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８月３日県道14号から道の駅いまべつへ入る道路陥没８月３日県道14号から道の駅いまべつへ入る道路陥没

国道280号山崎地区与茂内間で土砂崩れが２回発生。国道280号山崎地区与茂内間で土砂崩れが２回発生。
外ヶ浜町平舘地区でも土砂崩れが発生したため、大泊地区、袰月地区、砂ヶ森地区、奥平部地区が外ヶ浜町平舘地区でも土砂崩れが発生したため、大泊地区、袰月地区、砂ヶ森地区、奥平部地区が
一時孤立した。左側が１回目８月12日早朝に崩れた場所。右側が13日未明に崩れた場所。一時孤立した。左側が１回目８月12日早朝に崩れた場所。右側が13日未明に崩れた場所。

８月  記録的豪雨が町を襲う
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今月の話題

▲奥津軽いまべつ駅、駅前ロータリー、屋内駐車場冠水

▲浜名バイパス青函トンネル入口広場付近土砂崩れ

▲袰月地区七曲がり土砂崩れの

　土砂が民家を直撃      

▲二股地区上股川が決壊し、大量の水が

　ガラスハウスを襲った

８月３日線状降水帯による被害状況
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今月の話題

▲青山副知事視察現場 ▲現場写真を見る青山副知事（中央）

　その右隣が阿部町長と福士県議会議員

８月３日線状降水帯による被害状況

　８月３日未明、青森県で初めて線状降水
帯が発生した。
　今別町では８月の平均降水量154mm
（1991～2020年）の３分の１にあたる
53mmが１時間のうちに降り、１日あたり
129mmという今まで経験したことのない
降水量となった。
　一時的に県道14号や国道280号が土砂
崩れにより通行止めとなり、さらに田畑も
冠水するなど様々な被害が発生した。

　８月７日、青山副知事が被害状況を確認するため今別町を訪れた。県道14号から道の駅いまべ
つへ繋がる道路の陥没部分で、阿部町長と福士県議会議員と共に青森県土整備部から被害の説明を
受けた。

８月３日役場の動き

3：45 大雨警報発表（気象庁）

4：00 土砂災害警戒情報発表（県・気象庁）

4：05 災害警戒本部設置
大泊避難所開設依頼

4：30 町内パトロール開始

4：50 避難指示発令

5：00 消防団出動

5：40

避難所開設
　今別小学校・二股福祉会館
　大泊文化会館・袰月会館
　多目的集会所・奥平部会館

6：15 高齢者一人暮らし世帯安否確認

6：20 警戒本部から対策本部へ引上げ

11：40 土砂災害警戒情報解除（県・気象庁）

16：08 大雨警報解除（注意報へ引下げ）

16：45 避難指示解除・全避難所閉鎖

18：20 対策本部解散

８月３日被害まとめ

人的被害 なし

建物被害

一部損壊 住　家　１棟

床上浸水 住　家　１棟

床下浸水
住　家　６棟
非住家　１棟

○青山副知事、被害状況確認のために来町
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今月の話題

８月９日〜12日の記録的豪雨による　　被害状況

▲折れて川に落下した水道管。

▲山崎地区の急傾斜。民家裏が広範囲にわたり大きく崩落した。

８月23日に青山副知事が被害状況の確認

のため今別町を訪れた。国道280号山﨑
地区与茂内間の大きく崩れた斜面の前

で、阿部町長、福士県議会議員と共に県

土整備部から説明を受けた。

阿部町長は青山副知事に「与茂内の住民

だけではなく、七曲がりで土砂崩れが発

生した袰月地区の住民も怖がっている。

安心安全な道路の確保をお願いします」

と訴えていた。 

▲

▲12日早朝。二股地区県道14号から道の駅いまべつへ入る

　道路（今別側）付近で水道管が通る橋が破損。

　破損した影響で12日早朝から二股地区が断水した。

　左側の写真は破損した部分の拡大写真。
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今月の話題

８月９日〜12日の記録的豪雨による　　被害状況

▲山崎バイパスの歩道が大きく陥没。
　陥没側の車道にもひびが入っているため、
　片側交互通行となっている。（８月16日現在）

　８月９日から12日まで、またも記録的豪
雨が町を襲った。
　３日の豪雨では町内でライフラインに影響
が出た場所はなかったが、今回の豪雨では二
股地区で水道管が破損し断水が発生した。
　山﨑地区与茂内間では土砂崩れが２回発生
し、外ヶ浜町平舘地区でも大きな土砂崩れが
発生しているため、大泊地区、袰月地区、砂ヶ
森地区、奥平部地区の住民が一時孤立した。
　お盆の時期だったため、奥平部地区の町民
は「買い物に行けないとお盆の準備もできな
い」と嘆いていた。
　12日の朝と13日未明に発生した与茂内の
土砂崩れは、どちらも午前中に通行止めが解
消した。

８月９日〜13日の役場の動き

９
日

16：10 災害警戒本部設置
二股福祉会館避難所開設

16：42 大雨警報発表（気象庁）
17：00 災害対策本部へ引上げ
17：08 土砂災害警戒情報発表（県・気象庁）
17：25 全ての避難所を開設
18：45 各避難所へ職員２名ずつ配置
20：50 46世帯73名が避難

