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　３月18日、碇ヶ関公民館で「碇ヶ関地域芸能
発表会」が開催されました。26組100人以上の
芸達者が出演し、各々が歌や踊りなど自慢の芸を
披露しました。
　碇ヶ関御関所太鼓保存会の勇壮なばちさばきの
太鼓演奏が開幕を告げると、碇ヶ関地区婦人会を
先導に碇ヶ関音頭で踊りの輪を作ったほか、日本
舞踊や新体操、地元の園児による遊戯など様々な
ジャンルの芸能発表が行われました。
　ま た、ゲ ス ト シ ョ ー で は、横 笛 奏 者 の
HIROMASAさんの演奏やよさこいチームの蒼天
飛龍によるよさこい演舞が行われ、会場の観客は
盛り上がりました。

3月31日、平川市出身のミュージシャンichiroさ
んの地元ライブが、文化センターで開かれました。
7年ぶりとなったライブでは最愛の仲間という
「ウッチーブラザーズバンド」の３人とともにブ
ルースを中心とした楽曲を力強く歌い上げ、観客
約700人を魅了しました。
　ichiroさんはギタリストとして矢沢永吉さんや長
渕剛さんらのツアーサポートをこなしながら、ソ
ロとしても精力的に活動しています。
故郷に恩返しをしたいという熱い思いを持った
ichiroさんの今後の活躍に目が離せません。

碇ヶ関地域芸能発表会 ひらかわ健康ポイント賞品贈呈
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　３月28日、市役所本庁舎で「ひらかわ健康ポ
イント事業当選賞品贈呈式」が行われました。
　ひらかわ健康ポイント事業は今年で２年目で
す。今回の応募者の総数は506人で、そのうち
抽選参加資格を持つ465人の中から当選者が決
定されました。
　贈呈式には長尾市長のほか市保健協力員会の
山崎和子会長（写真右）が出席し、５ポイント
コースの当選者である田邊リスさん（写真中
央）に２万円相当のマッサージシートを贈りま
した。賞品を手渡した長尾市長は「健康づくり
に地域の皆さんが参加するようにＰＲしてほし
い」と述べました。
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　平成30年度の一般会計と特別会計、

企業会計の予算が決まりました。一般会

計の当初予算は総額で207億円で、前年

度と比べて11億円（5.6％ )増となりまし

た。

　予算編成にあたっては、第２次平川市

長期総合プランの将来像「あふれる笑顔

　くらし輝く　平川市」の実現のため、

３つの基本目標を重点事項とし、国の政

策・制度の改変および当市の社会・経済

環境に適切に対応しつつ、限りある財源

を効果的かつ効率的に活用できるように

予算配分しました。

　４・５ページでは一般会計当初予算の

内訳を、６ページでは今年度実施される

事業概要について紹介します。

　地方交付税72億円や国県支出金40億7,674万円
など、依存財源が166億8,614 万円と全体の約８割
を占めており、財源の多くを国や県に頼らなけれ
ばならない状況になっています。
　残る約２割の自主財源については、市税が22億
7,851万円と大半を占め、繰入金(貯金の取り崩し
など)が９億7,527万円となっています。

歳　入特
集

一般会計
当初予算

繰入金 4.7％
（９億 7,527 万円）

分担金、負担金
使用料など 3.6％
（７億 6,008 万円）

地方譲与税
など  3.7％
（７億 8,010 万円）

地方交付税 34.8％
（72 億円）

国庫支出金 13.8％
（28 億 4,154 万円）

県支出金
6.0％
（12 億 3,520 万円）

市債 22.4％
（46 億 2,930 万円）

市税 11.0％
（22 億 7,851 万円）　

207
億円(前年比5.6％増)

平成 30年度

自主財源
19.3％

依存財源
80.7％

総額　207億円

区　分 金　額

使われる
お 金

納 め る
お 金

656,684円
(前年度614,266円)

72,283円
(前年度71,507円)

※市の人口31,522人(平成30年３月
　末現在)で計算しました。

企業会計
会計名 予算額

国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
診療所特別会計
学校給食センター特別会計
尾上地区住宅団地温泉事業特別会計
簡易水道特別会計

区　　分 予算額

水道事業

下水道事業

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

5億6,923万円
4億7,738万円

995万円
9,435万円

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

11億6,380万円
10億2,538万円
2億3,261万円
7億   991万円

　少子高齢化対策などに支出される民生費が59億
3,340万円と全体の約３割を占めており、学校教育な
どに使われる教育費が48億9,857万円、庁舎の整備
などに使われる総務費が25億4,139万円、市の借金
返済のために使われる公債費が23億108万円などと
なっています。

歳　出

総務費 12.3％
（25 億 4,139 万円）

民生費 28.7％
（59 億 3,340 万円）

衛生費 4.3％
（８億 9,978 万円）

農林水産業費
5.0％
（10 億 2,473 万円）

土木費
7.4％
（15 億 3,022 万円）

消防費 3.9％
（８億 146 万円）

教育費 23.7％
（48 億 9,857 万円）

公債費 11.1％
（23 億 108 万円）

議会費、商工費ほか
3.6％
（７億 6,937 万円）

予算用語の説明

市民１人当たり

自主財源と依存財源

地方交付税

市債

地方譲与税

　市が自主的に徴収できる
お金を「自主財源」、国や県か
ら交付されたり、金融機関な
どから借り入れるお金を「依
存財源」という。

　税収入が少ない市でも市民
に一定水準のサービスを行え
るように、国から交付される
お金。

　道路や学校を整備するな
ど、多額の経費がかかる事業
を行うときに金融機関などか
ら借入れるお金。

　国が徴収した自動車重量税
などから、一定基準により市
に交付されるお金。

36億1,418万円
38億   636万円
2億9,100万円
2億9,464万円
6億5,609万円
1,094万円
969万円

特別会計

総額　207億円
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市民体育館整備事業
　陸上競技場隣へ体育館を新築し、運動施設の充実を
図るとともに、防災拠点施設として併用します。平成
31年度完成予定で、総額は31億8,508万円を見込ん
でいます。

今年度実施される
事業の概要

こども医療費給付事業

子育て世代包括支援センター

　中学生の通院を無料とし、義務教育までの医療費の
完全無料化を実施します。

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援がで
きるよう、保健師および助産師、ソーシャルワーカー
などを配置したワンストップ拠点を整備します。

通級指導教室および未就学児指導教室
　特別な配慮が必要な児童・生徒および未就学児に対
し、適応指導および教育相談などの教室を新設します。

りんごのふるさと応援事業
　ふるさと納税返礼品として人気の高いりんごの生産
者に対する応援のため、産地維持に向けた取り組みを
行います。

加工技術高度化支援事業
　「食ラボひらかわ」を６次産業化拠点施設として活用
し、食品衛生に関する基礎知識や加工技術の研修会を
開催します。また、加工技術相談員による相談日の増
加を図ります。

平川あどの祭り実施事業
　お盆にねぷた運行や歩行者天国を行い、帰省客を迎
えるためのイベントを実施します。

減塩普及事業
　減塩測定器の配布と減塩の講座を行い、減塩の必要
性の周知と意識向上を図ります。

地域活動支援センター (Ⅰ型)事業
　障がいのある方などに対し、地域の実情に応じた創
作的活動や生産活動の機会の提供により、社会復帰、
社会参加を促進します。

ピロリ菌検査事業
　胃がん発症の原因とされるピロリ菌の無料検査を実
施して、市民の健康増進を図ります。

平賀東小学校改築事業
　校舎と屋内体育館の改築工事を行っています。平成
31年度完成予定で、総額は20億1,005万円を見込ん
でいます。

猿賀小学校改築事業
　校舎の改築工事を行っています。平成32年度完成予
定で、総額は16億9,435万円を見込んでいます。

9,091万円

457万円

960万円

1,670万円

308万円

242万円
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1,067万円

116万円

15億1,369万円

11億5,540万円

９億1,564万円

問合せ：企画財政課　財政係　☎44-1111（内線 1432・1433）

平川市の
財政状況について 

　市では、社会情勢の変化に対応しながら各施策を推進して

いく必要があることから、持続可能な行財政運営の実現のた

め、財政運営計画を策定しています。

　今回、その内容についておしらせします。

市債残高

基金残高

実質公債費比率

将来負担比率

　市債とは市の借金のことです。平成17年

度末に約236億円ありましたが、平成28年

度末に約109億円まで減少しました。今後

は、平賀東小学校および猿賀小学校の改

築、本庁舎改築や新体育館建設などの大型

事業が続くため、平成32年度までは増加す

る計画となっています。一時的に200億円

を超す見通しですが、この償還(返済)に充てるためのお金が国から地方交付税という形で一定割合が交付されるため、市

の実質的な負担は３割程度となります。

　当市の標準的な収入額に対するローン
返済の負担の大きさを表します。平成19
年度は20.7%でしたが、平成28年度では
13.8%に下がっています。今後も下がって
いく計画となっています。

　将来負担すべき実質的な負債の大きさ
を表します。平成19年度に170.7%ありま
したが、平成25年度以降は「－」(比率な
し)、つまり、将来の負担はなしとなって
います。これは、将来の負担が収入など
を下回ったためです。

　基金とは市の貯金のことです。平成17
年度末に約29億円でしたが、平成28年度
末に約91億円まで増加しました。今後は、
大型事業など様々な要因により減少する見
込みとなっていますが、平成35年度末に
おいても約76億円を保持することができ
る見通しとなっています。
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　現在計画されている事業が全て行われたとしても、市の財政は健全な状態を維持することができる
と見込まれています。市では、今後も、収入の確保に努めるとともに、行政改革を進め、経費削減に
取り組んでいきます。

早期健全化基準（350％でイエローカードとなる）

早期健全化基準（25％でイエローカードとなる）
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市民体育館整備事業
　陸上競技場隣へ体育館を新築し、運動施設の充実を
図るとともに、防災拠点施設として併用します。平成
31年度完成予定で、総額は31億8,508万円を見込ん
でいます。

今年度実施される
事業の概要
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きるよう、保健師および助産師、ソーシャルワーカー
などを配置したワンストップ拠点を整備します。

通級指導教室および未就学児指導教室
　特別な配慮が必要な児童・生徒および未就学児に対
し、適応指導および教育相談などの教室を新設します。

りんごのふるさと応援事業
　ふるさと納税返礼品として人気の高いりんごの生産
者に対する応援のため、産地維持に向けた取り組みを
行います。

加工技術高度化支援事業
　「食ラボひらかわ」を６次産業化拠点施設として活用
し、食品衛生に関する基礎知識や加工技術の研修会を
開催します。また、加工技術相談員による相談日の増
加を図ります。

平川あどの祭り実施事業
　お盆にねぷた運行や歩行者天国を行い、帰省客を迎
えるためのイベントを実施します。

減塩普及事業
　減塩測定器の配布と減塩の講座を行い、減塩の必要
性の周知と意識向上を図ります。

地域活動支援センター (Ⅰ型)事業
　障がいのある方などに対し、地域の実情に応じた創
作的活動や生産活動の機会の提供により、社会復帰、
社会参加を促進します。

ピロリ菌検査事業
　胃がん発症の原因とされるピロリ菌の無料検査を実
施して、市民の健康増進を図ります。

平賀東小学校改築事業
　校舎と屋内体育館の改築工事を行っています。平成
31年度完成予定で、総額は20億1,005万円を見込ん
でいます。

猿賀小学校改築事業
　校舎の改築工事を行っています。平成32年度完成予
定で、総額は16億9,435万円を見込んでいます。
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いく必要があることから、持続可能な行財政運営の実現のた

め、財政運営計画を策定しています。

　今回、その内容についておしらせします。
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度末に約109億円まで減少しました。今後

は、平賀東小学校および猿賀小学校の改

築、本庁舎改築や新体育館建設などの大型

事業が続くため、平成32年度までは増加す

る計画となっています。一時的に200億円

を超す見通しですが、この償還(返済)に充てるためのお金が国から地方交付税という形で一定割合が交付されるため、市

の実質的な負担は３割程度となります。

　当市の標準的な収入額に対するローン
返済の負担の大きさを表します。平成19
年度は20.7%でしたが、平成28年度では
13.8%に下がっています。今後も下がって
いく計画となっています。
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を表します。平成19年度に170.7%ありま
したが、平成25年度以降は「－」(比率な
し)、つまり、将来の負担はなしとなって
います。これは、将来の負担が収入など
を下回ったためです。

　基金とは市の貯金のことです。平成17
年度末に約29億円でしたが、平成28年度
末に約91億円まで増加しました。今後は、
大型事業など様々な要因により減少する見
込みとなっていますが、平成35年度末に
おいても約76億円を保持することができ
る見通しとなっています。
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　現在計画されている事業が全て行われたとしても、市の財政は健全な状態を維持することができる
と見込まれています。市では、今後も、収入の確保に努めるとともに、行政改革を進め、経費削減に
取り組んでいきます。
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　市では、環境にやさしいまちづくりを推進するため、市内に居住している方、または居住予定の方を
対象に、自らが住む住宅に「太陽光発電システム」を設置する場合、設置費用の一部を補助します。

次の条件を全て満たす方が対象となります。
①居住する住宅（もしくは居住予定の住宅）に太陽光発電シ
　ステムを設置する方。
②市税に滞納がない方。
③太陽光発電に係る電力需給に関する契約を結ばれる方。

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

■補助対象者

太陽光発電システムの設置費用の一部を補助します！
平川市住宅用太陽光発電システム導入支援事業

①補助対象経費が１kW あたり50万円以下の対象システムで
　あること。
②合計値が10kW 未満の太陽光発電システムであること。
③未使用品であること（中古品は対象外です）。
④市が交付申請を受け付け、交付決定通知した日以降に設置
　工事の着工または補助対象システム付住宅などの引き渡し
　を受けること。
⑤一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）の行う太陽電
　池モジュール認証に相当する認証を受けているものまたは
　これと同等以上の性能および品質が確認されているもので
　あること。

■補助対象システム

４月16日(月)から受付開始
■申請期間

①市外施工業者を利用される場合
　補助金の額＝１kW 当たり２.５万円×対象システムを　　
　　　　　構成する太陽電池の最大出力（上限10万円）
②市内施工業者を利用される場合
　補助金の額＝１kW 当たり３万円 ×対象システムを構成　
　　　　　　する太陽電池の最大出力（上限12万円）

■補助金額

約20件程度（予算の範囲内で実施します）
■募集件数

先着順
■交付決定方法

※今年度で本補助金は終了となります。

　定住の促進と人口増加を図るため、移住者および子育て世
帯に対し、住宅を新築または購入する場合にかかる経費の一
部を補助します。
※新築の場合は着工前、購入の場合は売買契約前に申請をす
　る必要があります。
　なお、個人から中古住宅を購入する予定の方は事前にご相
談ください。

申請時点で、次のいずれかを満たす方が対象となります。
①５年以上平川市に住民登録がなく移住する予定の方。
②５年以上平川市に住民登録がなく既に移住しており、移住
　後２年以内の方。
③平川市へ転入予定で、中学生以下の子どもまたは妊婦がい
　る方。
④中学生以下の子どもまたは妊婦がいる市民。
※市税などを滞納していない方（同居する方を含む。転入予
　定の方は、申請時に住民登録している市町村の市町村民税
　などを滞納していない方）

平川市内にあり、申請する方が所有し居住する住宅（新築住
宅・建売住宅・中古住宅）
※住宅の延べ床面積75㎡以上で、店舗併用住宅は住宅部分
　の延べ床面積が２分の１以上であることが必要です。

100万円

80万円

60万円

40万円

60万円

40万円

30万円

20万円

30万円

20万円

※補助金の額は、この表に定める額または補助対象経費の
　10分の１に相当する額（1,000円未満切り捨て）のいずれ
　か低い額となります。
※市内業者とは、平川市内に本社、本店、支店、営業所など
　を置く建築・不動産業者です。
※土地購入、外構工事、家具・電化製品の購入などに要する
　費用は、補助対象外となります。
※申請者の他に住宅の所有者がいる場合、補助金額が変わ
　る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市内
業者
以外

市内
業者

子育て
世帯

子育て
世帯
以外

子育て
世帯

子育て
世帯
以外

市内の
子育て
世帯

移住者

県外 県内 (市外 )

