
相　談
　
●特設行政相談所を開設します
　10月15日から21日は『行政相談週間』です。
　市では、26日に『特設行政相談所』を開設いたします。
　市民の皆さまが、毎日の暮らしの中で、行政の仕事（道路・河川、

年金、医療保険、老人福祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・

登録、窓口サービスなど）について、苦情や意見・要望などがあ

るときには、お気軽にご相談ください。

　なお、相談は無料で、秘密は厳守します。

▶日時　10月26日(金)
▶場所　平賀地域　健康センター相談室
　　　　尾上地域　尾上総合支所会議室

　　　　碇ヶ関地域　碇ヶ関地域福祉センター談話室

▶相談担当　行政相談員　古川鉄美（平賀地域）
　　　　　　　　〃　　　葛西光雄（尾上地域）
　　　　　　　　〃　　　葛原信一（碇ヶ関地域）
▶問合せ　市民課　市民係
　　　　　青森行政監視行政相談センター　☎0570-090110

●定例労働相談会を開催します
　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

会が相談に応じます。

▶場所　青森県労働委員会
　　　　（青森市長島二丁目１-５　みどりやビル７階）
▶日時
　▷10月28日(日)、11月18日(日)、12月16日(日)
　　　10時30分～ 12時30分
　▷11月13日(火)、12月４日(火)
　　　13時30分～ 15時30分
▶対象　県内の労働者、事業主
▶相談料　無料
▶問合せ　青森県労働委員会事務局　☎017-734-9832
　また、労働問題については下記でも電話で相談可能です。

▶相談窓口　あおもり労働相談ダイヤル　☎0120-610-782
▶受付時間　8時30分～17時15分（土日祝、年末年始を除く）

●女性のための困りごと相談を
　ご利用ください
　弘前人権擁護委員協議会では、女性の人権ホッ

トライン強調週間（11月12日～ 18日）を充実発
展させるために、特設相談所を開設します。

　相談は無料なので、お気軽にお越しください。

▶日時　11月12日(月)９時～15時
▶場所　青森地方法務局弘前支局2階（弘前市早稲田3丁目）　　
▶問合せ　青森地方法務局弘前支局　☎26-1150

募　集
　
●市営住宅の入居者を募集します
▶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（3階：1戸、4階：1戸）　間取り3ＤＫ
　※エレベーターはありません。

▶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才以上の方

　○世帯の合計所得が月額158,000円以下の方

　※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（15,600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

　○住民票（入居予定者全員分、本籍が記載されているもの）

　○所得課税証明書

　（平成30年度分、高校生以下を除く全員分）

　○納税証明書（平成29～30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

　票と所得課税証明書の提出が不要となります。その際は、入居

　予定者全員分のマイナンバーが確認できるものと窓口に来た方

　の本人確認書類（運転免許証など）を併せてご提出ください。

▶申込期間　10月15日(月)～11月16日(金)
※土・日曜日、祝日を除きます。

▶受付時間　８時15分～17時まで
▶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12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ヶ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人が必要になります。

※申し込みは窓口でのみ受け付けします。

※申込書類は市の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、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（尾上総合支所2階）

●「生活習慣病予防のための料理教室」参加者
　を募集します
▶日時　11月26日(月)　9時30分～ 13時
▶場所　健康センター
▶対象　健康づくりに関心のある方
▶内容　市管理栄養士による講話・食生活改善
　推進員による料理教室

▶定員　30人（先着順）　※受講は無料
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
▶申込期限　11月16日(金)
▶申込み・問合せ　子育て健康課　健康推進係

分のとり

すぎは血

圧を上げ、脳

卒中や心臓病

など重大な病

気の引き金に

なります。

　日本人の1日の塩分摂取目標量は、男性8g未満、

女性7g未満、高血圧の予防・治療には6g未満が望

ましいとされています。一方で、県民の平均塩分摂

取量は、男性11.3g、女性9.7gと高い数値となって

います(平成28年度　県民健康栄養調査より)。

塩

碇ヶ関フォークダンス協会

平川市観光協会のロゴマーク大募集中！　

　現在、市観光協会ではロゴマークを募集しています。平川市の観光PRに繋がるよう
な、市観光協会のシンボルとなるような、地域の方々に親しみを持ってもらえるような、

そんなマークを募集しています。

　プロ・アマ・居住地・年齢問わず、誰でも応募可能です！市観光協会HPに掲示の注
意事項をよく読み、同意の上ご応募ください。たくさんの応募お待ちしております！

　碇ヶ関フォークダンス教室は初代会長の山口絹子さん他、
現在は先生を含め9人の会員で活動しており、講師の石戸谷
先生、大塚先生（共に弘前市在住）にご指導いただいており
ます。
　今年も６月2日にホテルニューキャッスルで開催された、
「サマーフォークダンスパーティー」に参加し、フォークダ
ンス仲間と交流を深め、日頃の練習の成果を発表しました。
　フォークダンスの複雑なステップは脳トレーニングにもな
ります。ぜひ、興味のある方は覗いてみませんか。お待ちし
ております。
▶練習場所　碇ヶ関総合支所 ２階　
▶練習時間　14時～ 16時
▶練習日　月３回 (日程はご確認ください)

