
つがる市消防署主査・消防副士長
（稲垣分署主査・消防副士長）･･･････････････････小嶋　圭介
稲垣分署主査・消防副士長
（つがる市消防署主査・消防副士長）･････････････境　　拓己
車力分署主査・消防副士長
（稲垣分署主査・消防副士長）･･･････････････････江良　和矢

〈主事・消防士〉
つがる市消防署主事・消防副士長
（車力分署主事・消防副士長) ･･･････････････････佐々木大輝
つがる市消防署主事・消防士
（稲垣分署主事・消防士)  ･･････････････････････工藤　慎也
つがる市消防署主事・消防士
（森田分署主事・消防士) ･･･････････････････････笠井　涼太
森田分署主事・消防副士長
（森田分署主事・消防士) ･･･････････････････････成田　康希
森田分署主事・消防士
（つがる市消防署主事・消防士) ･････････････････成田　篤志
稲垣分署主事・消防副士長
（稲垣分署主事・消防士) ･･･････････････････････佐々木智仁
稲垣分署主事・消防士（車力分署主事・消防士) ･･･蝦名　庄太
車力分署主事・消防士
（つがる市消防署主事・消防士) ･････････････････石川竜太郎

【派遣】
つがる西北五広域連合（消防本部警防課総括主幹) ･中西　　健
つがる西北五広域連合（経済部農林水産課主査) ･･･浅井　定知
つがる西北五広域連合（経済部商工観光課主査) ･･･菊池　優大
つがる西北五広域連合（福祉部福祉課主事) ･･･････佐藤　真弥
青森県（観光国際戦略局観光企画課）
（総務部総務課交通防災係長) ･･･････････････････佐藤　貴行
青森県（観光国際戦略局観光企画課）
（総務部企画調整課主幹) ･･･････････････････････西巻　公嗣
青森県後期高齢者医療広域連合
（財政部税務課主幹) ･･･････････････････････････木村　周介

【新採用】
教育委員会指導課長（平成30年4月1日付)････････木村　修治
教育委員会指導課主任指導主事（平成30年4月1日付）
･･････････････････････････････････････････････梅津　知己
総務部企画調整課主事（平成30年4月1日付)  ･････西岡　圭佑
財政部財政課主事（平成30年4月1日付)･･････････工藤　厚樹
財政部税務課主事（平成30年4月1日付)･･････････北澤　郷志
財政部収納課主事（平成30年4月1日付)･･････････工藤　佳和
民生部市民課主事（平成30年4月1日付)･･････････木村　理絵
民生部国民健康保険課主事（平成30年4月1日付)･･白川　　愛
民生部環境衛生課主事（平成30年4月1日付)･･････川嶋　孝典
福祉部福祉課主事（平成30年4月1日付)･･････････小笠原　瞳
福祉部介護課主事（平成30年4月1日付)･･････････葛西　佳歩
経済部農林水産課主事（平成30年4月1日付)･･････齋藤　静輝
経済部地域ブランド対策室主事（平成30年4月1日)
･･････････････････････････････････････････････中野　英弥
建設部土木課主事（平成30年4月1日付)･･････････山谷　真星
建設部建築住宅課主事（平成30年4月1日付)･･････青山　大輔
教育委員会教育総務課主事（平成30年4月1日付)･･堀川瑛美子
農業委員会事務局主事（平成30年4月1日付)･･････秋田谷暢駿
教育委員会社会教育文化課学芸員（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････木戸奈央子
教育委員会社会教育文化課学芸員（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････小林　和樹
教育委員会社会教育文化課学芸員（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････堀内　和宏
つがる市消防署主事・消防士（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････髙橋　雄河
森田分署主事・消防士（平成30年4月1日付)･･････佐藤　祐輔
稲垣分署主事・消防士（平成30年4月1日付)･･････小林　　透

【退職】
定年（財政部長) ･･･････････････････････････････加藤　　靖
定年（会計管理者) ･････････････････････････････菊地　芳生