10
日

4：00 土砂災害警戒情報解除（県・気象庁）
4：22 大雨警報解除（注意報へ引下げ）
6：00 各避難所閉鎖
6：30 災害警戒本部へ引下げ
16：46 大雨警報発表（気象庁）
17：05 土砂災害警戒情報発表（県・気象庁）

17：30

避難所開設と避難指示発令
　村元集会所・八幡町集会所
　多目的集会所・奥平部会館
　海峡の家ほろづき・大泊文化会館

17：50 開設済避難所へ職員２名ずつ配置
18：00 災害対策本部へ引上げ

18：54 全避難所開設
一部避難所を除き職員２名ずつ配置

22：00 31世帯51人が避難

11
日

6：20 避難者帰宅したため
開設したまま職員が引き揚げ

19：00 各避難所へ職員を２名ずつ再配置
22：00 25世帯40人が避難

12
日

5：45 与茂内で土砂崩れが発生
国道280号通行止め

11：45
国道280号通行止め解除
災害警戒本部へ引下げ
避難指示解除・全避難所閉鎖

17：10 土砂災害警戒情報解除（県・気象庁）

13
日

1：08 大雨警報解除（注意報へ引下げ）

1：45 与茂内で土砂崩れが発生
国道280号通行止め

9：45 国道280号通行止め解除

８月９日〜13日の被害まとめ

人的被害 なし

建物被害

一部損壊 な　し

床上浸水 な　し

床下浸水 住　家　６棟

車　　両 １台（乗車人数３名）
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今月の話題

　このたび、町民の皆様のご信任をいただき、再び今別町政を担うことに
なりました。
　私に課せられました使命と責任の重さに身が引き締まる思いであります。
　これから４年間の町政運営にあたり、私は４項目の公約を掲げておりま
すが、これらを実現してゆくためには、町民の皆さんのご協力が欠かせま
せん。
　町民各位、町議会議員、役場職員が一体となり、皆様から喜ばれ慕われ
る町づくりに邁進して参ります。
　それでは、各項目について説明させていただきます。

　以上４項目を述べましたが、併せて「町長給料の20％削減」と「水道料金の値下げ」などの政
策実現を目指して、取り組んで参ります。
　前段でも述べましたが、これらの項目を一つ一つ実現するためには皆さんの協力なくして、なし
得ません。私は今後４年間、今までの役場職員としての39年間の勤務経験と人脈を大いに生かし
て、皆さんが笑顔になれる様な活力ある町づくりに、そして、皆様のご期待に添えるよう一生懸命
努めてまいります。
　最後に、町民の皆様からのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任にあたっ
てのご挨拶といたします。

「今別町がひとつになるとき」

１．農林水産業への強力支援

　〜ほ場整備事業の継続しながら

一次産業を守る〜　

・つくり育てる農林水産業支援
・ほ場整備事業の促進
・「いまべつ牛」の販路拡大
・後継者の育成、担い手のやる気を支援

３．教育文化の充実

　〜伝統を継承し、今別の宝を磨く〜

・小中学校教育環境の整備
・中学生の海外研修の実施
・国際交流事業の促進
・郷土芸能の保存と継承並びに
　　　　　　　　　都市交流事業の推進

２．医療福祉体制の充実

　〜町民の健康を守り、

行政サービスを〜　

・新型コロナウイルス対策の徹底
・町民一人ひとりの健康管理
・町巡回バスの充実
・高齢者への生活支援サービス

４．道路交通網等の整備

　〜安心安全な道路の確保と

賑わいづくり〜　

・奥津軽いまべつ駅周辺の賑わい拠点づくり
・小国峠新設道路建設の促進
・第２青函トンネル建設構想の実現へ

お詫び

　町長就任後における教育長問題での私の発言により、町民各位には大変心配とご迷惑をおかけいた
しました。深く陳謝するとともに衷心よりお詫び申し上げます。
　今後につきましては、皆様のご指導とご協力のもと、前述いたしました公約の実現と行政の公正公
明を目指して頑張ってまいります。

　令和４年９月� 今別町長　阿　部　義　治
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　平成24年８月３日、当時の今別小学校と三厩小学校の四年生が思い出の品をタイムカプセル（灯
台の灯器を納める容器である灯ろう）に封入し、20歳を迎える年に開封することを約束しました。
　それから10年が経った令和４年８月14日。龍飛埼灯台点灯90周年記念イベントの一環で、当時
の今別小学校の４年生17名の内５名が参加し、タイムカプセルを開封しました。
　今別町の20歳を祝う会は豪雨災害等により、開催を延期いたしましたが、参加した５名は久し
ぶりの再会を喜んでいました。
　カプセルの中には10年後の自分に宛てた手紙や小学四年生の時の顔写真が入っており、思い出
話に花が咲いていました。

　８月25日に阿部町長と町議員６名が県土整備部と東青地域県民局地域整備部へ足を運び、町内
を走る県道14号と国道280号の現状を訴え、１日でも早く安全に通行できる道路への復旧を陳情
しました。