平川市インディアカ協会

　毎週水曜日と金曜日、19時30分から21時まで柏木小学
校体育館で練習しています。会員は30代から60代と幅広く、
技術レベルも初心者から中級、上級者まで様々です。年齢や

レベルに応じ楽しく、激しく、厳しく練習し、各種大会での

上位入賞を目指しています。

　インディアカを体験してみたい方をお待ちしております。

ス
ポ
ー
ツ
協
会
だ
よ
り

文
化
協
会
だ
よ
り

観
光
協
会
だ
よ
り

10月の協会だより ◆ 食育通信

　　 く健康を維持するためには、病気でなくても、

　　 毎日の食生活を見直すことが大切です。市で

は、今年度から減塩普及事業に取り組んでおり、汁

物の塩分濃度を測定できる『塩分計』の貸出を行っ

ていますので、一度、ご家庭の味を測定してみませ

んか？

[問合せ ]　子育て健康課　健康推進係
　　　　　☎44‐1111（内線1146）

食育
通信

▶募集締切　10月31日(水)　※当日消印有効
▶募集要項　①注意事項などは市観光協会ホームページに掲示しています。
　　　　　　②応募用紙はホームページからダウンロードできます。
▶採用点数　1作品　　▶賞金　５万円
[問合せ] (一社)平川市観光協会　☎40-2231　FAX 40-2232
　Mail hikankou@jomon.ne.jp　URL  https://www.hirakawa-kankou.com/index.html

【塩分計の貸出場所】
　○健康センター

　○尾上総合支所

　○碇ヶ関総合支所

　○葛川支所

[問合せ]　会長　佐藤　栄子　☎45-2952

[問合せ]　会長　三浦　稔　080-2819-5668
　　　　　事務局長　後藤　巧 　090-7528-3750
　　　　　柏木クラブ代表　仙台　季子　090-6227-7216

長
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！

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

レッツ
クッキング！
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●「スッキリなからだをめざす講座」参加者を
　募集します
　専門スタッフによる運動講座です。体育館とプールのコースが

あり、3か月間（週１回で合計12回）のプログラムとなっています。
▶対象者　おおむね35歳～ 65歳くらいまでの市民。治療中の方
は主治医の許可が必要です。

▶各コース開催日時
＜体育館コース（平賀体育館）＞

　12月３日～２月25日の月曜日に開催
　▷日中コース　10時～11時
　▷夜間コース　18時30分～19時30分
＜プールコース（平賀屋内温水プール）＞

　▷日中コース

　12月6日～2月28日の木曜日に開催、12時～13時
　▷夜間コース

　12月1日～2月23日の土曜日に開催、19時30分～20時30分
▶各コース共通の事前説明会　11月19日(月)　18時30分～
▶定員　各コース10名程度（先着順。参加経験者でも構いません。）
▶申込期限　11月13日(火)
▶費用　無料（施設利用料として１回あたり体育館100円、プー
ル310円自己負担あり。）
▶申込み・問合せ　平賀屋内温水プール　☎43-0665　

●平川市スポーツ推進委員　軽スポーツ体験教室
▶日時、種目
11月25日(日)　フライングディスク、ビーンボーリング
１月13日(日)　ユニカール、バウンドテニス
２月17日(日）　ラージボール卓球、ペタンク
３月10日(日）　ターゲットバードゴルフ、カローリング
▶受付時間　９時30分～ 10時
▶体験実施時間　10時～ 12時
▶場所　平賀体育館
▶参加資格　平川市在住の方
▶定員　各回30名（先着順）
▶申込方法
　ひらかドームに備えてある申込書または市ホームページよりダ