定年（消防本部消防長・消防監) ･････････････････山口　一寿
定年（総務部理事・津軽広域水道企業団西北事業部派遣)
･･････････････････････････････････････････････長内　正一
定年（つがる市消防署長・消防司令長) ･･･････････石岡　淳二
定年（教育委員会教育総務課長) ･････････････････長内　清範
定年（農業委員会事務局長) ･････････････････････小山内健二
定年（総務部稲垣出張所長心得) ･････････････････藤田　典久
定年（車力認定こども園長) ･････････････････････工藤　淳子
定年（ひなた児童会館長) ･･･････････････････････中畑　雪子
定年（教育委員会車力学校給食センター所長
・車力農民研修センター所長) ･･･････････････････佐々木勝雄
定年（車力分署長) ･････････････････････････････北沢　貞一
定年（総務部車力出張所副参事・所長補佐
・総務係長・市民係長) ･････････････････････････佐々木高雄
定年（総務部車力出張所副参事) ･････････････････白井恵梨子
定年（財政部管財課副参事・財産管理係長) ･･･････内藤　雅平
定年（民生部市民課副参事・課長補佐) ･･･････････小嶋　睦子
定年（民生部国民健康保険課副参事・後期高齢者医療係長) 
･･････････････････････････････････････････････吉岡登美子
定年（福祉部福祉課副参事・課長補佐) ･･･････････山本　優子
定年（福祉部介護課副参事) ･････････････････････木村まり子
定年（建設部建築住宅課副参事・市営住宅係長) ･･･伊藤　忠彦
定年（総務部つがる出張所総括主幹) ･････････････成田由起子
定年（福祉部健康推進課主任保健師) ･････････････成田美智子
定年（車力認定こども園主任保育教諭) ･･･････････伊藤　浪子
定年（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････煤田由起子
定年（ひなた児童会館長補佐) ･･･････････････････佐藤　祐子
定年（ひなた児童会館児童厚生指導員) ･･･････････佐々木妙子
定年（車力小学校技能主事) ･････････････････････小村　三夫
定年（木造中学校技能主事) ･････････････････････伊藤　修一
普通（教育委員会指導課長) ･････････････････････原　　真紀
普通（教育委員会指導課主任指導主事) ･･･････････中道　人子
普通（つがる西北五広域連合派遣）･･･････････････加藤　久子

【再任用】
総務部総務課専門員（財政部税務課専門員)  ･･････木村　好秀
総務部つがる出張所専門員（総務部つがる出張所総括主幹)
･･････････････････････････････････････････････成田由起子
総務部稲垣出張所専門員（民生部国民健康保険課専門員)
･･････････････････････････････････････････････高橋由喜子
財政部税務課専門員（財政部長) ･････････････････加藤　　靖
財政部収納課専門員（会計管理者) ･･･････････････菊地　芳生
財政部管財課専門員（財政部管財課副参事・財産管理係長)
･･････････････････････････････････････････････内藤　雅平
木造地域子育て支援センター専門員
（ひなた児童会館長) ･･･････････････････････････中畑　雪子
木造地域子育て支援センター専門員
（車力認定こども園主任保育教諭) ･･･････････････伊藤　浪子
福祉部健康推進課専門員
（福祉部健康推進課主任保健師) ･････････････････成田美智子
経済部農林水産課専門員
（総務部稲垣出張所長心得) ･････････････････････藤田　典久
建設部土木課専門員（消防本部消防長・消防監) ･･･山口　一寿
建設部建築住宅課専門員
（建設部建築住宅課副参事・市営住宅係長) ･･･････伊藤　忠彦
教育委員会社会教育文化課専門員
（建設部土木課専門員) ･････････････････････････森畑　　聡
森田公民館専門員（経済部農林水産課専門員) ･････佐藤　幸徳
車力小学校技能主事（車力小学校技能主事) ･･･････小村　三夫
木造中学校技能主事（木造中学校技能主事) ･･･････伊藤　修一
選挙管理委員会事務局専門員（教育委員会車力学校
給食センター所長・車力農民研修センター所長) ･･･佐々木勝雄
消防本部専門員（つがる市消防署長・消防司令長) ･石岡　淳二
任期満了（総務部稲垣出張所専門員) ･････････････成田　柳二
任期満了（総務部稲垣出張所専門員) ･････････････蝦名　紀子
任期満了（車力認定こども園専門員) ･････････････松橋　徳子
任期満了（車力認定こども園専門員) ･････････････工藤　直子
任期満了（車力認定こども園専門員) ･････････････野呂ゆり子
任期満了（教育委員会社会教育文化課専門員) ･････山口　健吾
任期満了（教育委員会森田学校給食センター技能主事)
･･････････････････････････････････････････････柴谷富美子