対
象
者

区
分

■補助対象者

■補助対象住宅

■補助金額

▽補助対象空家等
特定空家…条例の規定により市長の認定を受けている空家
（命令を受けたものを除く）
老朽危険空家（要事前調査）…事前に老朽危険空家の判定　
に係る申し出を行い、市の特定空家等判断基準に定める不　
良度（老朽度・危険度）の判定結果が50点以上の空家
倒壊空家…老朽化または台風、地震などの自然災害によっ　
て倒壊した空家
▽補助対象者
・老朽危険空家等の所有者または所有者の相続人もしくは所
　有者から老朽危険空家等の解体撤去などについて委任を受
　けた方
・市税の滞納がない方

▽補助要件
・市内に存する老朽危険空家等で、個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないことまたは設定され
　ている全ての権利者の同意を得られていること
・解体撤去を行う年度に、入札参加資格者名簿に登録されて
　いる市内に本店がある解体工事の有資格者が解体撤去を行
　うこと
・空家および附属する埋設物、建築物および附属する工作　
　物、敷地内の樹木などを解体・撤去し、原則更地にする工
　事を行うこと
※倉庫、物置などのみ解体する場合、対象になりません。
▽補助金額
　対象経費の２分の１（上限50万円）
※同一世帯に対して１回限りです。工事着手済であったり、
　完了している場合は申請できません。
※本補助金を活用して空家等を解体撤去した土地に、住宅用
　地の特例が適用されている場合は、一定期間、当該土地に係
　る固定資産税を減免します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「空き家・空き地を売りたい、貸したい方（所
有者）」の物件を、「買いたい、借りたい方（利
用希望者）」に紹介する制度です。５月から弘前
圏域定住自立圏（弘前市、黒石市、平川市、藤
崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）
における取り組みとして、空き家・空き地の利

活用と不動産の流動化を図ることを目的に空き
家・空き地バンクが始まります。
　バンクの運営は、圏域自治体と不動産団体、金
融機関による「弘前圏域空き家・空き地バンク協
議会」で運営します。所有者から登録申し込みを
受けた物件を協議会のホームページに公開します
（５月公開予定）。

問合せ：建設課　都市計画係　☎44-1111（内線2224・2225）

空き家・空き地バンクとは、 ☞

空き家・空き地
の

所有者

物件募集

物件登録

登録通知

調査
売買・賃貸借
の仲介

借入金相談

情報提供

利用者登録

登録通知

案内
売買・賃貸借
の仲介

借入金相談

空き家・空き地
の

利用者

金融機関
宅建業者

■補助対象者
　バンクを通じて空家を取得し、その所在地に住所を定める方
　または住所を定める予定の方
■補助金の額
　対象経費の２分の１（上限30万円）

■対象となる工事
〇30万円以上のリフォーム工事
〇補助金の交付決定後に着手する　
　工事　
〇年度内に完了する工事など

　市では、空家の利活用を促進するため、リフォーム工事を行う場合にかかる経費の一部を補助します。

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

平川市老朽危険空家等解体撤去補助金
補助事業実施期間
平成32年度まで

弘
前
圏
域
空
き
家
、

空
き
地
バ
ン
ク
が
始
ま
り
ま
す

空き家・空き地バンクの仕組み  ☞

空家リフォーム支援補助金  ☞あ
な
た
の
空
き
家

  

空
き
地
を
登
録
し
ま
せ
ん
か
？

弘前圏域市町村

　老朽化その他の理由により周囲の生活環境に悪影響を及ぼ
すおそれがある空家等の解体撤去を自ら行う所有者等に対し
て、その費用の一部を補助します。
※空家とは、１年以上居住その他の使用がなされていないこ    
　とが常態である建築物をいいます。

空き家・空き地バンク

協議会
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　市では、環境にやさしいまちづくりを推進するため、市内に居住している方、または居住予定の方を
対象に、自らが住む住宅に「太陽光発電システム」を設置する場合、設置費用の一部を補助します。

次の条件を全て満たす方が対象となります。
①居住する住宅（もしくは居住予定の住宅）に太陽光発電シ
　ステムを設置する方。
②市税に滞納がない方。
③太陽光発電に係る電力需給に関する契約を結ばれる方。
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■補助対象者

太陽光発電システムの設置費用の一部を補助します！
平川市住宅用太陽光発電システム導入支援事業

①補助対象経費が１kW あたり50万円以下の対象システムで
　あること。
②合計値が10kW 未満の太陽光発電システムであること。
③未使用品であること（中古品は対象外です）。
④市が交付申請を受け付け、交付決定通知した日以降に設置
　工事の着工または補助対象システム付住宅などの引き渡し
　を受けること。
⑤一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）の行う太陽電
　池モジュール認証に相当する認証を受けているものまたは
　これと同等以上の性能および品質が確認されているもので
　あること。

■補助対象システム

４月16日(月)から受付開始
■申請期間

①市外施工業者を利用される場合
　補助金の額＝１kW 当たり２.５万円×対象システムを　　
　　　　　構成する太陽電池の最大出力（上限10万円）
②市内施工業者を利用される場合
　補助金の額＝１kW 当たり３万円 ×対象システムを構成　
　　　　　　する太陽電池の最大出力（上限12万円）

■補助金額

約20件程度（予算の範囲内で実施します）
■募集件数

先着順
■交付決定方法

※今年度で本補助金は終了となります。

　定住の促進と人口増加を図るため、移住者および子育て世
帯に対し、住宅を新築または購入する場合にかかる経費の一
部を補助します。
※新築の場合は着工前、購入の場合は売買契約前に申請をす
　る必要があります。
　なお、個人から中古住宅を購入する予定の方は事前にご相
談ください。

申請時点で、次のいずれかを満たす方が対象となります。
①５年以上平川市に住民登録がなく移住する予定の方。
②５年以上平川市に住民登録がなく既に移住しており、移住
　後２年以内の方。
③平川市へ転入予定で、中学生以下の子どもまたは妊婦がい
　る方。
④中学生以下の子どもまたは妊婦がいる市民。
※市税などを滞納していない方（同居する方を含む。転入予
　定の方は、申請時に住民登録している市町村の市町村民税
　などを滞納していない方）

平川市内にあり、申請する方が所有し居住する住宅（新築住
宅・建売住宅・中古住宅）
※住宅の延べ床面積75㎡以上で、店舗併用住宅は住宅部分
　の延べ床面積が２分の１以上であることが必要です。

100万円

80万円

60万円

40万円

60万円

40万円

30万円

20万円

30万円

20万円

※補助金の額は、この表に定める額または補助対象経費の
　10分の１に相当する額（1,000円未満切り捨て）のいずれ
　か低い額となります。
※市内業者とは、平川市内に本社、本店、支店、営業所など
　を置く建築・不動産業者です。
※土地購入、外構工事、家具・電化製品の購入などに要する
　費用は、補助対象外となります。
※申請者の他に住宅の所有者がいる場合、補助金額が変わ
　る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市内
業者
以外

市内
業者

子育て
世帯

子育て
世帯
以外

子育て
世帯

子育て
世帯
以外

市内の
子育て
世帯

移住者

県外 県内 (市外 )

対
象
者

区
分

■補助対象者

■補助対象住宅

■補助金額

▽補助対象空家等
特定空家…条例の規定により市長の認定を受けている空家
（命令を受けたものを除く）
老朽危険空家（要事前調査）…事前に老朽危険空家の判定　
に係る申し出を行い、市の特定空家等判断基準に定める不　
良度（老朽度・危険度）の判定結果が50点以上の空家
倒壊空家…老朽化または台風、地震などの自然災害によっ　
て倒壊した空家
▽補助対象者
・老朽危険空家等の所有者または所有者の相続人もしくは所
　有者から老朽危険空家等の解体撤去などについて委任を受
　けた方
・市税の滞納がない方

▽補助要件
・市内に存する老朽危険空家等で、個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないことまたは設定され
　ている全ての権利者の同意を得られていること
・解体撤去を行う年度に、入札参加資格者名簿に登録されて
　いる市内に本店がある解体工事の有資格者が解体撤去を行
　うこと
・空家および附属する埋設物、建築物および附属する工作　
　物、敷地内の樹木などを解体・撤去し、原則更地にする工
　事を行うこと
※倉庫、物置などのみ解体する場合、対象になりません。
▽補助金額
　対象経費の２分の１（上限50万円）
※同一世帯に対して１回限りです。工事着手済であったり、
　完了している場合は申請できません。
※本補助金を活用して空家等を解体撤去した土地に、住宅用
　地の特例が適用されている場合は、一定期間、当該土地に係
　る固定資産税を減免します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「空き家・空き地を売りたい、貸したい方（所
有者）」の物件を、「買いたい、借りたい方（利
用希望者）」に紹介する制度です。５月から弘前
圏域定住自立圏（弘前市、黒石市、平川市、藤
崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）
における取り組みとして、空き家・空き地の利

活用と不動産の流動化を図ることを目的に空き
家・空き地バンクが始まります。
　バンクの運営は、圏域自治体と不動産団体、金
融機関による「弘前圏域空き家・空き地バンク協
議会」で運営します。所有者から登録申し込みを
受けた物件を協議会のホームページに公開します
（５月公開予定）。

問合せ：建設課　都市計画係　☎44-1111（内線2224・2225）

空き家・空き地バンクとは、 ☞

空き家・空き地
の

所有者

物件募集

物件登録

登録通知

調査
売買・賃貸借
の仲介

借入金相談

情報提供

利用者登録

登録通知

案内
売買・賃貸借
の仲介

借入金相談

空き家・空き地
の

利用者

金融機関
宅建業者

■補助対象者
　バンクを通じて空家を取得し、その所在地に住所を定める方
　または住所を定める予定の方
■補助金の額
　対象経費の２分の１（上限30万円）

■対象となる工事
〇30万円以上のリフォーム工事
〇補助金の交付決定後に着手する　
　工事　
〇年度内に完了する工事など

　市では、空家の利活用を促進するため、リフォーム工事を行う場合にかかる経費の一部を補助します。

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

平川市老朽危険空家等解体撤去補助金
補助事業実施期間
平成32年度まで

弘
前
圏
域
空
き
家
、

空
き
地
バ
ン
ク
が
始
ま
り
ま
す

空き家・空き地バンクの仕組み  ☞

空家リフォーム支援補助金  ☞あ
な
た
の
空
き
家

  

空
き
地
を
登
録
し
ま
せ
ん
か
？

弘前圏域市町村

　老朽化その他の理由により周囲の生活環境に悪影響を及ぼ
すおそれがある空家等の解体撤去を自ら行う所有者等に対し
て、その費用の一部を補助します。
※空家とは、１年以上居住その他の使用がなされていないこ    
　とが常態である建築物をいいます。

空き家・空き地バンク

協議会

広報ひらかわ　2018-4 2018-4　広報ひらかわ　8 9



問合せ：子育て健康課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

助成内容

0
歳 

か
ら 

中
学
校
3
年
生 

ま
で
の 

医
療
費 
を 

完
全
無
料
化 

し
ま
す

　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、４月１日から子どもの通院医療費の対象を中学校３年生

まで拡大し、義務教育修了前の子どもの医療費を無料化します。

　新たに助成の対象となる中学校２・３年の子どもがいる世帯は申請が必要になります。なお、対象

になると思われる方には4月中旬に申請書類などを送付しています。書類が届かない場合は、お手数で

も担当までご連絡ください。

　転入などの場合は、随時申請を受け付けます。

　市内に住所を有し、医療保険各法の被保険者ま
たは被扶養者である中学生（平成15年４月２日
～平成17年４月１日生まれ）の保護者
※他の公費負担制度（ひとり親家庭等医療費給付
　制度、重度心身障害者医療費助成制度、生活保護
　制度など）により給付が受けられる場合を除き
　ます。ただし、ひとり親家庭等医療費給付制度
　の対象者で、保護者などの所得制限限度額超過
　などにより非該当となる場合は、中学生までの
　子どものみ対象となります。

①子ども医療費受給資格証交付（更新）申請書
②口座振込依頼書
③振込先の通帳など（コピー可）
④対象となる子どもの保険証（コピー可）
⑤子ども・保護者のマイナンバーカードまたは通知
　カードおよび本人確認書類
⑥印鑑（スタンプ式不可）

　通知が届いた日～ 5月31日(木)
　８時15分～ 17時
※土・日曜日、祝日を除きます。
※受付期間内に提出しないときは、受給資格の認
　定が７月１日以降になる場合がありますのでご
　注意ください。

▷子育て健康課母子保健係（健康センター内）
▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
▷葛川支所

　受給資格証は6月中旬に送付予定です。
　受給資格証が届くまでの間に受診された場合
は、受給資格認定後、償還払いによりお支払いし
ますので、領収書は捨てずに保管してください。
※医療費給付の申請には、期限がありますのでご
　注意ください（診療した翌月初日から起算して
　６か月以内）。

申請者

提出書類

受付期間

その他

提出先（郵送可）

通

　院

入

　院

現物給付

現物給付

×

未就学児童

小学生

中学生

対象者 給付 自己負担

平成30年３月31日まで

未就学児童

小学生

中学生

現物給付

現物給付

償還払い

無

無

無

無

無

通

　院

入

　院

現物給付

現物給付

現物給付

未就学児童

小学生

中学生

対象者 給付 自己負担

平成30年４月１日から

未就学児童

小学生

中学生

現物給付

現物給付

現物給付

無

無

無

無

無

無

現物給付：医療機関窓口で受給資格証を提示することにより、医療費の支払いがなくなります。
償還払い：医療機関において支払った医療費の領収書を添えて申請することで、後日給付されます。
※所得制限はありませんが、県の補助事業対象者を判定するため、未就学児童については保護者の所得審査を行います。

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241 ～ 1243）

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が延長されました
　平成27年度税制改正で実施された軽自動車税のグ
リーン化特例（軽課）について、特例の対象を見直し
た上で適用期限が平成31年度分まで延長されること
になりました。
　これにより、平成29年４月1日から平成30年3月

31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車
などのうち、排出ガス性能および燃費性能に優れたも
にについては、以下のとおり、平成30年度分の軽自
動車税に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車両区分

三輪

標準

ガソリン車・ハイブリッド車・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(ポス
ト新長期規制（自動車排
出ガス規制）から窒素酸
化物10％低減）

・平成32年度燃費基準
＋30％達成(乗用車)
・平成27年度燃費基準
＋35％達成(貨物車)

・平成32年度燃費基準
＋10％達成(乗用車)
・平成27年度燃費基準
＋15％達成(貨物車)

四輪
乗用

貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

概ね 75％軽減 概ね 50％軽減 概ね 25％軽減
3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241 ～ 1243）

　障がい者本人または障がい者の方と生計を
同じくする方が所有する軽自動車のうち１台

納税義務者の個人番号(マイナンバー )確認
書類および本人確認書類、印鑑、運転する方
の運転免許証、車検証、軽自動車税納税通知
書、身体障害者手帳または療育(愛護)手帳、
精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
※障がい者の方と運転される方が別居してい
　る場合は、生計同一証明書(福祉課障がい
　支援係で発行)も必要となります。

・  減免申請書(本庁舎税務課および尾上・碇
　ヶ関総合支所市民生活課・葛川支所にあり
　ます)と以下書類など。

・税務課住民税係
・尾上総合支所市民生活課総務係
・碇ヶ関総合支所市民生活課総務係
・葛川支所

①減免を受けるための申請は、毎年必要と
　なります。
②普通自動車税の減免申請をする場合は、
　軽自動車税の減免申請はできませんの　
　でご注意ください。
③既に納付された税については減免を受け
　られませんので、納税組合などに加入さ
　れている方は特にご注意ください（４月
　27日(金)までに税務課住民税係へ減免
　を受けたい旨をお伝えください）。

④平成30年４月２日以降手帳の交付を受
　けている場合は、翌年度より減免対象と
　なります。
⑤申請を受付した場合でも、減免基準に合
　致しないことが判明した場合は減免が受
　けられません。
※障がいの程度や車両の使用状況によって
　は、障害者手帳をお持ちであっても減免
　とならない場合があります。詳しくは担
　当までお問い合わせください。

軽自動車税
減免の
おしらせ

対　象　と　な　る　車　両

＜必要書類＞

＜必要書類＞

一般の軽自動車など

申請窓口

＜留意事項＞

特殊用途の軽自動車

　車体の構造や装置が、障がい者
利用のために特殊な仕様となって
いる軽自動車(車検証に「身体障
害者輸送車」「車いす移動車」な
どの記載があるもの)