タイムカプセル開封式タイムカプセル開封式  inin  龍飛埼灯台龍飛埼灯台
10年前の思い出と再会！

今別町からの参加者は左から野土谷侑斗さん、藤巻魁乙さん、柳谷龍太郎さん、田邉珠友さん、畠山聖令奈さんの５人。

一番右側は海上保安庁のマスコットキャラクターうみまるくんです。

１日でも早い復旧を求む

県
土
整
備
部

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
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今月の話題

　８月６日の午後１時から、いまべつ総合体育館向かいの駐車場で今別町観光協会主催のオンライ
ン荒馬まつりの配信が行われました。３年ぶりに今別おけさ・八幡町荒馬・二股荒馬・今別荒馬・
大川平荒馬が一堂に集結、ブランクを感じさせない流し踊りや荒馬を披露しました。八幡町荒馬は
町内会の役員が半被を着てカメラの前に立ち、秋元豊会長が町外からの参加者なしにはまつりがで
きないことと、来年こそは集まって荒馬を跳ねたいと過去の映像を配信しました。
　今回の試みは、いつもまつりに参加してくれている町外の団体や学生らが配信に参加し、盛り上
がりを身振り手振りやコメントの投稿で伝えるという新しいまつりの形をとりました。
　それでも八幡町荒馬だけではなく、他の団体の代表挨拶する時でも「来年こそはみんな集まって、
荒馬を跳ねよう！」とどの団体も本来のまつりの形を待ち望んでいるようでした。来年こそは全員
再集結で合同運行ができることを願いましょう。

３年ぶりに各団体集結！３年ぶりに各団体集結！

今別おけさ 八幡町荒馬 二股荒馬

３年ぶりに各団体集結！３年ぶりに各団体集結！
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今月の話題

　同日の午後４時から大川平荒馬保存会が荒馬
の里資料館の前で参加団体や学生とのオンライ
ン交流会を行い、カメラ越しに再会を喜んでい
ました。
　例年であれば学生たちに荒馬を教えている平
山久志さんと嶋中佳子さんがカメラの前で跳ね
てみせると、学生たちの拍手や歓声がスピー
カーから溢れ出ていました。

オンライン荒馬まつりオンライン荒馬まつり

今別荒馬 大川平荒馬

◆ 荒馬を跳ねた後の楽しみもオンラインで ◆

サンダルを脱いで裸足で跳ねる平山久志さん

オンライン荒馬まつりオンライン荒馬まつり
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お知らせコーナー

陸・海・空自衛官募集

募集種目 防衛医科大学校医学科学生 防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

概　　要 医師を養成 保健師・看護師である幹部自衛官
応募資格
（男・女） 18歳以上21歳未満高卒【見込み含む】

受付期間 ７／１（金）～10／12（水） ７／１（金）～10／５（水）
試 験 日 10／22（土） 10／15（土）
試験会場 第２合同庁舎 第２合同庁舎

【問】自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所　電話：017－783－2995

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
　かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち、お薬手帳は１冊にまとめましょう。
　いつも診察してもらう「かかりつけ医」があると、体質や持病を理解した上で助言をしてくれた
り、必要に応じて専門の医療機関を紹介してくれたりするので安心です。
　また、普段からなんでも相談できる「かかりつけ薬局」があると、薬歴（薬の服用記録）の管理
や飲み合わせによる副作用の防止、多剤処方による健康被害のリスク軽減など、健康管理をサポー
トしてくれます。
　複数の「お薬手帳」を持っている場合は、１冊にまとめて管理しやすくしましょう。
【問】青森県後期高齢者医療広域連合　電話：017－721－3821

第41回今別町社会福祉大会と令和４年敬老の集い中止について
　令和４年９月16日（金）開発センターにおいて「第41回今別町社会福祉大会と令和４年敬老の集
い」を開催する予定でしたが、県内の新型コロナウイルス感染状況を考慮し、今年度の開催を中止
することとなりました。開催を楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【問】町 民 福 祉 課　電話：0174－35－3003
　　　社会福祉協議会　電話：0174－35－3046

動物愛護フェスティバル2022
ペットと共に　一歩ずつ　一緒に

　犬のしつけ方教室、うさぎふれあい体験、乗
馬体験、工作コーナー、動物のお医者さんなり
きり体験ほか

　◦日時：９月24日（土）・25日（日）
　　　　　10：00～16：00
　◦場所／問合先：青森県動物愛護センター
　　　　　　　　　電話：017－726－6100

法人県民税・法人事業税・
特別法人事業税の電子申告について

　県では、地方税ポータルシステム（eLTAX：
エルタックス）を利用して、インターネットに
よる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税
の電子申告の受付を行っています。
　詳しくは県ホームページ、ＱＲコードからご
覧ください。
【問】東青地域県民局県税部課税第一課
　　　電話：017－734－9972

