
2 0 1 2
１月号１月号

NO.73NO.73

・平川市のキャッチフレーズが決定しました

・広報ひらかわの誌面をリニューアルしました

・職員給与・職員数を公表します

・年男・年女インタビュー

今月号の主な内容
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12月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　３３，８１３人（－５）　■世帯数　１１，３２５世帯（＋14）　

　※12月中の届け出については15ページをご覧ください。

12月の交通事故件数

　■交通事故　７件（負傷者９人、死者０人）

12月の出動件数　

　■火災出動　１件　■救急出動　86件　

　■救助出動　２件　■その他　４件

１月の納期　※納期限１月31日（火）

　■国民健康保険税　第７期　■介護保険料　第７期

　■後期高齢者医療保険料　第７期

今月の表紙

　新たな年の幕が明けた１月１日未明、

猿賀神社には家族や友人らとともに多く

の参拝客が訪れ、新年にかける願いを込

めて手を合わせたり、おみくじを引いて

新年の運勢を占いました。

平川市のキャッチフレーズは

「時と水　ゆったり流れる平川市」
に決定しました

　イメージアップと知名度の向上、市民の一体感の醸成を図

るため、平成23年11月15日から12月14日まで市のキャッチフ

レーズを募集したところ、全国から多くの応募がありました。

　応募総数１６８件（89人）の中から、平川市キャッチフレーズ

等制定検討委員会（委員長：栗林欣一）での厳正な審査の結果、

最優秀賞１点と優秀賞２点が次のとおり決定しました。

最優秀賞（１点）

「時と水　ゆったり流れる平川市」

　加藤邦夫さん（千葉県市川市）

優秀賞（２点）

「津軽のへそ　平川市」

　今井克則さん（東京都板橋区）

「伝えたい。人、まち、きらめく平川市。」

　石田友紀菜さん（上猿賀）

　多数ご応募いただき、本当にありがとうございます。最優

秀作品を市のキャッチフレーズとして採用し、市民の皆さん

に長く愛されるものとなるよう、ホームページや印刷物など

あらゆる機会を通じて発信していきます。

問合せ　：　総務課　行政改革係　☎４４‐１１１１（内線１３５３）

選考理由

　長い歴史を経て現在・未来へ緩やかに時が流れ少しず
つ発展していく様を、住民に恵みを与え続けてきた平川
の流れと掛け合わせ、平川市の穏やかなゆとりのある「た
たずまい」を表現していることから選考しました。
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平川市長　大川　喜代治