納税義務者の個人番号確認書類お
よび本人確認書類(納税義務者が
法人の場合は法人番号確認書
類)、印鑑、車検証、軽自動車税
納税通知書

５月２日(水)
　～５月24日(木)

※上記期間を過ぎますと、その年度の減免　
　を受けることができなくなります。

・  減免申請書(本庁舎税務課および
　尾上・碇ヶ関総合支所市民生活
　課・葛川支所にあります)と以
　下書類など。

申
請
受
付
に
関
し
て

（土・日曜日、祝日を除く）

　身体障害者手帳、療育(愛護)
手帳、精神障害者保健福祉手帳、

戦傷病者手帳の交付を受けている

方などが生業、通院、通学などの

ために自動車を使用する場合、一

定の条件に該当する申請により軽

自動車税の減免を受けることがで

きます。
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問合せ：子育て健康課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

助成内容

0
歳 

か
ら 

中
学
校
3
年
生 

ま
で
の 

医
療
費 

を 

完
全
無
料
化 

し
ま
す

　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、４月１日から子どもの通院医療費の対象を中学校３年生

まで拡大し、義務教育修了前の子どもの医療費を無料化します。

　新たに助成の対象となる中学校２・３年の子どもがいる世帯は申請が必要になります。なお、対象

になると思われる方には4月中旬に申請書類などを送付しています。書類が届かない場合は、お手数で

も担当までご連絡ください。

　転入などの場合は、随時申請を受け付けます。

　市内に住所を有し、医療保険各法の被保険者ま
たは被扶養者である中学生（平成15年４月２日
～平成17年４月１日生まれ）の保護者
※他の公費負担制度（ひとり親家庭等医療費給付
　制度、重度心身障害者医療費助成制度、生活保護
　制度など）により給付が受けられる場合を除き
　ます。ただし、ひとり親家庭等医療費給付制度
　の対象者で、保護者などの所得制限限度額超過
　などにより非該当となる場合は、中学生までの
　子どものみ対象となります。

①子ども医療費受給資格証交付（更新）申請書
②口座振込依頼書
③振込先の通帳など（コピー可）
④対象となる子どもの保険証（コピー可）
⑤子ども・保護者のマイナンバーカードまたは通知
　カードおよび本人確認書類
⑥印鑑（スタンプ式不可）

　通知が届いた日～ 5月31日(木)
　８時15分～ 17時
※土・日曜日、祝日を除きます。
※受付期間内に提出しないときは、受給資格の認
　定が７月１日以降になる場合がありますのでご
　注意ください。

▷子育て健康課母子保健係（健康センター内）
▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
▷葛川支所

　受給資格証は6月中旬に送付予定です。
　受給資格証が届くまでの間に受診された場合
は、受給資格認定後、償還払いによりお支払いし
ますので、領収書は捨てずに保管してください。
※医療費給付の申請には、期限がありますのでご
　注意ください（診療した翌月初日から起算して
　６か月以内）。

申請者

提出書類

受付期間

その他

提出先（郵送可）

通

　院

入

　院

現物給付

現物給付

×

未就学児童

小学生

中学生

対象者 給付 自己負担

平成30年３月31日まで

未就学児童

小学生

中学生

現物給付

現物給付

償還払い

無

無

無

無

無

通

　院

入

　院

現物給付

現物給付

現物給付

未就学児童

小学生

中学生

対象者 給付 自己負担

平成30年４月１日から

未就学児童

小学生

中学生

現物給付

現物給付

現物給付

無

無

無

無

無

無

現物給付：医療機関窓口で受給資格証を提示することにより、医療費の支払いがなくなります。
償還払い：医療機関において支払った医療費の領収書を添えて申請することで、後日給付されます。
※所得制限はありませんが、県の補助事業対象者を判定するため、未就学児童については保護者の所得審査を行います。

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241 ～ 1243）

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が延長されました
　平成27年度税制改正で実施された軽自動車税のグ
リーン化特例（軽課）について、特例の対象を見直し
た上で適用期限が平成31年度分まで延長されること
になりました。
　これにより、平成29年４月1日から平成30年3月

31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車
などのうち、排出ガス性能および燃費性能に優れたも
にについては、以下のとおり、平成30年度分の軽自
動車税に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車両区分

三輪

標準

ガソリン車・ハイブリッド車・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(ポス
ト新長期規制（自動車排
出ガス規制）から窒素酸
化物10％低減）

・平成32年度燃費基準
＋30％達成(乗用車)
・平成27年度燃費基準
＋35％達成(貨物車)

・平成32年度燃費基準
＋10％達成(乗用車)
・平成27年度燃費基準
＋15％達成(貨物車)

四輪
乗用

貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

概ね 75％軽減 概ね 50％軽減 概ね 25％軽減
3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241 ～ 1243）

　障がい者本人または障がい者の方と生計を
同じくする方が所有する軽自動車のうち１台

納税義務者の個人番号(マイナンバー )確認
書類および本人確認書類、印鑑、運転する方
の運転免許証、車検証、軽自動車税納税通知
書、身体障害者手帳または療育(愛護)手帳、
精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
※障がい者の方と運転される方が別居してい
　る場合は、生計同一証明書(福祉課障がい
　支援係で発行)も必要となります。

・  減免申請書(本庁舎税務課および尾上・碇
　ヶ関総合支所市民生活課・葛川支所にあり
　ます)と以下書類など。

・税務課住民税係
・尾上総合支所市民生活課総務係
・碇ヶ関総合支所市民生活課総務係
・葛川支所

①減免を受けるための申請は、毎年必要と
　なります。
②普通自動車税の減免申請をする場合は、
　軽自動車税の減免申請はできませんの　
　でご注意ください。
③既に納付された税については減免を受け
　られませんので、納税組合などに加入さ
　れている方は特にご注意ください（４月
　27日(金)までに税務課住民税係へ減免
　を受けたい旨をお伝えください）。

④平成30年４月２日以降手帳の交付を受
　けている場合は、翌年度より減免対象と
　なります。
⑤申請を受付した場合でも、減免基準に合
　致しないことが判明した場合は減免が受
　けられません。
※障がいの程度や車両の使用状況によって
　は、障害者手帳をお持ちであっても減免
　とならない場合があります。詳しくは担
　当までお問い合わせください。

軽自動車税
減免の
おしらせ

対　象　と　な　る　車　両

＜必要書類＞

＜必要書類＞

一般の軽自動車など

申請窓口

＜留意事項＞

特殊用途の軽自動車

　車体の構造や装置が、障がい者
利用のために特殊な仕様となって
いる軽自動車(車検証に「身体障
害者輸送車」「車いす移動車」な
どの記載があるもの)

納税義務者の個人番号確認書類お
よび本人確認書類(納税義務者が
法人の場合は法人番号確認書
類)、印鑑、車検証、軽自動車税
納税通知書

５月２日(水)
　～５月24日(木)

※上記期間を過ぎますと、その年度の減免　
　を受けることができなくなります。

・  減免申請書(本庁舎税務課および
　尾上・碇ヶ関総合支所市民生活
　課・葛川支所にあります)と以
　下書類など。

申
請
受
付
に
関
し
て

（土・日曜日、祝日を除く）

　身体障害者手帳、療育(愛護)
手帳、精神障害者保健福祉手帳、

戦傷病者手帳の交付を受けている

方などが生業、通院、通学などの

ために自動車を使用する場合、一

定の条件に該当する申請により軽

自動車税の減免を受けることがで

きます。
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年１回、
狂犬病予防注射をしましょう
　狂犬病は人間を含む全ての哺乳類に感染し、海

外では毎年多くの死者が出ており、極めて重要な

感染症です。平成25年度、台湾で52年ぶりに狂

犬病が発生しました。狂犬病は、いつ日本で発生

してもおかしくない状況です。

　犬の狂犬病予防接種は、狂犬病予防法第５条で

定められている飼い主の義務です。年１回、予防

接種を受け、正しい飼育をしましょう。

　日本では、狂犬病予防法により、生後91日以降の犬を飼う時は生涯１回の登録と年１回の狂犬病予防注射を受ける

ことが義務づけられています。毎年、忘れずに予防注射をしましょう。

　動物病院で注射をした場合は注射済票交付申請をする必要があります。申請する際は注射済証と交付手数料550円が

必要となります。

平成30年度(春)狂犬病予防注射日程表

旧老人福祉センター

平成町コミュニティセンター

つつみの家

平田森多目的集会所

荒田農業研修センター

小和森多目的研修集会施設

杉館集会施設

８：30 ～８：45

８：55 ～９：05

９：15 ～９：30

９：40 ～９：50

10：00 ～ 10：10

10：20 ～ 10：30

10：45 ～ 10：55

11：05 ～ 11：15

11：20 ～ 11：30

12：50 ～ 13：05

13：15 ～ 13：25

13：35 ～ 13：45

13：55 ～ 14：05

14：15 ～ 14：30

松館農業研修センター

平賀農村婦人の家

文化センター第１駐車場

石郷多目的研修集会施設

原田農業研修センター

向陽多目的研修集会施設

鳥海会館

平賀地域 　５月８日(火)
本 町

平 成

町 居

平 田 森

荒 田

小 和 森

杉 館

松 館

館山・松崎

光 城

石 郷

原 田

吹上・高畑

沖 館

柏木町コミュニティセンター

本町コミュニティセンター

大光寺コミュニティセンター

六羽川沿い団地公園

苗生松多目的集会所

８：30 ～８：45

８：50 ～９：05

９：10 ～９：25

９：30 ～９：35

９：40 ～９：50

10：00 ～ 10：10

10：15 ～ 10：25

10：30 ～ 10：35

13：40 ～ 13：55

11：05 ～ 11：15

館田地区農業推進拠点施設

三町会農業研修センター

四ツ屋集会所

大坊コミュニティセンター

岩館地区構造改善センター

平賀地域 　５月９日(水)
柏 木 町

本 町

大 光 寺

大 光 寺

苗 生 松

館 田

小杉・石畑

四 ツ 屋

大 坊

岩 館

平賀体育館入口

向野町会集会所

新館集落センター

唐竹多目的集会所

広船地区構造改善センター

尾崎多目的研修集会施設

松野地区集会所

８：30 ～８：40

８：45 ～８：50

８：55 ～９：10

　９：25 ～９：40

９：50 ～ 10：05

10：15 ～ 10：35

10：45 ～ 10：55

11：00 ～ 11 ：15

13：00 ～ 13：05

13：15 ～ 13：20

13：30 ～ 13：35

13：45 ～ 13：50

14：00 ～ 14：10

14：20 ～ 14：30

新屋多目的集会所

大木平集会所

温川地区多目的集会所

井戸沢集会所

一本木コミュニティセンター

葛川支所入口(国道側)

小国消防屯所

平賀地域 　５月10日(木)
藤野・南田町

向 野

新 館

唐 竹

広 船

尾 崎

尾崎・松野

新 屋

大 木 平

温 川

井 戸 沢

一 本 木

葛 川

小 国

新山地区担い手センター

蒲田地区担い手センター

日沼コミュニティ施設

西野曽江十文字

八幡崎地区農業研修センター

長田地区担い手センター

中佐渡集落会館

西猿賀消防屯所

８：45 ～８：55

９：00 ～９：10

９：15 ～９：25

　 ９：30 ～９：35

９：45 ～９：55

10：05 ～ 10：15

10：20 ～ 10：30

10：35 ～ 10：45

10：50 ～ 11 ：05

11：10 ～ 11：20

12：45 ～ 13：05

13：15 ～ 13：35

13：45 ～ 14：00

14：10 ～ 14：20

14：30 ～ 14：40

14：45 ～ 14：55

みなみの地区公園

尾上農村婦人の家

金屋地区多目的研修施設

南田中ふれあいセンター

李平地区集落改善センター

高木集落会館

商工会尾上支所駐車場

新屋町会館

尾上地域 　５月11日(金)
新 山

蒲 田

日 沼

西 野 曽 江

八 幡 崎

長 田

中 佐 渡

猿 賀

み な み の

南 田

金 屋

南 田 中

李 平

高 木

尾 上

新 屋 町

古懸地区公民館

久吉消防屯所

旧船岡集会所

旧碇ヶ関御関所裏駐車場

碇ヶ関総合支所

12 ：45 ～ 12：55

13：10 ～ 13：20

13：30 ～ 13：40

　 13：50 ～ 14：00

14：20 ～ 14：40

９：15 ～ 10：00

11：00 ～ 11：45

13：00 ～ 14：00

碇ヶ関総合支所

尾上総合支所

平川市役所本庁舎

碇ヶ関地域　 ５月９日(水)

市内全域 　５月13日(日)

古 懸

久 吉

船 岡

湯 ノ 沢

全 域

碇ヶ関地域

尾 上 地 域

平 賀 地 域

料金：予防注射のみの場合　１頭   3,100円

注意点／送付されたハガキをご持参ください。
※未登録犬の場合は、ハガキが送付されませんので
　そのままおいでください。

◆決められた日時に都合のつかない場合は、
　他の地区でも注射できます。

・未登録の場合は登録料１頭3,000円が別途必要とな
　ります(合計6,100円)。

（注射料金  2,550円／注射済票交付手数料  550円）

問合せ：市民課　環境衛生係　☎44-1111（内線1225・1226）

※飼い犬が死亡されている場合は電話など
　でおしらせください。

＼古着 ・小型家電 ・パソコンなどを回収します! ／

開催日

４月22日(日)

平川市役所本庁舎 尾上総合支所 碇ヶ関総合支所
庁舎裏側駐車場 正面駐車場 正面駐車場
（９時～15時） （９時～14時） （９時～14時）

古着 小型家電

パソコン・携帯電話

・電源や充電器、電池を必要とする製品
　を回収します。電池を使用するもの 
　は、電池を取り除いてください。
※家電リサイクル法によりテレビ、エア
　コン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機など
　は回収できません。

・個人情報などのデータは、その場で磁気消去
　しますので、安心してお持ちください。

・１着から回収します。ハンガーを取り除い
　てお持ちください。

問合せ：市民課　環境衛生係　☎44-1111（内線1225・1226）
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年１回、
狂犬病予防注射をしましょう
　狂犬病は人間を含む全ての哺乳類に感染し、海

外では毎年多くの死者が出ており、極めて重要な

感染症です。平成25年度、台湾で52年ぶりに狂

犬病が発生しました。狂犬病は、いつ日本で発生

してもおかしくない状況です。

　犬の狂犬病予防接種は、狂犬病予防法第５条で

定められている飼い主の義務です。年１回、予防

接種を受け、正しい飼育をしましょう。

　日本では、狂犬病予防法により、生後91日以降の犬を飼う時は生涯１回の登録と年１回の狂犬病予防注射を受ける

ことが義務づけられています。毎年、忘れずに予防注射をしましょう。

　動物病院で注射をした場合は注射済票交付申請をする必要があります。申請する際は注射済証と交付手数料550円が

必要となります。

平成30年度(春)狂犬病予防注射日程表

旧老人福祉センター

平成町コミュニティセンター

つつみの家

平田森多目的集会所

荒田農業研修センター

小和森多目的研修集会施設

杉館集会施設

８：30 ～８：45

８：55 ～９：05

９：15 ～９：30

９：40 ～９：50

10：00 ～ 10：10

10：20 ～ 10：30

10：45 ～ 10：55

11：05 ～ 11：15

11：20 ～ 11：30

12：50 ～ 13：05

13：15 ～ 13：25

13：35 ～ 13：45

13：55 ～ 14：05

14：15 ～ 14：30

松館農業研修センター

平賀農村婦人の家

文化センター第１駐車場

石郷多目的研修集会施設

原田農業研修センター

向陽多目的研修集会施設

鳥海会館

平賀地域 　５月８日(火)
本 町

平 成

町 居

平 田 森

荒 田

小 和 森

杉 館

松 館

館山・松崎

光 城

石 郷

原 田

吹上・高畑

沖 館

柏木町コミュニティセンター

本町コミュニティセンター

大光寺コミュニティセンター

六羽川沿い団地公園

苗生松多目的集会所

８：30 ～８：45

８：50 ～９：05

９：10 ～９：25

９：30 ～９：35

９：40 ～９：50

10：00 ～ 10：10

10：15 ～ 10：25

10：30 ～ 10：35

13：40 ～ 13：55

11：05 ～ 11：15

館田地区農業推進拠点施設

三町会農業研修センター

四ツ屋集会所

大坊コミュニティセンター

岩館地区構造改善センター

平賀地域 　５月９日(水)
柏 木 町

本 町

大 光 寺

大 光 寺

苗 生 松

館 田

小杉・石畑

四 ツ 屋

大 坊

岩 館

平賀体育館入口

向野町会集会所

新館集落センター

唐竹多目的集会所

広船地区構造改善センター

尾崎多目的研修集会施設

松野地区集会所

８：30 ～８：40

８：45 ～８：50

８：55 ～９：10

　９：25 ～９：40

９：50 ～ 10：05

10：15 ～ 10：35

10：45 ～ 10：55

11：00 ～ 11 ：15

13：00 ～ 13：05

13：15 ～ 13：20

13：30 ～ 13：35

13：45 ～ 13：50

14：00 ～ 14：10

14：20 ～ 14：30

新屋多目的集会所

大木平集会所

温川地区多目的集会所

井戸沢集会所

一本木コミュニティセンター

葛川支所入口(国道側)