ウンロードし、記入の上、ひらかドームまでお申し込みください。

▶申込期限　11月15日(木)
▶申込み・問合せ　ひらかドーム　☎43-0660

催　し

●陸上自衛隊第９音楽隊 
　ふれあいコンサートを開催します
　北東北３県を活動地域として演奏を実施する陸上自衛隊第９音

楽隊が「ふれあいコンサート」を開催します。

▶日時　11月23日(金)　開場17時　開演18時
▶場所　文化センター
▶入場料　無料　※整理券が必要です。
▶整理券　11月13日(火)から次の場所で配付します。
　▷文化センター（8時15分～ 17時　※月曜日を除く）
　▷市民課（平日8時15分～ 17時）
　▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課（平日8時15分～ 17時）
※お一人様3枚までとします。
※無くなり次第終了となります。

※幼児の入場はご遠慮ください。

▶問合せ　市民課　市民係

おしらせ
　
●住生活総合調査にご協力ください
　12月1日、全国で住生活総合調査が行われ
ます。

　住生活の安定・向上に係る総合的な施策を

推進する上で必要となる調査ですので、ご協

力お願いいたします。

▶調査対象　10月1日に実施された住宅・土地統計調査に回答
いただいた世帯の中から抽出された世帯

▶調査方法　調査の対象となる世帯には、11月下旬からポスティ
　ングにより調査票を配布し、郵送・オンラインにより回収します。

▶問合せ　施設建築課　施設建築第１係

●ダムの伐木差し上げます
　浅瀬石川ダムは、伐木を希望者に差し上げます。積み込み作
業はダム管理支所で行います。詳しくはホームページをご覧にな

るか、お問い合わせください。

▶申込期間　10月16日(火) ～ 19日(金)９時～ 16時
▶受取日　10月26日(金)予定
▶問合せ　浅瀬石川ダム管理支所　☎54-8782

●農業用軽油引取税免税証の交付申請を
　お願いします
　平成31年に使用する農業用軽油引取税免税証の交付申請を次

のとおり受け付けします。

　申請書などの用紙は、中南地域県民局県税部と農協各支店に用

意してあります。申請が遅れると免税証の交付も遅れることにな

りますので、受付期間を必ず守り、必要書類を添えて申請してく

ださい。なお、必要書類についてはお問い合わせください。

▶受付期間　11月５日(月) ～ 30日(金)
▶問合せ・受付場所
　中南地域県民局　県税部

　弘前合同庁舎　本館２階（弘前市蔵主町４）

　☎32-1131（内線228・378）

●不正軽油は犯罪です！
　不正軽油とは、脱税を目的として、軽油

に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽って販売さ

れているものです。

　不正軽油の製造、販売はもちろん、使用

した人も10年以下の懲役、1,000万円以下
の罰金が課されるなど、重い罰則が適用されます。

　不正軽油の撲滅にご協力をお願いします。

▶問合せ
　中南地域県民局　県税部　☎32-1131（内線228・378）

●11月９日は「119番の日」
　総務省消防庁では、毎年11月９日を
「119番の日」と定め、119番通報につ
いての正しい知識と理解を深めてもらうと

ともに、防災意識の高揚を図っています。

　火災や急病、けがや交通事故など目の前

で災害が突然発生した場合は、誰でも気が

動転し、興奮した状態になりがちです。一刻を争うときでも、「慌

てず・落ち着いて・正確に」119番通報できるように、防災訓練の
際には、通報訓練を積極的に行い、通報の仕方を身につけましょう。

　「119番は緊急通報専用」の電話です。災害などの問い合わせ
や、夜間・休日の救急病院の問い合わせなどについては、下記へ

お問い合わせください。

○火災など災害のお問い合わせ（災害情報テレホンガイド）　　
　☎0180-991-995
※一部の携帯電話、PHSなど利用できない電話があります。
○夜間、休日の救急医療情報（医療機関紹介）　☎32-3999
▶問合せ　弘前消防本部　通信指令課　☎32-5101

●45歳以上の就活をサポートする
　「再就職支援セミナー」を開催します
▶セミナー内容
　「採用されるための就職活動のポイント」～応募書類・面接～

▶参加料　無料　※先着10人
▶時間　13時30分～ 15時30分
※セミナー終了後、16時～17時まで希望者個別相談を実施します。
▶会場・開催日
　▷青森市　11月15日(木)　アピオあおもり１階　保健指導室
　▷八戸市　11月16日(金)　ユートリー４階　デザイン室
　▷弘前市　11月12日(月)　弘前文化センター２階　第一会議室
▶申込み・問合せ
　ネクストキャリアセンターあおもり～あおもり中高年就職支援
センター～（青森市長島２丁目10-４　ヤマウビル８階）
　☎017-723-6350
　e-mail　chuukounen@ims-hirosaki.com