•お知らせコーナー お問い合わせ先＝【問】　電話番号＝電話　ファックス番号＝FAX　メールアドレス＝メール

所有者不明土地問題の解消のために
　相続により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する制度の新設や相続登記の申請義務化など
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
　詳しくは法務省ホームページをご覧いただくか、又は青森地方法務局登記部門へお問い合わせく
ださい。
【問】青森地方法務局登記部門　電話：017－776－6231（自動音声案内　番号４番）
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お知らせコーナー

国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる
「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」がありますので、住民登録をしている町役場
の国民年金窓口で手続きをお願いします。
【問】青森年金事務所　電話：017－734－7495
　　　町 民 福 祉 課　電話：0174－35－3003

自殺対策に関するお知らせ
　９月10日～16日は自殺予防週間です。
　自分だけでは解決できない悩みや苦しみを感じたら、まずは誰かに相談してみませんか。
　また、電話では相談しづらい方には、LINEやオンラインチャットなどでの相談（SNS相談）、法
律、金融などの専門機関に相談されたい方向けの相談窓口（その他の相談）もありますので、詳し
くは厚生労働省ホームページをご覧ください。
【問】町民福祉課　電話：0174－35－3004

９月～11月「労働委員会委員による労働相談会」
　個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラな
ど）について、青森県労働委員会委員（労働問題に専門的知識を持つ人）が相談に応じます。
１．開催日時及び場所

開催日 時　　間 場　　所
９月６日（火） 13時30分～15時30分

青森県労働委員会
（東奥日報新町ビル４階）

９月25日（日） 10時30分～12時30分
10月２日（日） 13時30分～15時30分
10月４日（火） 10時30分～12時30分
10月16日（日） 10時30分～12時30分 ユートリー（八戸市）
10月23日（日） 13時30分～15時30分 藤田記念庭園（弘前市）
11月８日（火） 13時30分～15時30分 青森県労働委員会

（東奥日報新町ビル４階）11月20日（日） 10時30分～12時30分
２．対象者　県内の労働者・事業主
３．その他　費用無料・秘密厳守・随時受付（予約受付）
　　　　　　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
　　　　　　検温・連絡先の確認・マスク着用・アルコール消毒
【問】青森県労働委員会事務局　電話：017－734－9832　FAX：017－734－8311
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お知らせコーナー

青森県学生寮　入寮生募集
○入 寮 資 格　　�保護者が青森県民で東京都又はその近郊の大学、専修学校等に在学、又は入学見込

の男子学生
○場　　　所　　東京都小平市鈴木町１丁目103－１
○部屋・設備　　個室（ベッド、机、エアコン等備付け）
○経　　　費　　入寮費年額３万円、寮費月額３万円
　　　　　　　　食費１食450円（平日の夕食のみ、希望制）、電気料金実費（上下水道無料）
○申込み方法等　詳細は以下にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
【問】〒030－8540　青森市長島１丁目１－１
　　　（公財）青森県育英奨学会（青森県教育委員会教職員課内）
　　　電話：017－734－9879

法の日週間行事・調停制度発足100周年記念行事のお知らせ
１．日　時　　10月３日（月）　午後１時30分から午後４時頃まで（受付開始：午後１時10分）
２．場　所　　青森地方・家庭裁判所（青森市長島１丁目３番26号）
３．内　容　　簡易裁判所の民事調停手続の模擬調停（調停手続の各場面を実演して解説する）
　　　　　　　調停制度についてのパネルディスカッションによる意見交換等
４．対　象　　一般の方25人（先着順、参加無料）
　　　　　　　※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては内容も含め変更の可能性あり
５．申込み　　９月12日（月）午前９時から次の問合せ先へ電話
　　　　　　　（申込受付時間：平日の午前９時から午後４時30分まで）
【問】青森地方裁判所事務局総務課　庶務係　相馬
　　　電話：017－722－5421
　　　FAX：017－723－7183

ラブ・いまべつ会事務局からのお知らせ

○東京交流会中止

　例年開催しているラブ・いまべつ会東京交流会は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、残
念ながら今年度の開催を中止することとしました。
　ラブ・いまべつ会員の皆様と町民の皆様の健康を守るために、何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
【問】ラブ・いまべつ会事務局（今別町役場総務企画課内）電話：0174－35－3012

○苗木寄附金をいただきました

　今年も多くのラブ・いまべつ会員の皆さまから苗木寄附金をお寄せいただき、誠にありがとうご
ざいました。皆さまのふるさと『今別町』が自然豊かな町であり続けていけるように緑化推進活動
の事業費として活用させていただきます。ここでは、令和４年４月から令和４年７月までにお寄せ
いただいた苗木寄附金の総額と寄附いただいた皆様方をご紹介します。（順不同・敬称略）