小国消防屯所

平賀地域 　５月10日(木)
藤野・南田町

向 野

新 館

唐 竹

広 船

尾 崎

尾崎・松野

新 屋

大 木 平

温 川

井 戸 沢

一 本 木

葛 川

小 国

新山地区担い手センター

蒲田地区担い手センター

日沼コミュニティ施設

西野曽江十文字

八幡崎地区農業研修センター

長田地区担い手センター

中佐渡集落会館

西猿賀消防屯所

８：45 ～８：55

９：00 ～９：10

９：15 ～９：25

　 ９：30 ～９：35

９：45 ～９：55

10：05 ～ 10：15

10：20 ～ 10：30

10：35 ～ 10：45

10：50 ～ 11 ：05

11：10 ～ 11：20

12：45 ～ 13：05

13：15 ～ 13：35

13：45 ～ 14：00

14：10 ～ 14：20

14：30 ～ 14：40

14：45 ～ 14：55

みなみの地区公園

尾上農村婦人の家

金屋地区多目的研修施設

南田中ふれあいセンター

李平地区集落改善センター

高木集落会館

商工会尾上支所駐車場

新屋町会館

尾上地域 　５月11日(金)
新 山

蒲 田

日 沼

西 野 曽 江

八 幡 崎

長 田

中 佐 渡

猿 賀

み な み の

南 田

金 屋

南 田 中

李 平

高 木

尾 上

新 屋 町

古懸地区公民館

久吉消防屯所

旧船岡集会所

旧碇ヶ関御関所裏駐車場

碇ヶ関総合支所

12 ：45 ～ 12：55

13：10 ～ 13：20

13：30 ～ 13：40

　 13：50 ～ 14：00

14：20 ～ 14：40

９：15 ～ 10：00

11：00 ～ 11：45

13：00 ～ 14：00

碇ヶ関総合支所

尾上総合支所

平川市役所本庁舎

碇ヶ関地域　 ５月９日(水)

市内全域 　５月13日(日)

古 懸

久 吉

船 岡

湯 ノ 沢

全 域

碇ヶ関地域

尾 上 地 域

平 賀 地 域

料金：予防注射のみの場合　１頭   3,100円

注意点／送付されたハガキをご持参ください。
※未登録犬の場合は、ハガキが送付されませんので
　そのままおいでください。

◆決められた日時に都合のつかない場合は、
　他の地区でも注射できます。

・未登録の場合は登録料１頭3,000円が別途必要とな
　ります(合計6,100円)。

（注射料金  2,550円／注射済票交付手数料  550円）

問合せ：市民課　環境衛生係　☎44-1111（内線1225・1226）

※飼い犬が死亡されている場合は電話など
　でおしらせください。

＼古着 ・小型家電 ・パソコンなどを回収します! ／

開催日

４月22日(日)

平川市役所本庁舎 尾上総合支所 碇ヶ関総合支所
庁舎裏側駐車場 正面駐車場 正面駐車場
（９時～15時） （９時～14時） （９時～14時）

古着 小型家電

パソコン・携帯電話

・電源や充電器、電池を必要とする製品
　を回収します。電池を使用するもの 
　は、電池を取り除いてください。
※家電リサイクル法によりテレビ、エア
　コン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機など
　は回収できません。

・個人情報などのデータは、その場で磁気消去
　しますので、安心してお持ちください。

・１着から回収します。ハンガーを取り除い
　てお持ちください。

問合せ：市民課　環境衛生係　☎44-1111（内線1225・1226）
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問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

碇ヶ関・平賀線バスを運行します
　市では、昨年度に引き続き碇ヶ関地域と平賀地域を結ぶバスを運行します。碇ヶ関地域
内での利用も可能となっておりますので、ご利用をお願いします。
※昨年運行した時刻に加え、碇ヶ関地域から平賀地域へ向かう第５便を運行します。

碇ヶ関地域→平賀地域行き

平賀地域→碇ヶ関地域行き

停留所
久吉地区公民館前
船岡集会所前
関所跡
碇ヶ関総合支所前
ホーマックニコット前
ＪＲ碇ヶ関駅
古懸南不動野
平川市役所前
文化センター前
マックスバリュ平賀店

9：00
9：02
9：06
9：08
9：09
9：10
9：13
9：38
9：40
9：55

13：00
13：02
13：06
13：08
13：09
13：10
13：13
13：38
13：40
13：55

16：30
16：32
16：36
16：38
16：39
16：40
16：43
17：08
17：10
17：25

発着時刻

停留所
マックスバリュ平賀店
文化センター前
平川市役所前
古懸南不動野
ＪＲ碇ヶ関駅
ホーマックニコット前
碇ヶ関総合支所前
関所跡
船岡集会所前
久吉地区公民館前

発着時刻
12：00
12：03
12：05
12：30
12：33
12：34
12：35
12：37
12：41
12：55

15：30
15：33
15：35
16：00
16：03
16：04
16：05
16：07
16：11
16：25

※道路状況などにより、到着時刻が遅れる場合があります。

運行期間
　平成30年４月３日(火)
　　～平成31年３月30日(土)
運行曜日
　火曜日、木曜日、土曜日の週３日
運賃
　大人200円、小人100円

平賀地域

碇ヶ関地域

バスに乗ってみんな

で出かけちゃおう！

副市長に古川洋文氏
が再任
　３月２日で任期満了を迎えた副市長の古川洋
文氏が平成30年第１回平川市議会定例会で再
任されました。
　任期は平成30年３月13日から平成34年３
月12日までの４年間です。

プロフィール
弘前大学人文学部卒。昭和55年に
県庁入りし、新産業創造課長、議会
総務課長、議会事務局次長などを歴
任。60歳。父は旧平賀町出身。
趣味は地酒をたしなむことと、映画
鑑賞など。

こ が わ

古川　
ひろふみ

洋文　氏

食育通信

問合せ：（一社）平川市観光協会　☎40-2231

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：子育て健康課　健康推進係
☎44-1111（内線1146）

観光協会だより

おのえ海洋クラブ

問合せ　Ｂ&Ｇ尾上体育館　☎57-4633（９時～21時、月曜日休館）
※月曜日が祝日の場合、翌日の火曜日が休館となります。

　おのえ海洋クラブでは、Ｂ＆Ｇ尾上体育館、野球場、
武道場、そして猿賀公園内の美晴ヶ池を利用して、様々
な運動教室を行っています。
　体育館では、子どもを対象としたジュニアバレーボー
ル教室や、成人を対象とした様々なエクササイズ教室を
実施しており、運動不足を解消したい方におすすめです。
その他、カヌーなどの海洋性スポーツを体験する短期教室
や中学3年生を対象とした硬式野球塾を実施しています。
　そして今年度よりニュースポーツのスラックライン教
室がＢ＆Ｇ尾上体育館で始まります。綱渡りをしたり、
トランポリンのように跳ねたりしてバランス感覚や体幹
を鍛えられます。県内では平川市でしか行っていません
ので、興味のある方はぜひ参加してみてください。

　尺八同好会は市文化協会の行事に参加したり、各地の
演奏会に支援参加しております。私たちは、本曲（尺八
独奏曲）、筝曲（三弦・琴との合奏）を主に演奏してい
ます。
　尺八の歴史は、奈良時代に中国から唐の文化とともに
唐楽の楽器の一つとして我が国に伝えられ、江戸時代に
は独奏楽器として発展し、時代と共に精密に作られるよ
うになり、今日の尺八になりました。
　尺八は五孔（指で押さえる穴）ですが、近年は七孔の
尺八を使用しいろんなジャンルの演奏ができやすく、七
孔で演奏する方が多くなり楽しみ方が多彩になりまし
た。私も、今は七孔で演歌・童謡・ポップスなどを演奏
しながら楽しんでいます。
　尺八は音が出ない・肺活量が必要とするなど難しい楽
器と思われていますが、決してそうではないと思いま
す。今の尺八は2分解にでき携行しやすく、適度の音量
で自宅で練習しても近隣者にはご迷惑をかけない楽器で
手軽に演奏ができ、一人でも楽しめます。近年は女性の
尺八演奏家が増えています。
　日本の伝統楽器、尺八に挑戦してみませんか？
問合せ　代表　米澤　道俊（友山）　☎57-2335

第37回 平川市おのえ
さくら

花と植木まつり 親子で食べたい手作りおやつ
　子どもにとってのおやつは、栄養を補う大切な食事
のひとつです。市食生活改善推進員会では、3歳児健診
時に手作りおやつの「おからせんべい」を提供してい
ます。カルシウムが豊富なうえ、カリカリとした食感
なので歯にも良いおやつです。
　作り方は簡単で、お子さんもお手伝いできるレシピ
です。ぜひ、ご家庭で一緒に作ってみませんか？

おからせんべい
　ごま、スキムミルクをふんだんに使うことで、カル
シウムの摂取ができ、せんべいなので「よく噛む」こ
とになるので、あごの発達や歯並びがよくなります。
また、唾液の分泌を促すので、虫歯予防にも！

作り方
①材料を全部合わせ、水を加えながら練り合わせる。
②①を麺棒などで薄くのばして、低温の油で揚げる。

尺八同好会

ノルディック
ウォーキング教室
女性のための健康
エクササイズ教室
マッスル

アカデミー教室
ジュニアバレー
ボール教室

スラックライン
教室

教室名 対象 曜日 時間

18歳以上

18歳以上の
女性

18歳以上

5歳から
小学 6年生

5歳以上

金

水・金

水

金

10：00～11：00

水　10：00～11：30
金　19：30～20：30

18：00～19：00

19：30～20：30

硬式野球塾 中学 3年生 火・木 18：00～20：30
カヌー、ヨット、
ＳＵＰ教室 小学生以上 土 13：30～14：30

木 17：00～18：00

　猿賀公園・猿賀神社境内は、春にソメイヨシノや
シダレザクラなど約300本の桜が咲き誇る平川市の
桜の名所です。
　市観光協会では猿賀公園を会場に「第37回 平川
市おのえ花と植木まつり」を開催します。期間中は
尾上植木問屋協会による植木市に加え、市体育協会
による池の上の綱渡りショー、クラフト出店やステー
ジイベントなど今回初のイベントが目白押しです。
　ぜひ、たくさんのご来場をお待ちしております！

日時　４月28日(土)～５月６日(日)　９時～17時
場所　猿賀公園（駐車場は無料）
　期間中のイベントについては　平川市観光協会　
で検索！

砂糖　　 40g
塩　　　 小さじ１/４
スキムミルク　10g
水　　　 25cc
揚げ油　 適宜

おから　100g
薄力粉 　60g
強力粉 　60g
黒ゴマ 　25g
白ゴマ 　15g

材料（10～ 15人分）

広報ひらかわ　2018-4 2018-4　広報ひらかわ　14 15



問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

碇ヶ関・平賀線バスを運行します
　市では、昨年度に引き続き碇ヶ関地域と平賀地域を結ぶバスを運行します。碇ヶ関地域
内での利用も可能となっておりますので、ご利用をお願いします。
※昨年運行した時刻に加え、碇ヶ関地域から平賀地域へ向かう第５便を運行します。

碇ヶ関地域→平賀地域行き

平賀地域→碇ヶ関地域行き

停留所
久吉地区公民館前
船岡集会所前
関所跡
碇ヶ関総合支所前
ホーマックニコット前
ＪＲ碇ヶ関駅
古懸南不動野
平川市役所前
文化センター前
マックスバリュ平賀店

9：00
9：02
9：06
9：08
9：09
9：10
9：13
9：38
9：40
9：55

13：00
13：02
13：06
13：08
13：09
13：10
13：13
13：38
13：40
13：55

16：30
16：32
16：36
16：38
16：39
16：40
16：43
17：08
17：10
17：25

発着時刻

停留所
マックスバリュ平賀店
文化センター前
平川市役所前
古懸南不動野
ＪＲ碇ヶ関駅
ホーマックニコット前
碇ヶ関総合支所前
関所跡
船岡集会所前
久吉地区公民館前

発着時刻
12：00
12：03
12：05
12：30
12：33
12：34
12：35
12：37
12：41
12：55

15：30
15：33
15：35
16：00
16：03
16：04
16：05
16：07
16：11
16：25

※道路状況などにより、到着時刻が遅れる場合があります。

運行期間
　平成30年４月３日(火)
　　～平成31年３月30日(土)
運行曜日
　火曜日、木曜日、土曜日の週３日
運賃
　大人200円、小人100円

平賀地域

碇ヶ関地域

バスに乗ってみんな

で出かけちゃおう！

副市長に古川洋文氏
が再任
　３月２日で任期満了を迎えた副市長の古川洋
文氏が平成30年第１回平川市議会定例会で再
任されました。
　任期は平成30年３月13日から平成34年３
月12日までの４年間です。

プロフィール
弘前大学人文学部卒。昭和55年に
県庁入りし、新産業創造課長、議会
総務課長、議会事務局次長などを歴
任。60歳。父は旧平賀町出身。
趣味は地酒をたしなむことと、映画
鑑賞など。

こ が わ

古川　
ひろふみ

洋文　氏

食育通信

問合せ：（一社）平川市観光協会　☎40-2231

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：子育て健康課　健康推進係
☎44-1111（内線1146）

観光協会だより

おのえ海洋クラブ

問合せ　Ｂ&Ｇ尾上体育館　☎57-4633（９時～21時、月曜日休館）
※月曜日が祝日の場合、翌日の火曜日が休館となります。

　おのえ海洋クラブでは、Ｂ＆Ｇ尾上体育館、野球場、
武道場、そして猿賀公園内の美晴ヶ池を利用して、様々
な運動教室を行っています。
　体育館では、子どもを対象としたジュニアバレーボー
ル教室や、成人を対象とした様々なエクササイズ教室を
実施しており、運動不足を解消したい方におすすめです。
その他、カヌーなどの海洋性スポーツを体験する短期教室
や中学3年生を対象とした硬式野球塾を実施しています。
　そして今年度よりニュースポーツのスラックライン教
室がＢ＆Ｇ尾上体育館で始まります。綱渡りをしたり、
トランポリンのように跳ねたりしてバランス感覚や体幹
を鍛えられます。県内では平川市でしか行っていません
ので、興味のある方はぜひ参加してみてください。

　尺八同好会は市文化協会の行事に参加したり、各地の
演奏会に支援参加しております。私たちは、本曲（尺八
独奏曲）、筝曲（三弦・琴との合奏）を主に演奏してい
ます。
　尺八の歴史は、奈良時代に中国から唐の文化とともに
唐楽の楽器の一つとして我が国に伝えられ、江戸時代に
は独奏楽器として発展し、時代と共に精密に作られるよ
うになり、今日の尺八になりました。
　尺八は五孔（指で押さえる穴）ですが、近年は七孔の
尺八を使用しいろんなジャンルの演奏ができやすく、七
孔で演奏する方が多くなり楽しみ方が多彩になりまし
た。私も、今は七孔で演歌・童謡・ポップスなどを演奏
しながら楽しんでいます。
　尺八は音が出ない・肺活量が必要とするなど難しい楽
器と思われていますが、決してそうではないと思いま
す。今の尺八は2分解にでき携行しやすく、適度の音量
で自宅で練習しても近隣者にはご迷惑をかけない楽器で
手軽に演奏ができ、一人でも楽しめます。近年は女性の
尺八演奏家が増えています。
　日本の伝統楽器、尺八に挑戦してみませんか？
問合せ　代表　米澤　道俊（友山）　☎57-2335