●東京津軽平川会は会員を募集しています
　「１年に１回くらいは津軽弁で酒が飲みたいものだ！」を合言
葉に、食事会などの行事を年に数回実施するなど、関東地方在住

の70人ほどの会員が親睦を深めています。随時会員を募集して
いますので、ぜひ、わたしたちの故郷「平川市」について一緒に

語り合いましょう。

▶問合せ　事務局　相馬憲章　☎090-9803-1920

１
２ ３ 　納めた国民年金保険料は所得税と住民税

の申告で全額が社会保険料控除の対象とな

ります。

　控除の対象となるのは、平成３０年１月から１２月までに納められ

た保険料で、配偶者や子の国民年金保険料を支払っている場合、そ

の保険料も合わせて控除が受けられます。

　控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収

書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となりま

す。日本年金機構から１１月上旬に「社会保険料（国民年金保険料）

控除証明書」が送付されますので、申告などの際ご利用ください。

なお、平成３０年１０月２日以降に今年はじめて国民年金保険料を納

付された方へは、平成３１年２月上旬に送付される予定です。

[問合せ] 弘前年金事務所　☎27-1339、　国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が発行されます
～年末調整・確定申告までに大切に保管を～

年金相談は、事前予約が便利です

　弘前年金事務所での年金相談やお手続きの際、事前

にご予約いただくと、相談内容にあったスタッフが事

前に準備しているなど、スムーズに相談ができてとて

も便利です。

　予約相談の申込みは、月曜日から金曜日の８時３０

分から１７時１５分までの時間内に、予約受付専用電話

０５７０-０５-４８９０へお電話ください。予約は相談希望

日の１か月前から前日まで受付けしております。

＜予約相談の実施時間帯＞

　月曜日　　　　　８時３０分～１８時

　火～金曜日　　　８時３０分～１６時

　毎月第２土曜日　９時３０分～１５時

◎詳しくは弘前年金事務所または国保年金課年金係にお問い合わせください。

事前予約を

利用して

みてね！

国民年金通信

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　https://www.city.hirakawa.lg.jp/情報ひろば
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●「スッキリなからだをめざす講座」参加者を
　募集します
　専門スタッフによる運動講座です。体育館とプールのコースが

あり、3か月間（週１回で合計12回）のプログラムとなっています。
▶対象者　おおむね35歳～ 65歳くらいまでの市民。治療中の方
は主治医の許可が必要です。

▶各コース開催日時
＜体育館コース（平賀体育館）＞

　12月３日～２月25日の月曜日に開催
　▷日中コース　10時～11時
　▷夜間コース　18時30分～19時30分
＜プールコース（平賀屋内温水プール）＞

　▷日中コース

　12月6日～2月28日の木曜日に開催、12時～13時
　▷夜間コース

　12月1日～2月23日の土曜日に開催、19時30分～20時30分
▶各コース共通の事前説明会　11月19日(月)　18時30分～
▶定員　各コース10名程度（先着順。参加経験者でも構いません。）
▶申込期限　11月13日(火)
▶費用　無料（施設利用料として１回あたり体育館100円、プー
ル310円自己負担あり。）
▶申込み・問合せ　平賀屋内温水プール　☎43-0665　

●平川市スポーツ推進委員　軽スポーツ体験教室
▶日時、種目
11月25日(日)　フライングディスク、ビーンボーリング
１月13日(日)　ユニカール、バウンドテニス
２月17日(日）　ラージボール卓球、ペタンク
３月10日(日）　ターゲットバードゴルフ、カローリング
▶受付時間　９時30分～ 10時
▶体験実施時間　10時～ 12時
▶場所　平賀体育館
▶参加資格　平川市在住の方
▶定員　各回30名（先着順）
▶申込方法
　ひらかドームに備えてある申込書または市ホームページよりダ

ウンロードし、記入の上、ひらかドームまでお申し込みください。

▶申込期限　11月15日(木)
▶申込み・問合せ　ひらかドーム　☎43-0660

催　し

●陸上自衛隊第９音楽隊 
　ふれあいコンサートを開催します
　北東北３県を活動地域として演奏を実施する陸上自衛隊第９音

楽隊が「ふれあいコンサート」を開催します。

▶日時　11月23日(金)　開場17時　開演18時
▶場所　文化センター
▶入場料　無料　※整理券が必要です。
▶整理券　11月13日(火)から次の場所で配付します。
　▷文化センター（8時15分～ 17時　※月曜日を除く）
　▷市民課（平日8時15分～ 17時）
　▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課（平日8時15分～ 17時）
※お一人様3枚までとします。
※無くなり次第終了となります。