 寄附金総額 １１６，０００円 

相内　弘子 太田　　力 大谷　茂春 小倉　英章 小倉　賴子 尾崎つる子 鎌田　つさ
川村　哲朗 木浪　　徹 木村　　満 佐々木　清 嶋中　　弥 田中　一男 田中　博之
田中　祥子 中川まつみ 松本　　弘 間山　　治 間山　毅彦 田畑ふみ子 宮本　清彦
宮越袈裟雄 宗形るみ子 山上　幸美 横岡とし子 横田　れん 吉田　和子 阿部　良蔵
野口恵美子 土橋　智子 本郷　邦昭 松島るみ子 川村　倖一 相内　一夫 金子よつえ
田中富士子 田中　典子 青木　孝子 野土谷泰大 藤林　　穂 平山　達郎 板倉　かつ
松山　テル 野土谷昭悦 吉田　　勝 重村由紀子 小笠原多寿子
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　「今べつの昔話っこ」も58回目を迎え『今別の
昭和史』も昭和56年に突入した。この連載もあと
８年となった。読者のみなさんの反響をお伺いした
いと思います。
　昨年の昭和55年12月21日、青森市在住の今別町
出身者の会である「今別会」の設立総会が開かれた。
747人の町出身者がいることから、町の将来を温か
く見守りお互い相寄ってよりよく生き、そして親睦
を深めるための会だ。初代会長に大川平出身の嶋中
俊一氏（青森総合警備保障会社社長）が選出された。
　昭和56年は大雪に見舞われた。１月23日、145
㌢の積雪になり、４年ぶりに豪雪対策本部を設置。
　２月23日、今別町商工会の創立20周年記念と商
工会館新築落成記念式典を挙行した。商工会館は木
造２階建て、外壁は耐火、断熱性に優れ、延べ面積
343.51平方㍍、総工費3040万円。
　春の叙勲で、米田慶一さん（65歳）が、勲７等
瑞宝章を受章。米田さんは、昭和14年４月に旧一
本木村消防組消防手に任命され、昭和34年７月に
今別町消防団第10分団長を歴任。昭和45年12月に
退職するまで、31年有余の長きにわたっての功績
が認められた。
　６月１日、町立特別養護老人ホーム「なかやま
荘」が開設。東郡唯一の老人福祉施設としてオープ
ン。鉄筋コンクリート造り平屋建て、総面積1460
平方㍍、総事業費３億4866万3000円。定員50人。
　７月、今別町初の企業誘致が決定。合資会社・三
光縫製（岐阜県各務原市＝かがみがはら＝資本金
1060万円・上田稔社長）。同社の設立は昭和37年
３月。礼服の縫製加工。社屋は旧一本木小学校跡地。
今別工場への投資額は機械を含めて約１億円。雇用
は58年度60年度の拡張で200人前後の予定。
　７月９日、今別本町の新町町内会が設立発足した。
初代会長は阿部吉郎氏。
　７月20日、町内水面漁協（小倉十兵衛組合長）
で、今別川あすなろ橋付近で真ゴイの成魚（30㌢
～40㌢）を放流。
　８月１日、津軽国定公園・袰月海岸が国鉄の周遊
地域に指定された。
　今別町観光協会が再発足した。会長は小鹿正義氏。
　10月22日、55年産米と56年産米が２年続きの冷
害に見舞われた。同日、農家約50名が共済金の早
期支払いと補償増大を求めて町役場へ大挙陳情し窮
状を訴えた。

　第１回産業まつりが11月11日から12日まで開発
センターで開かれ、来場者たちでにぎわいを見せた。
　この年、建設課が中央公民館で執務を開始。
　「広報いまべつ」が誕生したのが、昭和30年11
月。昭和56年５月号で200号を迎えた。「愛され・
親しまれ・読まれる紙面づくり」を目標に行政と住
民との相互理解を一層深め合うパイプ役としての広
報紙を目ざして歴代の広報担当者と行政と住民代表
が一堂に会して座談会が開かれた。
　昭和30年３月に旧今別村と旧一本木村が合併し
て今別町になった。役場から住民への伝達は、主と
してガリ版刷りの文書による回覧方式でしたが、行
政と住民との相互理解を一層深め合うパイプ役とし
て昭和30年11月にタブロイド判（新聞の半分程度
の大きさ）４ページから始まった。
　紙面に町民を多く登場させるなどしたのが昭和
40年７月から。新企画も取り入れ、中味の濃い広
報に一新し、Ｂ５判に切り替え、内容も充実させて
今日の200号を迎えた。
　この座談会での主な声を掲載します。①文化財的
な読み物を②民芸品の紹介③自然景観・海の産業・
自慢あれこれ④婦人や若者の声を⑤住民の知りたい
つっこんだ記事を⑥広報紙縮刷版の発行を―など
の意見が出された。

※参考資料＝�「広報いまべつ」「東奥年鑑」「今別町勢
要覧2022」

�青森今別会発足。今別町商工会館新築落成。町立特別
養護老人ホーム「なかやま荘」開設。今別町初の企業
誘致決定。新町の町内会発足。袰月海岸国鉄の周遊指
定地に。町観光協会が再発足。

▲�今別町商工会館。41年の風雪に耐え忍び今も新町町

内会の地域に溶け込んでいる。（令和４年８月4日、

いまべつを語り継ぐ会編集委員会撮影）

今べつの昔話っこ

No.58
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「20歳を祝う会」延期のお知らせ
　８月15日（月）に開催を予定しておりました「20歳を祝う会」は、大雨の影響によりいつ新
たな土砂災害が発生するか分からない状況でありましたので、参加者の皆様の安全を第一に考
慮いたしました結果、やむなく延期とさせていただきました。
　心待ちにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けしたことに対しまして、深くお詫び申し
上げます。
　なお、代替の日程につきましては、今後調整して参りますので、ご理解とご協力をよろしく
お願いします。