第37回 平川市おのえ
さくら

花と植木まつり 親子で食べたい手作りおやつ
　子どもにとってのおやつは、栄養を補う大切な食事
のひとつです。市食生活改善推進員会では、3歳児健診
時に手作りおやつの「おからせんべい」を提供してい
ます。カルシウムが豊富なうえ、カリカリとした食感
なので歯にも良いおやつです。
　作り方は簡単で、お子さんもお手伝いできるレシピ
です。ぜひ、ご家庭で一緒に作ってみませんか？

おからせんべい
　ごま、スキムミルクをふんだんに使うことで、カル
シウムの摂取ができ、せんべいなので「よく噛む」こ
とになるので、あごの発達や歯並びがよくなります。
また、唾液の分泌を促すので、虫歯予防にも！

作り方
①材料を全部合わせ、水を加えながら練り合わせる。
②①を麺棒などで薄くのばして、低温の油で揚げる。

尺八同好会

ノルディック
ウォーキング教室
女性のための健康
エクササイズ教室
マッスル

アカデミー教室
ジュニアバレー
ボール教室

スラックライン
教室

教室名 対象 曜日 時間

18歳以上

18歳以上の
女性

18歳以上

5歳から
小学 6年生

5歳以上

金

水・金

水

金

10：00～11：00

水　10：00～11：30
金　19：30～20：30

18：00～19：00

19：30～20：30

硬式野球塾 中学 3年生 火・木 18：00～20：30
カヌー、ヨット、
ＳＵＰ教室 小学生以上 土 13：30～14：30

木 17：00～18：00

　猿賀公園・猿賀神社境内は、春にソメイヨシノや
シダレザクラなど約300本の桜が咲き誇る平川市の
桜の名所です。
　市観光協会では猿賀公園を会場に「第37回 平川
市おのえ花と植木まつり」を開催します。期間中は
尾上植木問屋協会による植木市に加え、市体育協会
による池の上の綱渡りショー、クラフト出店やステー
ジイベントなど今回初のイベントが目白押しです。
　ぜひ、たくさんのご来場をお待ちしております！

日時　４月28日(土)～５月６日(日)　９時～17時
場所　猿賀公園（駐車場は無料）
　期間中のイベントについては　平川市観光協会　
で検索！

砂糖　　 40g
塩　　　 小さじ１/４
スキムミルク　10g
水　　　 25cc
揚げ油　 適宜

おから　100g
薄力粉 　60g
強力粉 　60g
黒ゴマ 　25g
白ゴマ 　15g

材料（10～ 15人分）
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※６月１日(金)以降は碇ヶ関地域福祉
　センターで開設します。
法務局人権相談所
開設日　月曜日～金曜日
※祝日や年末年始を除きます。
時間　８時30分～ 17時15分
場所　青森地方法務局弘前支局
　　　☎0570-003110
※相談は無料です。相談内容についての
　秘密は厳守します。
行政相談委員
古川　鉄美（町居）　　　☎44-7559
葛西　光雄（李平）　　　☎57-5335
葛原　信一（三笠）　　　☎45-2879
人権擁護委員
今井　　巖（館山・松崎）　☎44-3319
齋藤千惠子（尾崎）　　　☎44-2326
小笠原昭治（広船）　　　☎44-3378
下山　幸子（光城）　　　☎44-2438
福士　幸雄（新山）　　　☎57-3996
下山美津子（高木）　　　☎57-3233
山田　君子（いざよい）　☎46-2411
相馬　正栄（いざよい）　☎45-2431
問合せ　市民課市民係

団地名　西の平団地
所在地　平川市苗生松下東田41番地2
募集戸数　２戸（２階：１戸、３階：１戸）
　　　　　間取り３ＤＫ
申込資格
○現に住宅に困窮していることが明らか
　な方（持ち家がないこと）
○現に同居し、または同居しようとする
　親族がいる方 
○単身入居は60歳以上の方
○世帯の合計所得が月額158,000円以下
　の方
　ただし、高齢者、障がい者、子育て世帯
　（未就学児童がいる世帯）は214,000円
　以下
○入居者または同居しようとする親族が
　暴力団員でない方
○住民税を滞納されていない方
※ペットなどを飼う事はできません。
使用料（家賃）
　世帯の合計所得の月額に応じて決定さ
れます（16,300円～ 32,600円程度）。
※使用料とは別に共益費などが必要です。
提出書類
○市営住宅入居申込書

　毎週月曜日から金曜日（祝日、年末
年始を除く）の８時30分から17時まで
市税の納税相談を行っているほか、毎
月夜間および休日における窓口を開設
し、市税の納付および納税相談を受け
付けておりますのでご利用ください。
　来庁する際は、納税通知書および印
鑑を持参ください。なお、納税通知書
がなくても再発行、納付ができます。
場所
　税務課収納係（本庁舎２階）
夜間窓口
　４月27日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　４月29日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政が行う仕事や手続き、サービスな
どについて「こうしてほしい」「困ってい
る」「分からない」ことはありませんか。
また、学校や職場、家庭内での問題など
日常生活で困っていることはありません
か。そのような時、解決の手助けをする
のが行政相談委員と人権擁護委員です。
　相談は行政相談委員、人権擁護委員と
もに、２か月に１回開設される「行政・
人権合同相談所」で相談に応じています。
　また、人権問題などに関する相談は、
青森地方法務局弘前支局でも相談所を開
設しています。
行政・人権合同相談所
開設日　４月20日(金)、６月１日(金)、
　　　　８月24日(金)、10月26日(金)、
　　　　12月７日(金)、２月22日(金)
時間　10時～ 15時
場所　▷平賀地域　　健康センター
　　　▷尾上地域　　尾上総合支所
　　　▷碇ヶ関地域　碇ヶ関公民館

路線価算定の見直し
　宅地の評価に用いている路線価の算
定の見直しを行いました。
　市内の土地の取引価格についてはい
まだに下落傾向にありますが、今回の
見直しにより、固定資産税の宅地評価
額は昨年よりも上昇する場合がありま
す。
土砂災害特別警戒区域内の土地の評価
方法の見直し
　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）の指定範囲内の土地については、
建築物の構造や開発行為の規制など、
宅地としての利用に制限が生じること
を考慮し、指定範囲内の宅地および一
部の雑種地について、指定を受けた部
分が占める面積の割合に応じて評価額
を減額しました。
　これらの評価見直しは、いずれも課
税の均衡化・適正化・公平化を図るこ
とを目的に行います。
　今回の見直しにより、一部の方につ
いては税額が増える場合があります
が、皆さまのご理解とご協力をお願い
します。
問合せ　税務課固定資産税係

　４月23日(月)から５月12日(土)まで
の「こどもの読書週間」にちなみ、「春
のわくわくおはなし会」を開催します。
日時　４月28日(土)　14時～
場所　文化センター２階　中研修室
内容　絵本の読み聞かせ、紙芝居など
参加費　無料
申込締切　４月27日(金)
申込み・問合せ

　平賀図書館　☎44-7665

　平成30年度は、３年ごとに固定資産
の価格を見直す評価替えの年にあたり
ます。
　市では、今回の評価替えに併せ、次
のとおり土地の評価方法などの見直し
を行いました。

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

相　談

募　集

休日・夜間納税窓口

市営住宅入居者募集

固定資産（土地）の
評価見直しをしました

○住民票（入居予定者全員分、本籍が記
　載されているもの）
○源泉徴収票または確定申告書の控え（平
　成29年分、高校生以下の方を除く全員分）
○納税証明書（平成28～29年度分、課
　税されている方全員分）
○住宅の困窮事情報告書
○誓約書
○連帯保証人確約書
○障がい者の場合は、障害者手帳の写し
○アパートに住んでいる場合はアパート
　の契約書の写し
○その他申込者の状況により、必要と思
　われる書類
※市営住宅入居申込書にマイナンバーを
　記載することで、住民票の提出が不要
　となります。
○個人番号カードまたは通知カードおよ
　び本人確認書類(運転免許証など)
申込期間
　４月16日(月)～５月15日(火)
※土・日曜日、祝日を除きます。
受付時間　８時15分～ 17時
入居の決定
　「平川市営住宅入居者選考委員会」の
意見を聞き、市長が決定します。
入居予定時期　平成30年６月下旬
※状況により変更することがあります。
入居決定後の手続き
敷金…使用料の3か月分を入居前に納入
していただきます。
連帯保証人…市内に居住し、独立の生計
を営み、かつ、入居申込者と同程度以上
の収入を有する方２人が必要です。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意ください。
※申込書類は市ホームページまたは施設
　建築課窓口で入手できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
　るか、施設建築課までお問い合わせく
　ださい。
申込み・問合せ

施設建築課施設建築第１係

　平川市観光協会では、平川市の魅力
をＰＲする観光ガイドを育成する講座
を開催します。
開催日程（予定）
５月23日(水)　開講式・「生け垣と庭園
　　　　　　　散策コース」現地研修
６月13日(水)　ワークショップ
６月27日(水)　「生け垣と庭園散策コー
　　　　　　　ス」案内体験

７月11日(水)　「弘南鉄道とねぷた展示
　　　　　　　館コース」現地研修
７月25日(水)　ワークショップ
８月 ８日(水)　「ねぷた展示館」案内体験
８月22日(水)　「羽州街道矢立峠コース」
　　　　　　　現地研修
９月12日(水)　ワークショップ
９月26日(水)　「商家と尾上スイーツコ
　　　　　　　ース」現地研修
10月10日(水)　「碇ヶ関の歴史旧跡めぐ
　　　　　　　りコース」現地研修
10月24日(水)　閉講式
時間　10時～ 12時
※開催日時は変更となる場合があります。
会場　生涯学習センター
※現地研修・案内体験は市内各コース。
対象　平川市に興味のある20歳以上の
　　　健康な方（年齢の上限はありません）
講師　ひらかわ案内人の会
受講料　1,000円（保険料）
申込期限　5月16日(水)
申込み・問合せ
　（一社）平川市観光協会　☎40-2231

日時　6月24日(日)　7時45分～
会場　碇ヶ関中学校グラウンド
種 目　1.5km、2.5km、3.5km、5km、10km、
　　　ハーフ
参加料
〇幼児～中学生　1,500円
〇高校生・一般　3,000円
〇仮装・ファミリー　1,500円（1人）
申込締切
　５月24日(木)必着（当日消印有効）
申込方法　下記のいずれかの方法でお申
し込みください。
①振替用紙
　パンフレットに添付の申込用紙に必要
事項をご記入の上、参加料を添えて郵便
局窓口でお申し込みください。
※振込手数料130円（ATMの場合は80円）。
②ＲＵＮＴＥＳ
　パ ソ コ ン ま た は 携 帯 電 話 か ら
（http://runnet.jp/）にアクセスし、大会
エントリーページの指示に従ってお申し
込みください。
※エントリー手数料は参加費合計4,000
　円まで205円、4,001円以上は5.15％。
③大会事務局へ持参
　直接窓口へお申し込みください。
問合せ　たけのこマラソン大会実行委員
会事務局（碇ヶ関公民館内）　☎46-2104

おしらせ

催　し

行政・人権合同相談所
お気軽にご相談ください

今月の
おしらせ

NEWS

春のわくわくおはなし会

「ひらかわ案内人養成講座」
参加者募集

第 23回
平川市たけのこマラソン大会

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

マイナンバーでの手続きが可能になりました
　平成30年３月５日より、年金請求の手続きや国民年金保険料免除申請など
の各種手続きが基礎年金番号だけでなく、マイナンバーで行うことが可能と
なりました。

　マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人
確認を行う必要があります。そのため、①マイナンバーが正しい番号である
ことの確認（番号確認）と、②マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正
しい持ち主であることの確認（身元（実存）確認）を以下の書類などで確認さ
せていただきます。
　①番号確認書類…マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載
　　された住民票の写し
　②身元（実存）確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、旅券など

●国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
　平成30年４月から平成31年３月分までの国民年金保険料は、月額16,340
円です。保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・
郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。また、クレジット
カードによる納付やインターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口
座振替もあります。
　
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予され
る制度があります。
　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎27-1339）にお問い
合わせください。
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※６月１日(金)以降は碇ヶ関地域福祉
　センターで開設します。
法務局人権相談所
開設日　月曜日～金曜日
※祝日や年末年始を除きます。
時間　８時30分～ 17時15分
場所　青森地方法務局弘前支局
　　　☎0570-003110
※相談は無料です。相談内容についての
　秘密は厳守します。
行政相談委員
古川　鉄美（町居）　　　☎44-7559
葛西　光雄（李平）　　　☎57-5335
葛原　信一（三笠）　　　☎45-2879
人権擁護委員
今井　　巖（館山・松崎）　☎44-3319
齋藤千惠子（尾崎）　　　☎44-2326
小笠原昭治（広船）　　　☎44-3378
下山　幸子（光城）　　　☎44-2438
福士　幸雄（新山）　　　☎57-3996
下山美津子（高木）　　　☎57-3233
山田　君子（いざよい）　☎46-2411
相馬　正栄（いざよい）　☎45-2431
問合せ　市民課市民係

団地名　西の平団地
所在地　平川市苗生松下東田41番地2
募集戸数　２戸（２階：１戸、３階：１戸）
　　　　　間取り３ＤＫ
申込資格
○現に住宅に困窮していることが明らか
　な方（持ち家がないこと）
○現に同居し、または同居しようとする
　親族がいる方 
○単身入居は60歳以上の方
○世帯の合計所得が月額158,000円以下
　の方
　ただし、高齢者、障がい者、子育て世帯
　（未就学児童がいる世帯）は214,000円
　以下
○入居者または同居しようとする親族が
　暴力団員でない方
○住民税を滞納されていない方
※ペットなどを飼う事はできません。
使用料（家賃）
　世帯の合計所得の月額に応じて決定さ
れます（16,300円～ 32,600円程度）。
※使用料とは別に共益費などが必要です。
提出書類
○市営住宅入居申込書

　毎週月曜日から金曜日（祝日、年末
年始を除く）の８時30分から17時まで
市税の納税相談を行っているほか、毎
月夜間および休日における窓口を開設
し、市税の納付および納税相談を受け
付けておりますのでご利用ください。
　来庁する際は、納税通知書および印
鑑を持参ください。なお、納税通知書
がなくても再発行、納付ができます。
場所
　税務課収納係（本庁舎２階）
夜間窓口
　４月27日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　４月29日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政が行う仕事や手続き、サービスな
どについて「こうしてほしい」「困ってい
る」「分からない」ことはありませんか。
また、学校や職場、家庭内での問題など
日常生活で困っていることはありません
か。そのような時、解決の手助けをする
のが行政相談委員と人権擁護委員です。
　相談は行政相談委員、人権擁護委員と
もに、２か月に１回開設される「行政・
人権合同相談所」で相談に応じています。
　また、人権問題などに関する相談は、
青森地方法務局弘前支局でも相談所を開
設しています。
行政・人権合同相談所
開設日　４月20日(金)、６月１日(金)、
　　　　８月24日(金)、10月26日(金)、
　　　　12月７日(金)、２月22日(金)
時間　10時～ 15時
場所　▷平賀地域　　健康センター
　　　▷尾上地域　　尾上総合支所
　　　▷碇ヶ関地域　碇ヶ関公民館

路線価算定の見直し
　宅地の評価に用いている路線価の算
定の見直しを行いました。
　市内の土地の取引価格についてはい
まだに下落傾向にありますが、今回の
見直しにより、固定資産税の宅地評価
額は昨年よりも上昇する場合がありま
す。
土砂災害特別警戒区域内の土地の評価
方法の見直し
　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）の指定範囲内の土地については、
建築物の構造や開発行為の規制など、
宅地としての利用に制限が生じること
を考慮し、指定範囲内の宅地および一
部の雑種地について、指定を受けた部
分が占める面積の割合に応じて評価額
を減額しました。
　これらの評価見直しは、いずれも課
税の均衡化・適正化・公平化を図るこ
とを目的に行います。
　今回の見直しにより、一部の方につ
いては税額が増える場合があります
が、皆さまのご理解とご協力をお願い
します。
問合せ　税務課固定資産税係

　４月23日(月)から５月12日(土)まで
の「こどもの読書週間」にちなみ、「春
のわくわくおはなし会」を開催します。
日時　４月28日(土)　14時～
場所　文化センター２階　中研修室
内容　絵本の読み聞かせ、紙芝居など
参加費　無料
申込締切　４月27日(金)
申込み・問合せ

