
※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）
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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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