担当：教育委員会　電話：0174－35－2157

エドワードの部屋

Hello Everyone! It’s your ALT Edward.
　皆さんこんにちは！ALTのエドワードです。
RasseraRassera! I had a great time at Aomori Nebuta Festival in August.
　ラッセラーラッセラー！８月の青森ねぶた祭はとっても楽しかったです。
I wish I could have seen Arama in-person, but I watched the live stream. 
Maybe next year I can watch in-person.
　�荒馬まつりも生で見たかったけど、ライブ配信を見ました。来年は生で見
られるかもしれないですね。

I jumped in Nebuta on Tuesday August 2nd. The Aomori City Hall group let ALTs in Aomori join 
their parade float. It was fun to chant “Rassera” and wear the Haneto costume. By the end, I was 
so tired.
８月２日（火）にねぶたを跳ねました。青森市役所の団体は青森県内のALTを参加させてくれま
した。みんなでラッセラーを言ったり、跳人の衣服を着たりするのが楽しかったです。最後ま
で跳ねたので、とても疲れました。

I have a question about the origin “Rassera”. According to Wikipedia, it comes from a dialect 
version of “Irasshai”, but according to the Aomori prefecture website, may be related to the 
former call “Dase Dase Rousoku Dase”. Does anyone know which is true?
“ラッセラー”の語源について質問です。ウィキペディアには、津軽弁の「いらっしゃい」から
きているとありますが、青森県のHPには、かつての「出せ、出せ、ろうそく出せ」というかけ
声に関係があるのではないかとあります。どちらが本当なのか、知っている方はいませんか？

I went to Aomori Nebuta Festival again over the weekend. I saw a few people from Imabetsu. It 
was fun to talk with them. The fireworks at night were beautiful. I am glad I got to experience 
this part of Aomori’s culture.
週末にまた青森ねぶた祭を見に行きました。今別の方を何人か見掛けて、お話しもできて楽し
かったです。夜の花火がきれいでした。このような青森の文化に触れることができて良かった
と思います。

今別町ALT

ドウェイン・エドワード

の

部 屋
の

部 屋

アレコホール特別演奏会５台ピアノコンサート「10hands Vol.2」
　５人のピアニストと５台のピアノが奏でる、圧巻のパフォーマンス。県内中高生と10人で演
奏する『ボレロ』をはじめ、更にスケールと深みの増した５台のピアノの世界をお届けします。
　日　時：2022年９月18日（日）・19日（月・祝）　開場18：00　開演18：30
　　　　　〈19日公演はライブ配信あり〉
　場　所：青森県立美術館アレコホール
　料　金：〈来場〉一般3,000円／高校生以下2,000円（事前購入のみ）
　　　　　〈ライブ配信〉視聴券1,500円
　詳細は右のＱＲコードから青森県立美術館のホームページを確認するか
　電話：017－783－5243まで
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おかやんの沼・Think with ぷーま！

　関東や関西で暮らしていた頃は９月いっぱいまで夏でしたが、今別では荒馬が終わると秋ですね。
２度目の秋を迎えるおかやんです。
●荒馬

　8／6（土）にオンライン荒馬まつりがありました。開催前の大雨で奥津軽いまべつ駅が冠水して
しまい心配でしたが、復旧作業を手伝った甲斐もあり無事に開催できて良かったです。
　私自身、公の場で大川平荒馬保存会として荒馬を披露するのは初めての機会でしたが特に緊張す
ることもなく楽しみながら演舞を終えることができました。
　本番はとにかく丁寧に跳ねることを意識しました。というのも、私は今別町民でありながら学生
団体の関係者として跳ねるという側面も持っているからです。私にとっての荒馬は町を盛り上げる
伝統芸能であるだけでなく、学生の誰かが熱心に取り組んでいる、もしくは取り組んできた大切な
ものだと思っています。荒馬に関わるすべての人に荒馬の良さを伝える気持ちで跳ねました。
　しかし祭はオンラインでなく今別でやってこそ本当の楽しみがあります。来年は荒馬まつりは今
別で開催しましょう！ラッセーラ！
●テレビ出演しました

　袰月海宝のもずくがRAB青森放送の旬の特産品紹介コーナー「シー
ズン�in�the�産」に取り上げられ、私や地域プロジェクトマネージャー
のぷーまさんが今別のもずくの魅力を伝えるため出演してきました。
今回は定番の茹でもずくと、初めて食べるもずくのかき揚げを料理し
てもらいました。安定の美味しさの茹でもずく。そして楽しみにして
いたかき揚げは、噛めば噛むほど広がる磯の味わいに大満足でした！
　テレビでの放送は終了していますがYoutubeで視聴できるのでぜひ
ご覧ください！