　平賀図書館　☎44-7665

　平成30年度は、３年ごとに固定資産
の価格を見直す評価替えの年にあたり
ます。
　市では、今回の評価替えに併せ、次
のとおり土地の評価方法などの見直し
を行いました。

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

相　談

募　集

休日・夜間納税窓口

市営住宅入居者募集

固定資産（土地）の
評価見直しをしました

○住民票（入居予定者全員分、本籍が記
　載されているもの）
○源泉徴収票または確定申告書の控え（平
　成29年分、高校生以下の方を除く全員分）
○納税証明書（平成28～29年度分、課
　税されている方全員分）
○住宅の困窮事情報告書
○誓約書
○連帯保証人確約書
○障がい者の場合は、障害者手帳の写し
○アパートに住んでいる場合はアパート
　の契約書の写し
○その他申込者の状況により、必要と思
　われる書類
※市営住宅入居申込書にマイナンバーを
　記載することで、住民票の提出が不要
　となります。
○個人番号カードまたは通知カードおよ
　び本人確認書類(運転免許証など)
申込期間
　４月16日(月)～５月15日(火)
※土・日曜日、祝日を除きます。
受付時間　８時15分～ 17時
入居の決定
　「平川市営住宅入居者選考委員会」の
意見を聞き、市長が決定します。
入居予定時期　平成30年６月下旬
※状況により変更することがあります。
入居決定後の手続き
敷金…使用料の3か月分を入居前に納入
していただきます。
連帯保証人…市内に居住し、独立の生計
を営み、かつ、入居申込者と同程度以上
の収入を有する方２人が必要です。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意ください。
※申込書類は市ホームページまたは施設
　建築課窓口で入手できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
　るか、施設建築課までお問い合わせく
　ださい。
申込み・問合せ

施設建築課施設建築第１係

　平川市観光協会では、平川市の魅力
をＰＲする観光ガイドを育成する講座
を開催します。
開催日程（予定）
５月23日(水)　開講式・「生け垣と庭園
　　　　　　　散策コース」現地研修
６月13日(水)　ワークショップ
６月27日(水)　「生け垣と庭園散策コー
　　　　　　　ス」案内体験

７月11日(水)　「弘南鉄道とねぷた展示
　　　　　　　館コース」現地研修
７月25日(水)　ワークショップ
８月 ８日(水)　「ねぷた展示館」案内体験
８月22日(水)　「羽州街道矢立峠コース」
　　　　　　　現地研修
９月12日(水)　ワークショップ
９月26日(水)　「商家と尾上スイーツコ
　　　　　　　ース」現地研修
10月10日(水)　「碇ヶ関の歴史旧跡めぐ
　　　　　　　りコース」現地研修
10月24日(水)　閉講式
時間　10時～ 12時
※開催日時は変更となる場合があります。
会場　生涯学習センター
※現地研修・案内体験は市内各コース。
対象　平川市に興味のある20歳以上の
　　　健康な方（年齢の上限はありません）
講師　ひらかわ案内人の会
受講料　1,000円（保険料）
申込期限　5月16日(水)
申込み・問合せ
　（一社）平川市観光協会　☎40-2231

日時　6月24日(日)　7時45分～
会場　碇ヶ関中学校グラウンド
種 目　1.5km、2.5km、3.5km、5km、10km、
　　　ハーフ
参加料
〇幼児～中学生　1,500円
〇高校生・一般　3,000円
〇仮装・ファミリー　1,500円（1人）
申込締切
　５月24日(木)必着（当日消印有効）
申込方法　下記のいずれかの方法でお申
し込みください。
①振替用紙
　パンフレットに添付の申込用紙に必要
事項をご記入の上、参加料を添えて郵便
局窓口でお申し込みください。
※振込手数料130円（ATMの場合は80円）。
②ＲＵＮＴＥＳ
　パ ソ コ ン ま た は 携 帯 電 話 か ら
（http://runnet.jp/）にアクセスし、大会
エントリーページの指示に従ってお申し
込みください。
※エントリー手数料は参加費合計4,000
　円まで205円、4,001円以上は5.15％。
③大会事務局へ持参
　直接窓口へお申し込みください。
問合せ　たけのこマラソン大会実行委員
会事務局（碇ヶ関公民館内）　☎46-2104

おしらせ

催　し

行政・人権合同相談所
お気軽にご相談ください

今月の
おしらせ

NEWS

春のわくわくおはなし会

「ひらかわ案内人養成講座」
参加者募集

第 23回
平川市たけのこマラソン大会

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

マイナンバーでの手続きが可能になりました
　平成30年３月５日より、年金請求の手続きや国民年金保険料免除申請など
の各種手続きが基礎年金番号だけでなく、マイナンバーで行うことが可能と
なりました。

　マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人
確認を行う必要があります。そのため、①マイナンバーが正しい番号である
ことの確認（番号確認）と、②マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正
しい持ち主であることの確認（身元（実存）確認）を以下の書類などで確認さ
せていただきます。
　①番号確認書類…マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載
　　された住民票の写し
　②身元（実存）確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、旅券など

●国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
　平成30年４月から平成31年３月分までの国民年金保険料は、月額16,340
円です。保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・
郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。また、クレジット
カードによる納付やインターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口
座振替もあります。
　
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予され
る制度があります。
　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎27-1339）にお問い
合わせください。
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県税の
コンビニ納税・口座振替制度

　市では、納税者の皆さんが「納期限
内納付」しやすい環境整備を目指して、
「口座振替」・「コンビニ収納」を実施
してきましたが、今年度から 「ヤフーア
プリ収納」を実施します。
　「ヤフーアプリ」をダウンロードする
ことで、携帯電話などで24時間いつで
もヤフーウォレット（電子マネー）で
市税の納付ができます。
　詳細は納税通知書に同封しますチラ
シにてご確認ください。
問合せ　税務課収納係

　人と農地問題解決のための未来の設計
図といわれる「人・農地プラン」が更新
されました。
　その内容について閲覧ができます。
期間　４月20日(金) ～ 27日(金)
※土、日曜日を除きます。
時間　９時～ 16時
場所　農林課（尾上総合支所１階）
問合せ　農林課農業振興係

　市では、びわの平ゴルフ倶楽部の利用
券を配布しています。
　ゲスト料金よりも安く利用できますの
で、ご希望の方はお早めにお申し込みく
ださい。
利用可能人数　１日４人まで
※先着順となります。
申込み・問合せ　企画財政課企画調整係

危険物取扱者試験・事前講習会

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

「ヤフーアプリ」で市税の納付が
できるようになりました

ゴルフで健康づくりを
してみませんか

今月のおしらせ

　市では、自殺予防対策としてうつ病
対策に力を入れています。平成31年３
月31日現在、30歳、35歳、40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳の方を対象に、４月
から６月中旬にかけて、無料でこころ
の健診（自宅でこころの健康度自己評
価票を記入するのみ）を実施します。
　対象者宅への用紙の配布と回収は、
市保健協力員が行いますので、対象地
区の方はご協力をお願いします。
問合せ　子育て健康課健康推進係

＜危険物取扱者試験＞
日時・場所
６月16日(土)　弘前東高等学校
９月８日(土)　弘前工業高等学校
種類　甲種（受験資格必要）、乙種（第
１類～６類）、丙種
受付期間
〇６月16日(土)実施分
　５月７日(月) ～５月17日(木)（電子
　申請５月４日(金) ～５月14日(月)）
〇９月８日(土)実施分
　７月23日(月) ～８月３日(金)（電子
　申請７月20日(金) ～７月31日(火)）
願書配付先　弘前消防本部予防課、消
防署および分署
※インターネットによる電子申請は（一
　財）消防試験研究センターホームペー
　ジからになります。
＜事前講習会＞
日時　５月24日(木)、25日(金)
　　　９時30分～ 16時30分(２日間)
場所　弘前消防本部３階大会議室
※車での来庁はできませんので最寄りの
　駐車場をご利用ください。
対象者
　乙種第４類の受験者のうち受講を希望
する者

受講料・テキスト代
　受講料4,500円（弘前地区消防防災協
会加入事業所は2,000円）、テキスト代
1,600円（テキストのみの購入は不可）
※受講料などは講習日１日目に会場にて
　徴収します。
受付期間　４月26日(木)～５月16日(水)
申込先
　弘前消防本部予防課（平日８時30分
～17時）、弘前地区消防事務組合管内の
消防署および分署（８時30分～17時）
問合せ　弘前消防本部予防課　☎32-5104

　この検査は、計量法に基づき２年に１
度実施する法定検査で、計量器（はかり）
を取引・証明のために使用している場合
は、必ず受けることになっています。
場所・日時
〇碇ヶ関総合支所
　５月11日（金）13時～ 15時
〇尾上地域福祉センター
　５月14日（月）
　　10時30分～ 11時30分
　　13時～ 14時30分
　５月15日（火）
　　10時30分～ 12時、13時～ 15時
〇葛川支所
　５月16日（水）10時30分～ 12時
〇市役所本庁舎前
　５月17日（木）
　　10時30分～ 12時、13時～ 15時
　５月18日（金）
　　10時30分～ 12時、13時～ 14時
問合せ　県商工政策課計量検定グループ

☎017-739-8555

　自動車税・不動産取得税・個人事業
税はコンビニエンスストアでも納付で
きます。ぜひご利用ください。

春の動物ふれあいフェスティバル

　４月１日から高齢者肺炎球菌予防接種の対象者が変わりました。

高齢者等肺炎球菌予防接種のおしらせ

予防接種の対象となる方
①次の生年月日の方のうち、今まで肺炎球菌ワクチンの接種を受けたこと
　がない方。

②満60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全
　ウイルスによる免疫機能の障害があり、身体障害者手帳をお持ちの方で、
　今まで肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方。
対象期間
　平成30年４月１日(日)から平成31年３月31日(日)まで
申込方法および助成額
(１)接種を希望する医療機関に直接ご予約の上、予約日に健康保険証を
　　持参し接種を受けてください。窓口で接種費用から5,000円を差し引  
　　いた額をお支払いいただきます。
　　※予防接種の対象となる方のうち、②に該当する方は、身体障害者手帳
　　　も併せて持参してください。
(２)生活保護受給世帯の方の接種料金は無料です。市から郵送される無
　　料接種券を医療機関窓口に必ずご提出ください。
問合せ：子育て健康課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

年齢
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

生年月日
昭和28.４.２～昭和29.４.１生まれ
昭和23.４.２～昭和24.４.１生まれ
昭和18.４.２～昭和19.４.１生まれ
昭和13.４.２～昭和14.４.１生まれ
昭和８.４.２～昭和９.４.１生まれ
昭和３.４.２～昭和４.４.１生まれ
大正12.４.２～大正13.４.１生まれ
大正７.４.２～大正８.４.１生まれ人・農地プランが

閲覧できます

特定計量器（はかり）定期検査

「こころの健康診査」にご協力を

■スマートフォンで「広報ひらかわ」■

「マチイロ」の導入方法
　アプリストアで「マチイロ」を検索
するか、右のＱＲコードを読み取る
ことでダウンロードできます。 

　市では、より多くの皆さんに「広報ひらかわ」の情報を届けるために、
スマートフォン用アプリ「マチイロ」を導入しています。
　このアプリを使うと「広報ひらかわ」をいつでもどこでも
読むことができます。ぜひご利用ください。

　また、便利で安全・確実な口座振替
もご利用できます。
口座振替を利用できるもの
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民税・事業税（地方法人特別
　税を含む）…中間申告・確定申告分
○自動車税…６月納期分
※平成30年度は、４月27日(金)までに
　申し込みが必要です。
○軽油引取税
　申込用紙は、各取扱金融機関・中南地域
県民局県税部の窓口に備え付けてありま
すので、お気軽にお問い合わせください。
問合せ　中南地域県民局県税部納税管理課

　☎32-4341（直通）

　県動物愛護センターでは、犬の運動
や食事に係る啓発、体験型アトラクショ
ンを楽しめるイベント「春の動物ふれ
あいフェスティバル『ペットも飼い主
も健やかに！』」を開催します。
日時　５月３日(木)、４日(金)
　　　10時～ 16時
場所　県動物愛護センター
　　　（青森市大字宮田字玉水119-1）
内容
〇両日開催
　犬・ねこ・うさぎふれあい体験、乗
馬体験、馬・羊ふれあい体験、特設ね
こふれあいルーム、工作コーナー、ク
イズ大会、動物のお医者さんなりきり
体験、狂犬病展示説明コーナー、マイ
クロチップ展示、体験ほか
〇３日開催
　ドッグヨーガ、ワンちゃん栄養学教
室、フライングディスクドッグショー、
命の花紹介ほか
〇４日開催
　災害救助犬デモンストレーション、
ワンちゃんレースほか
問合せ　青森県動物愛護センター

☎017-726-6100
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線1353）

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

広報ひらかわに広告を掲載しませんか？

　

発行日　毎月15日（発行日が休日の場合は前後の平日）
発行部数　11,200部/月
掲載料　縦44mm×横  84mm　カラー　20,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    15,000円
　　　　縦44mm×横179mm    カラー　40,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    30,000円
※詳細につきましては市ホームページをご覧ください。
問合せ　総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線 1353）
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県税の
コンビニ納税・口座振替制度

　市では、納税者の皆さんが「納期限
内納付」しやすい環境整備を目指して、
「口座振替」・「コンビニ収納」を実施
してきましたが、今年度から 「ヤフーア
プリ収納」を実施します。
　「ヤフーアプリ」をダウンロードする
ことで、携帯電話などで24時間いつで
もヤフーウォレット（電子マネー）で
市税の納付ができます。
　詳細は納税通知書に同封しますチラ
シにてご確認ください。
問合せ　税務課収納係

　人と農地問題解決のための未来の設計
図といわれる「人・農地プラン」が更新
されました。
　その内容について閲覧ができます。
期間　４月20日(金) ～ 27日(金)
※土、日曜日を除きます。
時間　９時～ 16時
場所　農林課（尾上総合支所１階）
問合せ　農林課農業振興係

　市では、びわの平ゴルフ倶楽部の利用
券を配布しています。
　ゲスト料金よりも安く利用できますの
で、ご希望の方はお早めにお申し込みく
ださい。
利用可能人数　１日４人まで
※先着順となります。
申込み・問合せ　企画財政課企画調整係

危険物取扱者試験・事前講習会

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

「ヤフーアプリ」で市税の納付が
できるようになりました

ゴルフで健康づくりを
してみませんか

今月のおしらせ

　市では、自殺予防対策としてうつ病
対策に力を入れています。平成31年３
月31日現在、30歳、35歳、40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳の方を対象に、４月
から６月中旬にかけて、無料でこころ
の健診（自宅でこころの健康度自己評
価票を記入するのみ）を実施します。
　対象者宅への用紙の配布と回収は、
市保健協力員が行いますので、対象地
区の方はご協力をお願いします。
問合せ　子育て健康課健康推進係

＜危険物取扱者試験＞
日時・場所
６月16日(土)　弘前東高等学校
９月８日(土)　弘前工業高等学校
種類　甲種（受験資格必要）、乙種（第
１類～６類）、丙種
受付期間
〇６月16日(土)実施分
　５月７日(月) ～５月17日(木)（電子
　申請５月４日(金) ～５月14日(月)）
〇９月８日(土)実施分
　７月23日(月) ～８月３日(金)（電子
　申請７月20日(金) ～７月31日(火)）
願書配付先　弘前消防本部予防課、消
防署および分署
※インターネットによる電子申請は（一
　財）消防試験研究センターホームペー
　ジからになります。
＜事前講習会＞
日時　５月24日(木)、25日(金)
　　　９時30分～ 16時30分(２日間)
場所　弘前消防本部３階大会議室
※車での来庁はできませんので最寄りの
　駐車場をご利用ください。
対象者
　乙種第４類の受験者のうち受講を希望
する者

受講料・テキスト代
　受講料4,500円（弘前地区消防防災協
会加入事業所は2,000円）、テキスト代
1,600円（テキストのみの購入は不可）
※受講料などは講習日１日目に会場にて
　徴収します。
受付期間　４月26日(木)～５月16日(水)
申込先
　弘前消防本部予防課（平日８時30分
～17時）、弘前地区消防事務組合管内の
消防署および分署（８時30分～17時）
問合せ　弘前消防本部予防課　☎32-5104