広報つがる 2018.4月号 28

法律相談を開催しています
　～個人では解決できない法律の問題や家庭問題等

お一人で悩んでいませんか？～　
期　日：平成30年5月9日(水)〈毎月第２水曜日〉
時　間：午後１時から４時まで
場　所：つがる市社会福祉協議会「相談室」
料　金：無料
※相談は予約が必要です。
※また、都合により期日が変更に
　なる場合もありますので、事前
　にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
　つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42-4660）

　お楽しみミニ湯治の会
　　5月の開催は下記のとおりです。

5月 対象地区
16日(水) 木造地区・越水地区・出来島地区
17日(木) 館岡地区・川除地区
18日(金) 出精地区・柴田地区

【場　所】しゃこちゃん温泉
【問い合わせ先】　
　つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42-4660）

広報つがる 2018.4月号29

社協の情報コーナー ボランティア活動保険
ボランティア活動保険とは・・・
　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損
害賠償を補償する保険です。

【対象となる活動】
　 　無償の活動であれば、近所の見守り活動程度でも対
象となります。
【対象とならない活動】
　 　有償の活動、ＰＴＡ、自治会、町内会、老人クラブ
などボランティア活動以外の目的でつくられた団体・
グループが運営や親睦のための活動、海難救助等の活
動は対象外となります。
【保険料（掛金)】
　　基本タイプ　Ａプラン350円・Ｂプラン510円　　
　　天災タイプ　Ａプラン500円・Ｂプラン710円
【補償内容】
　傷害事故： 死亡、後遺障害、入院、手術、通院の保険

金
　賠償事故：対人・対物の賠償（自動車事故は除く。）
【補償期間】
　　加入日翌日から平成31年3月31日まで

【加入手続き・お問い合わせ先】
　 　社会福祉協議会が窓口になっていますので、各支所
までお問い合わせください。

生活支援体制整備事業
　つがる市生活支援体制整備事業をご存知ですか？
　一人暮らし高齢者、高齢者世帯や認知症の増加などにより、高齢者を取り巻く状況が大きく変わってきています。そ
こで、つがる市では、「高齢者が生き生きと暮らせる」「安心して老いられる」を目標に、医療や介護、生活支援などを
支える地域づくりを進めており、本会では、平成27年4月からつがる市より委託を受け、生活支援コーディネーターを
配置して生活支援の充実・強化を進めています。
　平成30年度は、次の事業を主としています。

　①啓発活動事業
　　この事業には地域住民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
　　地域に出向き、座談会や研修会を開催します。
　②集いの場、サロン活動の充実
　　地域の集会所等を利用した集いの場は、コミュニケーションの場としてだけ
　　でなく、地域の情報収集の場、生きがい活動の場となります。サロン活動を広め、
　　新規開設に向けて支援します。
　③ニーズや社会資源の把握
　　地域の課題やニーズを把握するとともに、既存の社会資源を把握し整理します。
　④担い手の養成、ネットワークの構築
　　ボランティアを養成講座を開催します。