※幼児の入場はご遠慮ください。

▶問合せ　市民課　市民係

おしらせ
　
●住生活総合調査にご協力ください
　12月1日、全国で住生活総合調査が行われ
ます。

　住生活の安定・向上に係る総合的な施策を

推進する上で必要となる調査ですので、ご協

力お願いいたします。

▶調査対象　10月1日に実施された住宅・土地統計調査に回答
いただいた世帯の中から抽出された世帯

▶調査方法　調査の対象となる世帯には、11月下旬からポスティ
　ングにより調査票を配布し、郵送・オンラインにより回収します。

▶問合せ　施設建築課　施設建築第１係

●ダムの伐木差し上げます
　浅瀬石川ダムは、伐木を希望者に差し上げます。積み込み作
業はダム管理支所で行います。詳しくはホームページをご覧にな

るか、お問い合わせください。

▶申込期間　10月16日(火) ～ 19日(金)９時～ 16時
▶受取日　10月26日(金)予定
▶問合せ　浅瀬石川ダム管理支所　☎54-8782

●農業用軽油引取税免税証の交付申請を
　お願いします
　平成31年に使用する農業用軽油引取税免税証の交付申請を次

のとおり受け付けします。

　申請書などの用紙は、中南地域県民局県税部と農協各支店に用

意してあります。申請が遅れると免税証の交付も遅れることにな

りますので、受付期間を必ず守り、必要書類を添えて申請してく

ださい。なお、必要書類についてはお問い合わせください。

▶受付期間　11月５日(月) ～ 30日(金)
▶問合せ・受付場所
　中南地域県民局　県税部

　弘前合同庁舎　本館２階（弘前市蔵主町４）

　☎32-1131（内線228・378）

●不正軽油は犯罪です！
　不正軽油とは、脱税を目的として、軽油

に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽って販売さ

れているものです。

　不正軽油の製造、販売はもちろん、使用

した人も10年以下の懲役、1,000万円以下
の罰金が課されるなど、重い罰則が適用されます。

　不正軽油の撲滅にご協力をお願いします。

▶問合せ
　中南地域県民局　県税部　☎32-1131（内線228・378）

●11月９日は「119番の日」
　総務省消防庁では、毎年11月９日を
「119番の日」と定め、119番通報につ
いての正しい知識と理解を深めてもらうと

ともに、防災意識の高揚を図っています。

　火災や急病、けがや交通事故など目の前

で災害が突然発生した場合は、誰でも気が

動転し、興奮した状態になりがちです。一刻を争うときでも、「慌

てず・落ち着いて・正確に」119番通報できるように、防災訓練の
際には、通報訓練を積極的に行い、通報の仕方を身につけましょう。

　「119番は緊急通報専用」の電話です。災害などの問い合わせ
や、夜間・休日の救急病院の問い合わせなどについては、下記へ

お問い合わせください。

○火災など災害のお問い合わせ（災害情報テレホンガイド）　　
　☎0180-991-995
※一部の携帯電話、PHSなど利用できない電話があります。
○夜間、休日の救急医療情報（医療機関紹介）　☎32-3999
▶問合せ　弘前消防本部　通信指令課　☎32-5101

●45歳以上の就活をサポートする
　「再就職支援セミナー」を開催します
▶セミナー内容
　「採用されるための就職活動のポイント」～応募書類・面接～

▶参加料　無料　※先着10人
▶時間　13時30分～ 15時30分
※セミナー終了後、16時～17時まで希望者個別相談を実施します。
▶会場・開催日
　▷青森市　11月15日(木)　アピオあおもり１階　保健指導室
　▷八戸市　11月16日(金)　ユートリー４階　デザイン室
　▷弘前市　11月12日(月)　弘前文化センター２階　第一会議室
▶申込み・問合せ
　ネクストキャリアセンターあおもり～あおもり中高年就職支援
センター～（青森市長島２丁目10-４　ヤマウビル８階）
　☎017-723-6350
　e-mail　chuukounen@ims-hirosaki.com

●東京津軽平川会は会員を募集しています
　「１年に１回くらいは津軽弁で酒が飲みたいものだ！」を合言
葉に、食事会などの行事を年に数回実施するなど、関東地方在住

の70人ほどの会員が親睦を深めています。随時会員を募集して
いますので、ぜひ、わたしたちの故郷「平川市」について一緒に

語り合いましょう。

▶問合せ　事務局　相馬憲章　☎090-9803-1920

１
２ ３ 　納めた国民年金保険料は所得税と住民税
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にご予約いただくと、相談内容にあったスタッフが事

前に準備しているなど、スムーズに相談ができてとて

も便利です。
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