　この検査は、計量法に基づき２年に１
度実施する法定検査で、計量器（はかり）
を取引・証明のために使用している場合
は、必ず受けることになっています。
場所・日時
〇碇ヶ関総合支所
　５月11日（金）13時～ 15時
〇尾上地域福祉センター
　５月14日（月）
　　10時30分～ 11時30分
　　13時～ 14時30分
　５月15日（火）
　　10時30分～ 12時、13時～ 15時
〇葛川支所
　５月16日（水）10時30分～ 12時
〇市役所本庁舎前
　５月17日（木）
　　10時30分～ 12時、13時～ 15時
　５月18日（金）
　　10時30分～ 12時、13時～ 14時
問合せ　県商工政策課計量検定グループ

☎017-739-8555

　自動車税・不動産取得税・個人事業
税はコンビニエンスストアでも納付で
きます。ぜひご利用ください。

春の動物ふれあいフェスティバル

　４月１日から高齢者肺炎球菌予防接種の対象者が変わりました。

高齢者等肺炎球菌予防接種のおしらせ

予防接種の対象となる方
①次の生年月日の方のうち、今まで肺炎球菌ワクチンの接種を受けたこと
　がない方。

②満60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全
　ウイルスによる免疫機能の障害があり、身体障害者手帳をお持ちの方で、
　今まで肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方。
対象期間
　平成30年４月１日(日)から平成31年３月31日(日)まで
申込方法および助成額
(１)接種を希望する医療機関に直接ご予約の上、予約日に健康保険証を
　　持参し接種を受けてください。窓口で接種費用から5,000円を差し引  
　　いた額をお支払いいただきます。
　　※予防接種の対象となる方のうち、②に該当する方は、身体障害者手帳
　　　も併せて持参してください。
(２)生活保護受給世帯の方の接種料金は無料です。市から郵送される無
　　料接種券を医療機関窓口に必ずご提出ください。
問合せ：子育て健康課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

年齢
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

生年月日
昭和28.４.２～昭和29.４.１生まれ
昭和23.４.２～昭和24.４.１生まれ
昭和18.４.２～昭和19.４.１生まれ
昭和13.４.２～昭和14.４.１生まれ
昭和８.４.２～昭和９.４.１生まれ
昭和３.４.２～昭和４.４.１生まれ
大正12.４.２～大正13.４.１生まれ
大正７.４.２～大正８.４.１生まれ人・農地プランが

閲覧できます

特定計量器（はかり）定期検査

「こころの健康診査」にご協力を

■スマートフォンで「広報ひらかわ」■

「マチイロ」の導入方法
　アプリストアで「マチイロ」を検索
するか、右のＱＲコードを読み取る
ことでダウンロードできます。 

　市では、より多くの皆さんに「広報ひらかわ」の情報を届けるために、
スマートフォン用アプリ「マチイロ」を導入しています。
　このアプリを使うと「広報ひらかわ」をいつでもどこでも
読むことができます。ぜひご利用ください。

　また、便利で安全・確実な口座振替
もご利用できます。
口座振替を利用できるもの
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民税・事業税（地方法人特別
　税を含む）…中間申告・確定申告分
○自動車税…６月納期分
※平成30年度は、４月27日(金)までに
　申し込みが必要です。
○軽油引取税
　申込用紙は、各取扱金融機関・中南地域
県民局県税部の窓口に備え付けてありま
すので、お気軽にお問い合わせください。
問合せ　中南地域県民局県税部納税管理課

　☎32-4341（直通）

　県動物愛護センターでは、犬の運動
や食事に係る啓発、体験型アトラクショ
ンを楽しめるイベント「春の動物ふれ
あいフェスティバル『ペットも飼い主
も健やかに！』」を開催します。
日時　５月３日(木)、４日(金)
　　　10時～ 16時
場所　県動物愛護センター
　　　（青森市大字宮田字玉水119-1）
内容
〇両日開催
　犬・ねこ・うさぎふれあい体験、乗
馬体験、馬・羊ふれあい体験、特設ね
こふれあいルーム、工作コーナー、ク
イズ大会、動物のお医者さんなりきり
体験、狂犬病展示説明コーナー、マイ
クロチップ展示、体験ほか
〇３日開催
　ドッグヨーガ、ワンちゃん栄養学教
室、フライングディスクドッグショー、
命の花紹介ほか
〇４日開催
　災害救助犬デモンストレーション、
ワンちゃんレースほか
問合せ　青森県動物愛護センター

☎017-726-6100
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線1353）

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

広報ひらかわに広告を掲載しませんか？

　

発行日　毎月15日（発行日が休日の場合は前後の平日）
発行部数　11,200部/月
掲載料　縦44mm×横  84mm　カラー　20,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    15,000円
　　　　縦44mm×横179mm    カラー　40,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    30,000円
※詳細につきましては市ホームページをご覧ください。
問合せ　総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線 1353）
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健康のおしらせ health information

集団検診

・特定健診・後期高齢者健康診査
・生活保護受給者健康診査
・各種がん検診・肝炎ウイルス検査

■問合せ　子育て健康課健康推進係

＜検診項目＞

婦人科検診

・子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
・乳がん検診（40歳以上の女性）

＜検診項目＞

検診のおしらせ
平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

□お申し込みは随時受け付けします。なお、集団検診は定員になり次第締め切りますので、
　お早目にお申し込みください。

※平成31年3月31日までに20歳、40歳
　になる方も対象です。

※検診の内容により対象者が異なります
　ので、詳しくは３月初旬に保健協力員
　が配布した集団検診のおしらせまたは
　４月初旬に配布した健康カレンダーを
　ご覧ください。万一届いていない場合
　はお問い合わせください。

４月22日(日)
５月７日(月)
５月８日(火)
５月９日(水)
５月10日(木)
５月11日(金)
５月13日(日)
５月14日(月)
５月16日(水)
５月20日(日)
５月21日(月)
５月24日(木)

６：45

８：00 ・健康保険証
・受診票

葛川支所
大坊コミュニティセンター
久吉地区公民館
古懸地区公民館

碇ヶ関地域福祉センター
（ハッピイハウス）

健康センター
尾崎多目的研修集会施設

尾上地域福祉センター

杉館集会施設（杉館ふれあいセンター）

受付時間実施日 場　所

医師検診開始時間
７：00 ～ 

持ち物

・受診票
・バスタオル５月28日(月)

碇ヶ関地域福祉センター
（ハッピイハウス）

受付時間実施日 場　所 持ち物
12：30 ～ 13：30
乳がん検診のみの方は
12：00 ～ 12：30

集
　団

個
　別

子宮頸がん検診　内容：内診など
乳がん検診　　　内容：マンモグラフィ（乳房X 線写真）
指定医療機関で受診できます。
受診するには「平川市がん検診対象者証明書」が必要です。

〜

※母子健康手帳は尾上・碇ヶ関総合支所でも交付していますが、妊婦
　窓口相談は健康センターのみとなりますので、可能な限り健康セン
　ターへお越しください。
※妊婦以外の方が来所される場合は、委任状が必要になりますので、
　ご連絡ください。

　母子健康手帳交付時に、保健師より妊娠中の過ごし方、妊婦健診
などの説明や相談を行っています。

母子健康手帳の交付･妊婦窓口相談

時　間 持　ち　物
・妊娠届出書(医療機関から発行)
・妊娠連絡票(県内の医療機関を受診した方のみ）
・保険証(国保の場合のみ)
・個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
　(運転免許証など)

８時15分
    ～ 17時

献血のおしらせ　　

献血カード(献血手帳) 
本人確認書類(運転免許証など)
※本人確認書類は、前回までに提示
　していれば不要です。

持
ち
物

■問合せ　子育て健康課母子保健係母子・献血のおしらせ

life

※伝染性疾患または熱のある方は日程を変更いたしますので、係までご連絡ください。
※３歳児健診は３歳６か月～７か月児が対象となります。
※各健診対象者には個別に通知します。健診は無料です。
※平成30年４月から「子育て広場」は「すくすく広場」に名前が変わりました。

乳幼児健康診査・すくすく広場　　■場所　健康センター　　

すくすく広場※要予約

４か月児健診
１歳児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

妊娠中、子育て中の方など

平成30年１月生まれ
平成29年５月生まれ
平成28年10月生まれ
平成26年10月生まれ

５月17日(木)

５月29日(火)
５月16日(水)
５月30日(水)
５月11日(金)

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　象 実施日 受付時間 持ち物

・母子健康手帳
・バスタオル
・小皿、スプーン
（離乳食を試食する方）
・筆記用具

・母子健康手帳
・バスタオル
・健康診査問診票
・尿(３歳児のみ)

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

全血献血
日にち　５月23日(水)
場所・時間
・(株)木村食品工業
　　９：30 ～ 10：30
・(株)ＪＷＰ　11：15 ～ 12：15
・(株)日本マイクロニクス松崎工場
　　13：45 ～ 16：00

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係けんこう教室スケジュール

実　施　日

介護予防教室　　■対象　65歳以上の方

時　間

時　間

場　所

場　所

申込先

申込先

５月10日(木)、５月24日(木) 

５月１日(火)、５月15日(火)

５月８日(火)、５月22日(火)

５月５日(土)、５月19日(土)

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方

実　施　日
５月８日(火)、５月15日(火)
５月22日(火)
５月９日(水)、５月16日(水)
５月30日(水)

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

B＆G尾上体育館

転倒予防を目的とした足腰の筋力アップのための体操教室に参加してみませんか。

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした運動教室を開催します。
初心者向けの楽しいプログラムです。各教室の定員はありませんので、参加してみませんか。

５月９日(水)、５月16日(水)
５月23日(水)、５月30日(水) 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む
…」などの生活上の困りごとや福祉
サービスの利用などについて、精神
保健福祉士が相談に応じます。
日時　５月９日(水)、23日(水)
　　　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター
※当日の相談でもかまいませんが、
　事前に申し込まれた方が優先にな
　ります。
申込み・問合せ　福祉課障がい支援係

こころとからだの相談

　精神疾患治療中の家族が自由に話
し合い、学習しながら交流を深めら
れるよう家族会を開催しています。
日時　５月８日(火)
　　　10時～12時
※毎月第２火曜日に開催予定です。
場所　健康センター相談室③
※日程など変更の場合もありますの 
　で、事前にお問い合わせください。
問合せ 　福祉課障がい支援係

とんぼの会

　最近食欲の低下やよく眠れない方、
消費者金融からの借金にお悩みの方、
親子関係でお悩みの方、振り込め詐欺
や架空請求の被害でお困りの方など、
司法書士、精神保健福祉士があらゆる
相談に応じます。
日時　５月16日(水)、６月13日(水)
　　　18時～19時20分
　　　※１週間前までに要予約。
場所　健康センター相談室③
申込み・問合せ
　子育て健康課健康推進係

困りごと相談
　誰かとゆっくり話がしたい、悩み
を聴いてほしい、自分のことを分かっ
てほしいなど、あなたは誰かに聴い
てほしいことはありませんか？
　養成講座で研修を積んだ傾聴ボラ
ンティアが、あなたのお話をお聴き
します。秘密は厳守します。どなた
でもお越しください。
日時　５月９日(水)　13時～ 15時
　　　※時間内に随時。
場所　健康センターふれあい交流室
問合せ　子育て健康課健康推進係

傾聴サロン

相談・サロン・その他

■弘前保健所からのおしらせ

５月16日(水)
５月２日(水)
５月16日(水)
４月25日(水)
５月10日(木)

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
17：30 ～ 18：30
13：00 ～ 13：30
13：00 ～ 14：00

ウイルス性肝炎検査
エイズ相談（即日検査・予約制）
※エイズ相談専用電話　☎38-2389

女性健康相談
精神保健福祉相談（予約制）

種　　別 実施日 受付時間
弘前保健所では各種相談・検査を実施します。

相談・検査をお考えの方や詳細については弘前保健所までお問い合わせ、
お申し込みください。　
申込み・問合せ　弘前保健所　☎33-8521
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健康のおしらせ health information

集団検診

・特定健診・後期高齢者健康診査
・生活保護受給者健康診査
・各種がん検診・肝炎ウイルス検査

■問合せ　子育て健康課健康推進係

＜検診項目＞

婦人科検診

・子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
・乳がん検診（40歳以上の女性）

＜検診項目＞

検診のおしらせ
平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

□お申し込みは随時受け付けします。なお、集団検診は定員になり次第締め切りますので、
　お早目にお申し込みください。

※平成31年3月31日までに20歳、40歳
　になる方も対象です。

※検診の内容により対象者が異なります
　ので、詳しくは３月初旬に保健協力員
　が配布した集団検診のおしらせまたは
　４月初旬に配布した健康カレンダーを
　ご覧ください。万一届いていない場合
　はお問い合わせください。

４月22日(日)
５月７日(月)
５月８日(火)
５月９日(水)
５月10日(木)
５月11日(金)
５月13日(日)
５月14日(月)
５月16日(水)
５月20日(日)
５月21日(月)
５月24日(木)

６：45

８：00 ・健康保険証
・受診票

葛川支所
大坊コミュニティセンター
久吉地区公民館
古懸地区公民館

碇ヶ関地域福祉センター
（ハッピイハウス）

健康センター
尾崎多目的研修集会施設

尾上地域福祉センター

杉館集会施設（杉館ふれあいセンター）

受付時間実施日 場　所

医師検診開始時間
７：00 ～ 

持ち物

・受診票
・バスタオル５月28日(月)

碇ヶ関地域福祉センター
（ハッピイハウス）

受付時間実施日 場　所 持ち物
12：30 ～ 13：30
乳がん検診のみの方は
12：00 ～ 12：30

集
　団

個
　別

子宮頸がん検診　内容：内診など
乳がん検診　　　内容：マンモグラフィ（乳房X 線写真）
指定医療機関で受診できます。
受診するには「平川市がん検診対象者証明書」が必要です。

〜

※母子健康手帳は尾上・碇ヶ関総合支所でも交付していますが、妊婦
　窓口相談は健康センターのみとなりますので、可能な限り健康セン
　ターへお越しください。
※妊婦以外の方が来所される場合は、委任状が必要になりますので、
　ご連絡ください。

　母子健康手帳交付時に、保健師より妊娠中の過ごし方、妊婦健診
などの説明や相談を行っています。

母子健康手帳の交付･妊婦窓口相談

時　間 持　ち　物
・妊娠届出書(医療機関から発行)
・妊娠連絡票(県内の医療機関を受診した方のみ）
・保険証(国保の場合のみ)
・個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
　(運転免許証など)

８時15分
    ～ 17時

献血のおしらせ　　

献血カード(献血手帳) 
本人確認書類(運転免許証など)
※本人確認書類は、前回までに提示
　していれば不要です。

持
ち
物

■問合せ　子育て健康課母子保健係母子・献血のおしらせ

life

※伝染性疾患または熱のある方は日程を変更いたしますので、係までご連絡ください。
※３歳児健診は３歳６か月～７か月児が対象となります。
※各健診対象者には個別に通知します。健診は無料です。
※平成30年４月から「子育て広場」は「すくすく広場」に名前が変わりました。

乳幼児健康診査・すくすく広場　　■場所　健康センター　　

すくすく広場※要予約

４か月児健診
１歳児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

妊娠中、子育て中の方など

平成30年１月生まれ
平成29年５月生まれ
平成28年10月生まれ
平成26年10月生まれ

５月17日(木)

５月29日(火)
５月16日(水)
５月30日(水)
５月11日(金)

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　象 実施日 受付時間 持ち物

・母子健康手帳
・バスタオル
・小皿、スプーン
（離乳食を試食する方）
・筆記用具

・母子健康手帳
・バスタオル
・健康診査問診票
・尿(３歳児のみ)

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

全血献血
日にち　５月23日(水)
場所・時間
・(株)木村食品工業
　　９：30 ～ 10：30
・(株)ＪＷＰ　11：15 ～ 12：15
・(株)日本マイクロニクス松崎工場
　　13：45 ～ 16：00

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係けんこう教室スケジュール

実　施　日

介護予防教室　　■対象　65歳以上の方

時　間

時　間

場　所

場　所

申込先

申込先

５月10日(木)、５月24日(木) 

５月１日(火)、５月15日(火)

５月８日(火)、５月22日(火)

５月５日(土)、５月19日(土)

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方

実　施　日
５月８日(火)、５月15日(火)
５月22日(火)
５月９日(水)、５月16日(水)
５月30日(水)