問い合わせ先：つがる市社会福祉協議会　地域支援課・木造支所（電話0173-42-4660）

座談会の様子

サロンの様子
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つがる市消防署主査・消防副士長
（稲垣分署主査・消防副士長）･･･････････････････小嶋　圭介
稲垣分署主査・消防副士長
（つがる市消防署主査・消防副士長）･････････････境　　拓己
車力分署主査・消防副士長
（稲垣分署主査・消防副士長）･･･････････････････江良　和矢

〈主事・消防士〉
つがる市消防署主事・消防副士長
（車力分署主事・消防副士長) ･･･････････････････佐々木大輝
つがる市消防署主事・消防士
（稲垣分署主事・消防士)  ･･････････････････････工藤　慎也
つがる市消防署主事・消防士
（森田分署主事・消防士) ･･･････････････････････笠井　涼太
森田分署主事・消防副士長
（森田分署主事・消防士) ･･･････････････････････成田　康希
森田分署主事・消防士
（つがる市消防署主事・消防士) ･････････････････成田　篤志
稲垣分署主事・消防副士長
（稲垣分署主事・消防士) ･･･････････････････････佐々木智仁
稲垣分署主事・消防士（車力分署主事・消防士) ･･･蝦名　庄太
車力分署主事・消防士
（つがる市消防署主事・消防士) ･････････････････石川竜太郎

【派遣】
つがる西北五広域連合（消防本部警防課総括主幹) ･中西　　健
つがる西北五広域連合（経済部農林水産課主査) ･･･浅井　定知
つがる西北五広域連合（経済部商工観光課主査) ･･･菊池　優大
つがる西北五広域連合（福祉部福祉課主事) ･･･････佐藤　真弥
青森県（観光国際戦略局観光企画課）
（総務部総務課交通防災係長) ･･･････････････････佐藤　貴行
青森県（観光国際戦略局観光企画課）
（総務部企画調整課主幹) ･･･････････････････････西巻　公嗣
青森県後期高齢者医療広域連合
（財政部税務課主幹) ･･･････････････････････････木村　周介

【新採用】
教育委員会指導課長（平成30年4月1日付)････････木村　修治
教育委員会指導課主任指導主事（平成30年4月1日付）
･･････････････････････････････････････････････梅津　知己
総務部企画調整課主事（平成30年4月1日付)  ･････西岡　圭佑
財政部財政課主事（平成30年4月1日付)･･････････工藤　厚樹
財政部税務課主事（平成30年4月1日付)･･････････北澤　郷志
財政部収納課主事（平成30年4月1日付)･･････････工藤　佳和
民生部市民課主事（平成30年4月1日付)･･････････木村　理絵
民生部国民健康保険課主事（平成30年4月1日付)･･白川　　愛
民生部環境衛生課主事（平成30年4月1日付)･･････川嶋　孝典
福祉部福祉課主事（平成30年4月1日付)･･････････小笠原　瞳
福祉部介護課主事（平成30年4月1日付)･･････････葛西　佳歩
経済部農林水産課主事（平成30年4月1日付)･･････齋藤　静輝
経済部地域ブランド対策室主事（平成30年4月1日)
･･････････････････････････････････････････････中野　英弥
建設部土木課主事（平成30年4月1日付)･･････････山谷　真星
建設部建築住宅課主事（平成30年4月1日付)･･････青山　大輔
教育委員会教育総務課主事（平成30年4月1日付)･･堀川瑛美子
農業委員会事務局主事（平成30年4月1日付)･･････秋田谷暢駿
教育委員会社会教育文化課学芸員（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････木戸奈央子
教育委員会社会教育文化課学芸員（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････小林　和樹
教育委員会社会教育文化課学芸員（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････堀内　和宏
つがる市消防署主事・消防士（平成30年4月1日付)
･･････････････････････････････････････････････髙橋　雄河
森田分署主事・消防士（平成30年4月1日付)･･････佐藤　祐輔
稲垣分署主事・消防士（平成30年4月1日付)･･････小林　　透

【退職】
定年（財政部長) ･･･････････････････････････････加藤　　靖
定年（会計管理者) ･････････････････････････････菊地　芳生