おか や ん の 沼おか や ん の 沼 地域おこし協力隊　岡 田 和 也

◉第１回『津軽線、なくなっちゃうの？（１）』
　こんにちは、地域プロジェクトマネージャーの“ぷーま”こと周布祐馬です。
　これから毎月、こちらのコーナーで町の様々な話題について触れ、いろいろ考えてみたいと思いま
す。今別町の皆さんも僕と一緒に考えてもらえたら幸いです。
　第１回目、２回目で考えてみたいのは、最近テレビでも話題になっているローカル線の存続につい
て考えてみようと思います。

〜 県内一○○な津軽線 〜

　去る７/28、ＪＲ東日本が地方路線の収支状況を公表しました。それによると、津軽線の中小国―
三厩間の2020年の赤字額は5.7億円だそうです。赤字額だけではあまりピンとこないので別の切り
口で見てみます。例えばこんな切り口はどうでしょうか。津軽線で100円の運賃収入を得るために掛
けている経費（営業係数と呼びます）はどのくらいだと思いますか？　なんと7,744円！　これは県内
で最も悪い数字だそうです。また１日１kmあたりの平均乗客数（平均通過人員と呼びます）は107
人。こちらも県内のＪＲ路線で最も低い数字です。
　これだけ見せられたら「津軽線は廃線やむなし」って誰でも思ってしまいます。「存続のため津軽
線に乗ろう！」って言われても、使い勝手悪いので乗りたくないし。１人２人が乗ったところで何が
変わるの？　と感じている方が大部分だと思います。
　でも、効率化を示す数字だけを見て廃線の議論をしてしまっても本当に大丈夫でしょうか？　次回
は、沿線の人の声や他の地域の実例を見ながら「いま私たちに何ができるのか？」を考えてみたいと
思います。皆さんも一緒に考えてみてくださいね！

Think with ぷーま！Think with ぷーま！ 地域プロジェクトマネージャー　周 布 祐 馬

オンライン荒馬まつりの様子

シーズン in the 産

「今別町袰月・藻もずく」

シーズン in the 産

「今別町袰月・岩もずく」
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９　月

４日（日） 青森県民駅伝競走大会（青森市内）

５日（月） 集団健診（多目的集会所）� 【町民福祉課】

７日（水） 乳幼児健診（開発センター）� 【町民福祉課】

11日（日） 集団健診（開発センター）� 【町民福祉課】

14日（水） 健診結果説明会（中央公民館・大川平文化会館）� 【町民福祉課】

17日（土） 東郡中体連秋季大会　18日（日）まで

10　月

６日（木） 健診結果説明会（開発センター）� 【町民福祉課】

税金・保険料の納期限はこちら（９月１日から10月10日）

９月�30日（金）

⃝国民健康保険税第２期納期限� 【税務会計課】

⃝後期高齢者医療保険料第３期納期限� 【町民福祉課】

⃝介護保険料第２期納期限� 【町民福祉課】

町の行事予定 （令和４年９月１日〜10月10日）　※行事予定名・開催場所・担当を掲載しています。

面　積　��125.27㎢

人　口　2,345人 （−８）

　男　　1,122人 （−７）

　女　　1,223人 （−１）

世帯数　1,348世帯（−２）
（　）内は前月比

お悔やみ申し上げます

戸籍の窓口
※ご家族から了承を得た方になります。

　　（７月１日から７月31日までの届出分）

　皆さん、お久しぶりです！
　今月は「サロンミニお祭り広場」を開きますよ。
　楽しいお店がいっぱいです。
　どうぞおいで下さい。
　お待ちしていま～す。

○開催日時
　９月20日（火）
　10：00～12：00
　13：00～15：00

【問】今別こども園　電話：0174－35－2128／今別町教育委員会　電話：0174－35－2157

定期的なお知らせ

今別町の姿（令和４年７月31日現在）

※新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合があります。

蝦名豊一さん（97）砂ヶ森
川村照代さん（95）浜　名

川村俊光さん（77）浜　名
最上嘉一さん（88）奥平部

子育てサロンほっとケーキだより ９月サロンほっとケーキのお知らせ

※写真は７月サロンほっとケーキで行われた、ベビーマッサージの様子です。
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今別町ふれあい福祉センター９月の相談日

「あきない世傅  金と銀（十三）大海篇」（髙田　郁）

「爆弾」（呉　勝浩)

「六人の嘘つきな大学生」（浅倉秋成）
　��成長が著しいＩＴ企業で行われる新採用試験の最終

選考は１ヶ月後までにチームを作り上げてディス
カッションをするというものだった。挑戦するのは
６人の大学生。協力して全員内定を目指し、交流を
深めていくが……。

演　題……「地質学的に見る今別町の誕生」〜長川と今別川の２河川の不思議〜

日　時……令和４年９月24日（土）午後２時～午後３時
場　所……今別町中央公民館集会室
講　師……青森県県民生活文化課総括主幹　根本　直樹�氏

今別診療所からのお知らせ

公民館リクエスト講座　　９月の歴史講座のご案内

ふれあい文庫  ８月の入荷図書

９月１日（木）

９月15日（木）

９月22日（木）

９月29日（木）

　左記の日にちは訪問診療
のため、午後の診療は先生

が戻り次第行います。予め
ご了承ください。

【問】今別診療所　電話：0174－35－2680

一般相談

相談種別 相談内容 相談日 相談時間 相談員

電話相談 日常のあらゆる心配ごと
悩みごとなど 毎週月曜日～金曜日 10：00～17：00 社協職員

※土、日及び祝祭日は対応できませんのでよろしくお願いします。
※相談を予定している方は、事前に予約をお願いします。当日の来所は電話でお知らせ願います。
※会場は開発センターで行います。
【問】社会福祉法人  今別町社会福祉協議会　電話：0174－35－3081