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

B＆G尾上体育館

転倒予防を目的とした足腰の筋力アップのための体操教室に参加してみませんか。

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした運動教室を開催します。
初心者向けの楽しいプログラムです。各教室の定員はありませんので、参加してみませんか。

５月９日(水)、５月16日(水)
５月23日(水)、５月30日(水) 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む
…」などの生活上の困りごとや福祉
サービスの利用などについて、精神
保健福祉士が相談に応じます。
日時　５月９日(水)、23日(水)
　　　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター
※当日の相談でもかまいませんが、
　事前に申し込まれた方が優先にな
　ります。
申込み・問合せ　福祉課障がい支援係

こころとからだの相談

　精神疾患治療中の家族が自由に話
し合い、学習しながら交流を深めら
れるよう家族会を開催しています。
日時　５月８日(火)
　　　10時～12時
※毎月第２火曜日に開催予定です。
場所　健康センター相談室③
※日程など変更の場合もありますの 
　で、事前にお問い合わせください。
問合せ 　福祉課障がい支援係

とんぼの会

　最近食欲の低下やよく眠れない方、
消費者金融からの借金にお悩みの方、
親子関係でお悩みの方、振り込め詐欺
や架空請求の被害でお困りの方など、
司法書士、精神保健福祉士があらゆる
相談に応じます。
日時　５月16日(水)、６月13日(水)
　　　18時～19時20分
　　　※１週間前までに要予約。
場所　健康センター相談室③
申込み・問合せ
　子育て健康課健康推進係

困りごと相談
　誰かとゆっくり話がしたい、悩み
を聴いてほしい、自分のことを分かっ
てほしいなど、あなたは誰かに聴い
てほしいことはありませんか？
　養成講座で研修を積んだ傾聴ボラ
ンティアが、あなたのお話をお聴き
します。秘密は厳守します。どなた
でもお越しください。
日時　５月９日(水)　13時～ 15時
　　　※時間内に随時。
場所　健康センターふれあい交流室
問合せ　子育て健康課健康推進係

傾聴サロン

相談・サロン・その他

■弘前保健所からのおしらせ

５月16日(水)
５月２日(水)
５月16日(水)
４月25日(水)
５月10日(木)

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
17：30 ～ 18：30
13：00 ～ 13：30
13：00 ～ 14：00

ウイルス性肝炎検査
エイズ相談（即日検査・予約制）
※エイズ相談専用電話　☎38-2389

女性健康相談
精神保健福祉相談（予約制）

種　　別 実施日 受付時間
弘前保健所では各種相談・検査を実施します。

相談・検査をお考えの方や詳細については弘前保健所までお問い合わせ、
お申し込みください。　
申込み・問合せ　弘前保健所　☎33-8521
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戸籍

だより

３月中届出分
※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望者のみ掲載しています。
３月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,522 人 (－93)　　■男性　14,687 人　■女性　16,835 人
■世帯数　11,859 世帯 (＋10)　■転入　87 人　　　■転出　154 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

岩館　　齋　藤　則　子　55
柏木町　小田桐　弘　子　79
高畑　　吹　田　精　一　85
原田　　齋　藤　トモエ　84
荒田　　古　川　マ　チ　77
苗生松　對　馬　文　枝　87
本町　　船　水　ミ　ツ　97
本町　　小　森　淨　一　67
唐竹　　桑　田　な　み　89
新館　　長　内　信　一　67
新屋　　葛　西　マチヱ　82
新屋　　工　藤　彰　夫　69
尾崎　　藤　田　憲　吉　85
尾崎　　中　嶋　ツ　ル　88
町居　　船　水　健　造　86

金屋　　成　田　武　昭　54
金屋　　駒　井　清　利　82
南田中　五十嵐　昭　二　76
南田中　内　山　郁　子　70
李平　　佐　藤　啓　𠮷　84
高木　　下　山　マ　サ　92
新屋町　山　口　　　榮　93
碇ヶ関　小　中　フ　サ　92
碇ヶ関　栗　原　春　子　69
碇ヶ関　花　岡　ゆ　み　87
古懸　　木　村　い　よ　105
久吉　　岸　　　キミヱ　96

お悔やみ申し上げます

柏木町　　　竹　浪　眞　吾
南津軽郡田舎館村　中　山　侑　香
北津軽郡板柳町　葛　西　佑　輔
小国　　　　比　内　　　凌
尾崎　　　　小山内　健太郎
黒石市　　　林　　　美　里
町居　　　　大　澤　和　穂
弘前市　　　成　田　麻　実

光城　　　　豊　巻　　　健
八戸市　　　小　林　洋　子
南田中　　　工　藤　雅　都
黒石市　　　岡　崎　結　実

柏木町　
え    ま

咲茉ちゃん
原田　　

り    ほ

莉穂ちゃん
大光寺　

よしき

陽葵くん
松崎　　

る   り

瑠璃ちゃん
広船　　

れいか

玲花ちゃん
南田中　

さきや

咲柳くん
新屋町　

たつき

樹 くん

猿賀　　
き    ら

綺羅くん
中佐渡　

すず

珠寿ちゃん

工　藤　大　和
山　崎　亮　輔
小　野　峰　典
今　井　朱　音
外　川　祐　輝
駒　井　郁　哉
尾　野　麻　衣
三　上　雄　太
高　倉　優　人

３月の交通事故件数
　■交通事故　０件（負傷者０人、死者０人）

３月の出動件数
　■火災出動　０件　　■救急出動　66件
　■救助出動　０件　　■その他　　18件

市公式ＳＮＳを運営しています
　市の魅力・地域資源をＳＮＳで発信して
います。皆さんのフォローや「いいね！」を
お待ちしています！
Instagram・Facebook
　アカウント名　nostalgic.city.hirakawa
Twitter
　アカウント名　Promo_Hirakawa

寄附を頂きました

３月27日　平川市ボランティア連絡協議会（鎌田正信会長）
　　　　　西ロータリークラブ（草刈保昌会長）
　　　　　防犯笛250個（子どもが地域の中で安心して暮らすため）
３月29日　稲穂会（小山内柳一会長）
　　　　　図書券５万円（児童図書購入のため）

市ボランティア連絡協
議会から贈呈された
防犯笛「たすけっこ」

鈴木　志真 ちゃん
すずき　　ここま

祝１歳♡笑顔いっぱい
元気に育ってね☆

H29年4月9日（松館）

小田桐　暖 くん
おだぎり　　はる

我が家の宝物
H29年4月23日（本町）

中嶋　快 くん
なかじま　かい

中嶋家のずるすけ坊主
♡１歳おめでとう！！

H29年4月22日（広船）
中田　光祐 くん
なかた　 こうすけ

祝１歳！生まれてきて
くれてありがとう

H29年4月1日（尾上）

so CUTE! ４月で１歳になる

赤石　桜彩 ちゃん
あかいし　　さや

これからも元気で笑顔
あふれる桜彩でいてね

H29 年4月29日（下町）

　１歳になる我が家のアイドルは、お子さんが満１歳になる保護者の皆様に
案内をお出しし、その中で希望する方のお子さんのみ掲載しています。
　掲載をご希望される保護者の方は、案内に記載されている応募締切までに
ご応募していただくようにお願いします。

岩渕　十輝 くん
いわぶち　　とき

十輝、生まれてきてく
れてありがとう♡

H29年4月29日（沖館）

對馬　春琉 くん
つしま　　 はる

髪の毛くるくる☆我が
家の癒し系アイドル☆

H29年4月25日（尾上）

石田　優凪 ちゃん
いした　　ゆうな

たくさん笑ってステキ
な女の子になーれ☆！

H29 年4月30日（猿賀）

主な変更は次のとおりです。なお、（ ）は部署が配置されている庁舎です。

４月１日から市の組織が一部変更となりました

なお、旧部署名での各種文書などについては、新部署名に読み替えてくださるようお願いします。

・子育て支援課と健康推進課を統合し、子育て健康課を新設（健康センター内） 
・福祉課内に保護経理係を新設（健康センター内）
・高齢介護課の介護認定係と介護保険係を統合して介護保険係に（健康センター内）
・都市計画課建築係および管財課庁舎建設係を再編し、施設建築課を新設（尾上分庁舎内）
・都市計画課の再編に伴い、土木課に都市計画課の業務の一部を移管し、土木課の名称を建設課に変更（尾上分庁舎内）
・水道部と建設部を統合して建設部とし、上下水道部門を担当する上下水道課を設置（本庁舎内）
・碇ヶ関総合支所市民生活課の産業振興係と建設係を統合して建設産業係を新設（碇ヶ関総合支所内）
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戸籍

だより

３月中届出分
※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望者のみ掲載しています。
３月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,522 人 (－93)　　■男性　14,687 人　■女性　16,835 人
■世帯数　11,859 世帯 (＋10)　■転入　87 人　　　■転出　154 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

岩館　　齋　藤　則　子　55
柏木町　小田桐　弘　子　79
高畑　　吹　田　精　一　85
原田　　齋　藤　トモエ　84
荒田　　古　川　マ　チ　77
苗生松　對　馬　文　枝　87
本町　　船　水　ミ　ツ　97
本町　　小　森　淨　一　67
唐竹　　桑　田　な　み　89
新館　　長　内　信　一　67
新屋　　葛　西　マチヱ　82
新屋　　工　藤　彰　夫　69
尾崎　　藤　田　憲　吉　85
尾崎　　中　嶋　ツ　ル　88
町居　　船　水　健　造　86

金屋　　成　田　武　昭　54
金屋　　駒　井　清　利　82
南田中　五十嵐　昭　二　76
南田中　内　山　郁　子　70
李平　　佐　藤　啓　𠮷　84
高木　　下　山　マ　サ　92
新屋町　山　口　　　榮　93
碇ヶ関　小　中　フ　サ　92
碇ヶ関　栗　原　春　子　69
碇ヶ関　花　岡　ゆ　み　87
古懸　　木　村　い　よ　105
久吉　　岸　　　キミヱ　96

お悔やみ申し上げます

柏木町　　　竹　浪　眞　吾
南津軽郡田舎館村　中　山　侑　香
北津軽郡板柳町　葛　西　佑　輔
小国　　　　比　内　　　凌
尾崎　　　　小山内　健太郎
黒石市　　　林　　　美　里
町居　　　　大　澤　和　穂
弘前市　　　成　田　麻　実

光城　　　　豊　巻　　　健
八戸市　　　小　林　洋　子
南田中　　　工　藤　雅　都
黒石市　　　岡　崎　結　実

柏木町　
え    ま

咲茉ちゃん
原田　　

り    ほ

莉穂ちゃん
大光寺　

よしき

陽葵くん
松崎　　

る   り

瑠璃ちゃん
広船　　

れいか

玲花ちゃん
南田中　

さきや

咲柳くん
新屋町　

たつき

樹 くん

猿賀　　
き    ら

綺羅くん
中佐渡　

すず

珠寿ちゃん

工　藤　大　和
山　崎　亮　輔
小　野　峰　典
今　井　朱　音
外　川　祐　輝
駒　井　郁　哉
尾　野　麻　衣
三　上　雄　太
高　倉　優　人

３月の交通事故件数
　■交通事故　０件（負傷者０人、死者０人）

３月の出動件数
　■火災出動　０件　　■救急出動　66件
　■救助出動　０件　　■その他　　18件

市公式ＳＮＳを運営しています
　市の魅力・地域資源をＳＮＳで発信して
います。皆さんのフォローや「いいね！」を
お待ちしています！
Instagram・Facebook
　アカウント名　nostalgic.city.hirakawa
Twitter
　アカウント名　Promo_Hirakawa

寄附を頂きました

３月27日　平川市ボランティア連絡協議会（鎌田正信会長）
　　　　　西ロータリークラブ（草刈保昌会長）
　　　　　防犯笛250個（子どもが地域の中で安心して暮らすため）
３月29日　稲穂会（小山内柳一会長）
　　　　　図書券５万円（児童図書購入のため）

市ボランティア連絡協
議会から贈呈された
防犯笛「たすけっこ」

鈴木　志真 ちゃん
すずき　　ここま

祝１歳♡笑顔いっぱい
元気に育ってね☆

H29年4月9日（松館）

小田桐　暖 くん
おだぎり　　はる

我が家の宝物
H29年4月23日（本町）

中嶋　快 くん
なかじま　かい

中嶋家のずるすけ坊主
♡１歳おめでとう！！

H29年4月22日（広船）
中田　光祐 くん
なかた　 こうすけ

祝１歳！生まれてきて
くれてありがとう

H29年4月1日（尾上）

so CUTE! ４月で１歳になる

赤石　桜彩 ちゃん
あかいし　　さや

これからも元気で笑顔
あふれる桜彩でいてね

H29 年4月29日（下町）

　１歳になる我が家のアイドルは、お子さんが満１歳になる保護者の皆様に
案内をお出しし、その中で希望する方のお子さんのみ掲載しています。
　掲載をご希望される保護者の方は、案内に記載されている応募締切までに
ご応募していただくようにお願いします。

岩渕　十輝 くん
いわぶち　　とき

十輝、生まれてきてく
れてありがとう♡

H29年4月29日（沖館）

對馬　春琉 くん
つしま　　 はる

髪の毛くるくる☆我が
家の癒し系アイドル☆

H29年4月25日（尾上）

石田　優凪 ちゃん
いした　　ゆうな

たくさん笑ってステキ
な女の子になーれ☆！

H29 年4月30日（猿賀）

主な変更は次のとおりです。なお、（ ）は部署が配置されている庁舎です。

４月１日から市の組織が一部変更となりました

なお、旧部署名での各種文書などについては、新部署名に読み替えてくださるようお願いします。

・子育て支援課と健康推進課を統合し、子育て健康課を新設（健康センター内） 
・福祉課内に保護経理係を新設（健康センター内）
・高齢介護課の介護認定係と介護保険係を統合して介護保険係に（健康センター内）
・都市計画課建築係および管財課庁舎建設係を再編し、施設建築課を新設（尾上分庁舎内）
・都市計画課の再編に伴い、土木課に都市計画課の業務の一部を移管し、土木課の名称を建設課に変更（尾上分庁舎内）
・水道部と建設部を統合して建設部とし、上下水道部門を担当する上下水道課を設置（本庁舎内）
・碇ヶ関総合支所市民生活課の産業振興係と建設係を統合して建設産業係を新設（碇ヶ関総合支所内）
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今月の表紙
Cover of this month

　４月７日、市内の各小中学校で
入学式が行われました。
　柏木小学校では、新一年生31
人（男子15人、女子16人）が父
兄や地域の皆さんが見守る中、緊
張しながらもこれから始まる小学
校生活に胸を膨らませていまし
た。

たとえば…

まずは気軽に

　来てみませんか？

申込み・問合せ：子育て健康課　母子保健係　　☎44-1111（内線 1143・1144）

９時から 11時まで
健康センター
発達心理士、療育指導員、保健師
母子健康手帳、飲みもの
開催日の１週間前までにお申し込みください。

ちょっとだけ

育てにくさを

感じる…

成長のペースが

ゆっくりなのかなと

思う時がある

お子さんともっと楽しく遊びたい

お父さん、お母さんを応援する教室です。

親子で一緒に遊びながら、お子さんに合った

関わり方のヒントを見つけましょう！

「困ったな」と思う

行動への対応を

知りたい
何となく子育てに

自信が持てない

叱ってもいい

行動なのか

分からない

平成30年　4/26（木)、 5/31（木）、 6/21（木）、 7/19（木）、 8/16（木）
　　　　　9/20（木）、10/18（木）、11/22（木）、12/27（木)
平成31年　1/31（木）、 2/21（木）、 3/28（木）

日にち

保育園やこども園、

幼稚園の先生が一緒に

来てもＯＫです

ワン！

時 間
場 所
担 当 者
持 ち 物
申 込 み

主に、１歳から

３歳ごろのお子さんに

合った遊びです。

・体をたくさん使う遊び

  （ボール遊びなど）

・座ってお話をきく練習 

・お子さんの個性に合わせた遊び

　　　　　　　　  などをします。

どんなことをするの？

お父さんとお母さんのための応援教室
フォローアップ教室

／そんな時は、ぜひお待ちしています！＼

要　項

発行　平川市
編集　総務部総務課広報広聴係
〒036-0104 
青森県平川市柏木町藤山25番地6
TEL　0172-44-1111（代表） 
FAX　0172-44-8619
HP　   http://www.city.hirakawa.lg.jp/
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