定年（消防本部消防長・消防監) ･････････････････山口　一寿
定年（総務部理事・津軽広域水道企業団西北事業部派遣)
･･････････････････････････････････････････････長内　正一
定年（つがる市消防署長・消防司令長) ･･･････････石岡　淳二
定年（教育委員会教育総務課長) ･････････････････長内　清範
定年（農業委員会事務局長) ･････････････････････小山内健二
定年（総務部稲垣出張所長心得) ･････････････････藤田　典久
定年（車力認定こども園長) ･････････････････････工藤　淳子
定年（ひなた児童会館長) ･･･････････････････････中畑　雪子
定年（教育委員会車力学校給食センター所長
・車力農民研修センター所長) ･･･････････････････佐々木勝雄
定年（車力分署長) ･････････････････････････････北沢　貞一
定年（総務部車力出張所副参事・所長補佐
・総務係長・市民係長) ･････････････････････････佐々木高雄
定年（総務部車力出張所副参事) ･････････････････白井恵梨子
定年（財政部管財課副参事・財産管理係長) ･･･････内藤　雅平
定年（民生部市民課副参事・課長補佐) ･･･････････小嶋　睦子
定年（民生部国民健康保険課副参事・後期高齢者医療係長) 
･･････････････････････････････････････････････吉岡登美子
定年（福祉部福祉課副参事・課長補佐) ･･･････････山本　優子
定年（福祉部介護課副参事) ･････････････････････木村まり子
定年（建設部建築住宅課副参事・市営住宅係長) ･･･伊藤　忠彦
定年（総務部つがる出張所総括主幹) ･････････････成田由起子
定年（福祉部健康推進課主任保健師) ･････････････成田美智子
定年（車力認定こども園主任保育教諭) ･･･････････伊藤　浪子
定年（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････煤田由起子
定年（ひなた児童会館長補佐) ･･･････････････････佐藤　祐子
定年（ひなた児童会館児童厚生指導員) ･･･････････佐々木妙子
定年（車力小学校技能主事) ･････････････････････小村　三夫
定年（木造中学校技能主事) ･････････････････････伊藤　修一
普通（教育委員会指導課長) ･････････････････････原　　真紀
普通（教育委員会指導課主任指導主事) ･･･････････中道　人子
普通（つがる西北五広域連合派遣）･･･････････････加藤　久子

【再任用】
総務部総務課専門員（財政部税務課専門員)  ･･････木村　好秀
総務部つがる出張所専門員（総務部つがる出張所総括主幹)
･･････････････････････････････････････････････成田由起子
総務部稲垣出張所専門員（民生部国民健康保険課専門員)
･･････････････････････････････････････････････高橋由喜子
財政部税務課専門員（財政部長) ･････････････････加藤　　靖
財政部収納課専門員（会計管理者) ･･･････････････菊地　芳生
財政部管財課専門員（財政部管財課副参事・財産管理係長)
･･････････････････････････････････････････････内藤　雅平
木造地域子育て支援センター専門員
（ひなた児童会館長) ･･･････････････････････････中畑　雪子
木造地域子育て支援センター専門員
（車力認定こども園主任保育教諭) ･･･････････････伊藤　浪子
福祉部健康推進課専門員
（福祉部健康推進課主任保健師) ･････････････････成田美智子
経済部農林水産課専門員
（総務部稲垣出張所長心得) ･････････････････････藤田　典久
建設部土木課専門員（消防本部消防長・消防監) ･･･山口　一寿
建設部建築住宅課専門員
（建設部建築住宅課副参事・市営住宅係長) ･･･････伊藤　忠彦
教育委員会社会教育文化課専門員
（建設部土木課専門員) ･････････････････････････森畑　　聡
森田公民館専門員（経済部農林水産課専門員) ･････佐藤　幸徳
車力小学校技能主事（車力小学校技能主事) ･･･････小村　三夫
木造中学校技能主事（木造中学校技能主事) ･･･････伊藤　修一
選挙管理委員会事務局専門員（教育委員会車力学校
給食センター所長・車力農民研修センター所長) ･･･佐々木勝雄
消防本部専門員（つがる市消防署長・消防司令長) ･石岡　淳二
任期満了（総務部稲垣出張所専門員) ･････････････成田　柳二
任期満了（総務部稲垣出張所専門員) ･････････････蝦名　紀子
任期満了（車力認定こども園専門員) ･････････････松橋　徳子
任期満了（車力認定こども園専門員) ･････････････工藤　直子
任期満了（車力認定こども園専門員) ･････････････野呂ゆり子
任期満了（教育委員会社会教育文化課専門員) ･････山口　健吾
任期満了（教育委員会森田学校給食センター技能主事)
･･････････････････････････････････････････････柴谷富美子
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法律相談を開催しています
　～個人では解決できない法律の問題や家庭問題等