専門相談　専門相談員による相談

相談種別 相談内容 相談日 相談時間 相談員

法律相談 借金、離婚、財産相続、土地
登記等に関する相談� ９月13日（火） 13：30～16：30 弁護士

定期的なお知らせ

９月の朝夕の放送

澤
さわ
田
だ
妃
ひ
佳
か
里
り
さん

（今別小２年：新町）

編集後記

　線状降水帯の恐ろしさを実感した８月でし
た。
　与茂内で土砂崩れが発生した12日の朝、
私は奥平部の避難所にいました。日が昇り、
雨も弱くなったため、避難していた方が帰っ
たことを役場へ伝えました。役場に戻ってき
てくれと言われ帰る準備をしていたら、まさ
かの待機。どういうことかと思っていたら、
与茂内で土砂崩れの放送があったのです。
　午前中に役場へ戻れましたが、大変な思い
をしました。
� （広報担当：総務企画課　澤田大河）
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地元で働きたい方を募集します（急募）
福祉の仕事は地元で安定した仕事を求める方に選ばれています。
・無資格者でも、
　専門資格取得で職員になれます。
・働きながら
　資格取得を目指す方を応援します。

募集職種：看護・准看護師・調理員
　　　　　（地元で働きたい方大歓迎）
勤 務 地：外ヶ浜町三厩地区

特別養護老人ホームあじさい　外ヶ浜町高齢者生活福祉センター寿楽園 
☎ 0174-31-7000　ホームページ　http://www.ajisaikai.or.jp 

有料広告掲載しませんか  （求人・イベント周知・参加者の募集など…）

広報いまべつでは町民サービスの向上と企業や商店等による事業活動の活性化を支援するため、

要綱を定め、有料広告を募集しています。

　・縦４．５cm×横１７cm　３，５００円／月　 ・縦４．５cm×横８cm　１，８００円／月

広告掲載を希望する１ヵ月前までに広告の原稿を添えて総務企画課までお申し込み下さい。

（申込書は総務企画課に備え付けてあります）

【お問い合わせ先】今別町役場　総務企画課　電話：０１７４－３５－３０１２

１ヵ月のみの
掲載もOK！

有
　
料
　
広
　
告

募集
！ サーモン養殖・事務
スタッフ

正社員１名月給　20−25万円
その他、契約社員からの正社員へも可能

事務員（パート・正社員）の方も募集致します。

日本サーモンファーム（株）
〒030-1502 東津軽郡今別町大字今別字今別71-1

採用担当：鈴木　携帯：090-6258-2206

HP：http://japan-salmonfarm.com/

勤務地：今別町大字今別字今別７１-１

休日：年間休日日数　87日（シフト制）

勤務時間：8：00〜16：30（休憩60分）　

勤務時間は現場の実情に合わせ随時変更いたします

資格：40歳まで、普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

＊体力に自信のある方で、今別町、外ヶ浜町出身の

　方や、工業高校や技術系学校卒の方、プログラマー

　などPCに強い方、優遇します。

応募：事前連絡の上、左記住所に履歴書をご郵送

ください。

書類選考後面接日時を連絡いたします。

社会保険完備

正社員給与：月給20‐25万円　年俸制

　　　　　  事務職員：月給15万位

仕事内容：

（社員）海上・陸上での給餌や養殖施設整備など。

（事務員）経理関連データの打ち込みなど

養殖に関する実務未経験者歓迎です！　今別町・外ヶ浜町のご協力を得て、サーモン養殖事業が一歩一歩着実に成果を上げ始めており
ます。一緒にこの事業を大きくしていこうという意欲のある方、ご応募お待ちしています！

No.202012-001

外科・内科・整形外科

かにたクリニック
往診・訪問診療も
行っております。

ご相談下さい。

院長　石戸谷 孝博
〒030-1303　東津軽郡外ヶ浜町字蟹田5-2

0174-22-2333
FAX  0 1 7 4 - 2 2 - 2 2 6 6

通院の方は送迎バスを
ご利用頂けます。

詳しくはお問合せください

診療時間

AM8:30〜12 :00

PM1:30〜 5 :00

月

○

○

火

○

○

水

○

木

○

○

金

○

○

土

○

休診日　　　日曜・祝日
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〜

3:00
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防災無線を聞き逃したら…

0174-31-5119 に電話をかけると防災無線の
内容を聞くことができます！


