応可能の場合：指定された時間に受診
対応不可の場合：他 の診療・検査医療
機関を案内
★かかりつけ医がいない方
県コールセンター（新型コロナウイ
ルス感染症コールセンター）に電話相談
TEL：0120-123-801
フリーダイヤル、24 時間受け付けま
す（土日・祝日含む）

777

★新型コロナウイルス感染症患者と
接触したなど、心当たりがある方
受診・相談センター（五所川原保健所）
に電話相談
TEL：0173-34-2108
※医療機関を受診する際は、マスク
を着用してくださるようお願いし
ます。
《その他相談窓口》
【感染について心配な方】
・厚生労働省電話相談窓口
TEL：0120-565653
・受診・相談センター
（五所川原保健所）
TEL：0173-34-2108
【健康面・予防方法
について心配な方】
・県コールセンター
TEL：0120-123-801
・役場 健康保健課
TEL：22-2111
■問い合わせ先
健康保険課 健康長寿班
（内線131、132、133、136）

こちら町の情報局

本を安心して借りられるように

図書除菌機を設置しました

公民館図書室を利用する皆さんが安心して本を楽しめるように図書除菌機を設置しました。
除菌機は無料でご利用いただけます。

除菌機の特徴 ・本の下から風をあて、ページ間に挟まったホコリ、髪の毛、フケなどを除去します。
・本を開いた状態で紫外線を照射し、ページの中まで除菌します。
・消臭抗菌剤を循環させ、たばこ臭、ペットのにおいなどをとります。
※１度に６冊の本を30秒で除菌することが可能です。

〈新刊のご案内〉

本屋大賞、芥川賞、直木賞受賞作品も取りそろえまし
た。
県立図書館からは2020 第25回日本絵本賞セットや、
ささまざまなジャンルの本を定期的に100冊借りてきて
おりますので、こちらもぜひご利用ください。

～ 一般図書 ～

・
『流浪の月』／凪良ゆう（2020本屋大賞受賞）
・
『首里の馬』／高山羽根子（2020上半期芥川賞受賞）
・
『破局』／遠野遥（2020上半期芥川賞受賞）
・
『少年と犬』／馳星周（2020上半期直木賞受賞）
■問い合わせ先
鶴田町公民館 TEL：0173-22-2818

△公民館図書室に導入された図書除菌機

介護保険要介護認定者高齢者

「障害者控除対象者認定書」を交付します

身体障害者手帳等の交付を受けていない要介護認定高齢者の方を対象に、申請により、身体障害者等
に準ずる方として、障害者控除対象者認定書を交付します。
認定書の交付を受けることにより、本人または扶養する親族の方が、所得税・住民税の申告をする時に、
障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
申請の際は、介護保険被保険者証または身元を確認できるものをお持ちください。

●対象となる方

 次の基準のいずれかに該当する場合に認定を行います（障害者控除の適用を受ける年の12月31日現
在の要介護認定状況に基づく）
。
○障害者に準ずる方の認定基準
要介護１以上に認定されており、かつ要介護認定資料の主治医意見書に記載されている
・障害高齢者日常自立度がＡ以上の方
・認知症高齢者日常自立度がⅡ以上の方
○特別障害者に準ずる方の認定基準
要介護４以上に認定されており、かつ要介護認定資料の主治医意見書に記載されている
・障害高齢者日常自立度がＢ以上の方
・認知症高齢者日常自立度がⅢ以上の方

■問い合わせ先
健康保険課

国保介護班

TEL：0173-22-2111（内線143）

【有料広告】
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●

誕生おめでと
う
!!

家族からのメッセージ

令和２年１０月に出生届けがありました赤ちゃんをご紹介します。

大雅（たいが）くんへ

希乃（のの）ちゃん へ

お姉ちゃんに負けず、元気い
っぱい強くたくましく育って
ね！

元気に生まれてきてくれてあ
りがとう。これからもニコニ
コ笑顔でみんなを癒してね♥
一戸 勝・唯奈さん(山道）

神田 剛・成美さん(鷹ノ尾）

琳孔（りんく）くんへ

玲羅（れいら）
ちゃんへ

姉さん達と仲良く元気いっぱ
い育ってね！

2人のお兄ちゃんと仲良く元
気に育ってね♥

長内 弘幸・美穂さん(鶴泊）

小山内 健・舞さん(沖）

Vol.30（筆：川口翔大）

明けましておめでとうございます。
今回は僕の活動についてお話し
ていこうと思います。
先日、広報にも取り上げていただいた餃子の試食会イベントは、僕自
身が町民の皆さまとつながるとともに、移住希望者である餃子製作者
の藤田さんを町民の皆さまとつなぐことを狙いとしました。
コロナ禍
でのイベント開催は、やり方や告知の範囲など特に気を使いますが、今
後も時勢に合ったやり方を模索して企画していこうと思います。
また餃子試食会の後、餃子の販売会を行いました。
好評をいただき藤
田さん自身も鶴田町への移住に手ごたえを感じていました。
現在は次の企画に向け、県外の協力者と打ち合わせをしたり、地域お
こしのセミナーなどに参加したり、地域イベントのお手伝いをしてい
ます。
企画の形が整いましたら皆さまにもお伝えしていきますのでよ
ろしくお願いします！
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△餃子の完売に笑顔を見せる川口さん
川口さんの SNS

Twitter

facebook

地域おこし協力隊の
活動内容は、SNS・町
ホームページでも確認
することができます。