お一人で悩んでいませんか？～　
期　日：平成30年5月9日(水)〈毎月第２水曜日〉
時　間：午後１時から４時まで
場　所：つがる市社会福祉協議会「相談室」
料　金：無料
※相談は予約が必要です。
※また、都合により期日が変更に
　なる場合もありますので、事前
　にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
　つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42-4660）

　お楽しみミニ湯治の会
　　5月の開催は下記のとおりです。

5月 対象地区
16日(水) 木造地区・越水地区・出来島地区
17日(木) 館岡地区・川除地区
18日(金) 出精地区・柴田地区

【場　所】しゃこちゃん温泉
【問い合わせ先】　
　つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42-4660）
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社協の情報コーナー ボランティア活動保険
ボランティア活動保険とは・・・
　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損
害賠償を補償する保険です。

【対象となる活動】
　 　無償の活動であれば、近所の見守り活動程度でも対
象となります。
【対象とならない活動】
　 　有償の活動、ＰＴＡ、自治会、町内会、老人クラブ
などボランティア活動以外の目的でつくられた団体・
グループが運営や親睦のための活動、海難救助等の活
動は対象外となります。
【保険料（掛金)】
　　基本タイプ　Ａプラン350円・Ｂプラン510円　　
　　天災タイプ　Ａプラン500円・Ｂプラン710円
【補償内容】
　傷害事故： 死亡、後遺障害、入院、手術、通院の保険

金
　賠償事故：対人・対物の賠償（自動車事故は除く。）
【補償期間】
　　加入日翌日から平成31年3月31日まで

【加入手続き・お問い合わせ先】
　 　社会福祉協議会が窓口になっていますので、各支所
までお問い合わせください。

生活支援体制整備事業
　つがる市生活支援体制整備事業をご存知ですか？
　一人暮らし高齢者、高齢者世帯や認知症の増加などにより、高齢者を取り巻く状況が大きく変わってきています。そ
こで、つがる市では、「高齢者が生き生きと暮らせる」「安心して老いられる」を目標に、医療や介護、生活支援などを
支える地域づくりを進めており、本会では、平成27年4月からつがる市より委託を受け、生活支援コーディネーターを
配置して生活支援の充実・強化を進めています。
　平成30年度は、次の事業を主としています。

　①啓発活動事業
　　この事業には地域住民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
　　地域に出向き、座談会や研修会を開催します。
　②集いの場、サロン活動の充実
　　地域の集会所等を利用した集いの場は、コミュニケーションの場としてだけ
　　でなく、地域の情報収集の場、生きがい活動の場となります。サロン活動を広め、
　　新規開設に向けて支援します。
　③ニーズや社会資源の把握
　　地域の課題やニーズを把握するとともに、既存の社会資源を把握し整理します。
　④担い手の養成、ネットワークの構築
　　ボランティアを養成講座を開催します。

問い合わせ先：つがる市社会福祉協議会　地域支援課・木造支所（電話0173-42-4660）

座談会の様子

サロンの様子
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