　新年あけましておめでとうございます。市民

の皆様方におかれましては、輝かしい新春をお

迎えのことと心からお祝いとお慶びを申し上げ

ます。

　さて、昨年を振り返りますと、３月に発生し

た東日本大震災を筆頭に、暗く悲しい出来事が

非常に多い年でありました。早いものでその大

震災発生から10カ月が経過いたしました。被災

地ではなかなか復興が進まない状況であるのに

加え、大切な人を失い、癒えない傷に苦しむ被

災者の現状を考えますと、誠に胸が痛みます。

　しかしながら、一日でも早く元気になってい

ただきたく、我々は同じ日本人、同じ東北人と

して、それぞれが出来ることで応援していかな

ければならないと考えております。

　また、復興も然ることながら、わが国は社会

保障と税の一体改革やＴＰＰ参加問題、震災を

受けての電力・エネルギー不足問題など、我々

の生活に密着した問題が山積しております。当

市といたしましては、これらの問題に対し情報

収集を積極的に行うとともに、市民ありきの施

策を展開していかねばならないと考えておりま

す。

　そのような中、当市では先月、２つの特別養

護老人ホームが開設いたしました。これにより、

施設への入所待ちの方々の減少と介護による家

族の負担軽減が図られます。また、今年の３月

末には津軽みらい農協のカントリーエレベー

ターが完成予定であり、米農家の利便性の向上

に寄与するものと、喜ばしく考えております。

　わが平川市は、まだまだ抱えている問題も

多々ございますが、このように少しずつではあ

りますが、前進しているものと感じております。

しかしながら、これに留まることなく本市の更

なる発展と、「人、地域、産業がきらめくまち」

の実現を目指して、行政及び全市民が一体と

なって努力することが必要でございます。

　どうか市民の皆様方におかれましては、この

一年健康で仲良く力を合わせ、平川市の発展の

ために、一層のご尽力を賜りますよう衷心より

お願いを申し上げる次第であります。

　結びにあたり、新しい２０１２年が市民の皆様

方と平川市にとりまして、大きな飛躍の年とな

りますよう祈念申し上げまして、私の新年のご

挨拶といたします。

新年の

ごあいさつ
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市内の話題

日本体育協会功労賞受賞

　このたび、三上玄一郎さん（みなみの）が日本

体育協会・日本オリンピック委員会創立１００周

年記念事業の功労賞表彰を受けました。

　三上さんは、日本グラウンド・ゴルフ協会の

理事や県グラウンド・ゴルフ協会会長を務め、

県内外のグラウンド・ゴルフの発展に尽力した

功績を称えられました。

　三上さんは１２月６日に市役所を訪れ、大川市

長に表彰を報告。「競技人口が増えてうれしい」

と喜びを伝えました。

商工会青年部クリスマスプレゼント

猿賀神社すす払い

　１２月２０日、商工会青年部が市内５保育園を訪

問し、園児たちにクリスマスプレゼントを手渡

しました。

　これは、ねぷた祭りなどの売店収益の一部を

地域の子どもたちに還元し、夢を与えるために

行われており、今年で８年目となります。

　サンタクロースやトナカイに扮した商工会青

年部員が、町居保育園、松崎保育園、高城保育

園、碇ヶ関中央保育園、大坊保育園の５カ所を

訪問し、園児たちにプレゼントを配りました。

　猿賀神社で、１２月２２日、年末恒例のすす払い

が行われ、１年間の汚れを払い落として新年を

迎える準備を整えました。

　拝殿で神事を行った後、烏
え ぼ し

帽子と狩
か り ぎ ぬ

衣姿の山

谷宮司ら４人が、竹ざおの先に笹の葉を付けた

長さ約４㍍のほうきを巧みに操り、拝殿のひさ

しの裏や天井などのほこりを丁寧に払い落とし

ました。静かな境内には、「サッ、サッ」とい

う笹がこすれる心地よい音が響き渡っていまし

た。

広報　ひらかわ　２０１２．１４



　今月号から広報ひらかわの誌面をリニューアルしました。主な変更点は次のとおりです。

①レイアウトを横組みに統一し、ページの開き方を左開きへ変更

　これまでは縦組みのレイアウトを基本としていましたが、

同一ページ内に縦組みと横組みの記事が混在するなど、レイ

アウトに統一感がありませんでした。

　また、電話番号やメールアドレス、ホームページのＵＲＬ

など、縦組みでは読みづらい箇所もありました。

　そこで、今月号からレイアウトを横組みに統一し、それと

ともにページの開き方を右開きから左開きへ変更しました。

新聞や雑誌の多くは縦組みのレイアウトなので、横組みに慣

れるまでご不便をおかけしますが、どうぞご理解いただきますようお願いします。

②表紙のデザインや目次、おしらせページを刷新

　表紙全面に写真を配置してデザインを変更し、目次は２ページに掲載しました。また、これまでの「健

康ひろば」「市からのおしらせ」を『今月のおしらせ』とまとめ、多くの情報を掲載できるようにしました。

　読みやすさを向上し、情報を伝えやすくするために、今回のリニューアルを行いました。広報ひらか

わは、行政情報を市民の皆さんに分かりやすく伝えることを第一に製作しています。時代とともに誌面

は変わってゆきますが、この理念は今後も変わりません。広報ひらかわを通じ、市民の皆さんが市政に

関心を持っていただければ幸いです。

問合せ　：　総務課　行政係　☎４４‐１１１１（内線１３４２・１３５０）

広報ひらかわの誌面をリニューアルしました

表

紙

偶
数
ペ
ー
ジ

奇
数
ペ
ー
ジ

読む方向

南九州市からホームステイ

　１２月２４日から２７日までの４日間、友好親善交

流都市の鹿児島県南九州市から中学生８人と引

率者３人が平川市を訪問しました。

　一行はホームステイ先の家庭と交流したほ

か、スキー体験や金魚ねぷたの絵付けなどに挑

戦して、３泊４日の冬の津軽の生活を満喫しま

した。

　また、最終日の２７日には市役所を表敬訪問し、

両市の末永い交流を大川市長と約束し、帰路に

つきました。

市内の話題
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　納税証明書は、納税者の皆さんの大切な情報を証明す

るものですので、窓口に来られた方の確認などを厳格に

行わせていただいております。ご協力をお願いします。

　県税の納税証明書の交付申請には、次のものが必要で

す。なお、納税して間もないときは、領収証書も提示し

てください。

※車検用納税証明書の交付は無料ですが、それ以外の納

　税証明書は、手数料として１件につき県証紙４００円が

　必要です。

問合せ ： 中南地域県民局県税部 納税管理課 ☎３２‐１１３１

県税の納税証明書の交付申請について

市税完納推進月間　　２月１日（水）～２月29日（水）

問合せ ： 収納課  収納係  ☎４４‐１１１１（内線１２６５～１２６７）

納付窓口の延長、

納税相談

納税相談は開庁日（開庁時間内）に実施しておりますが、次

の期間に納付窓口の延長開設および納税相談を実施しま

す。

夜間…２月24日（金）、27日（月）～29日（水）　17時～19時

休日…２月26日（日）　８時30分～17時

場所　市役所本庁舎２階収納課

納税催告
納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書の

送付、電話催告、自宅訪問を行います。

財産調査
未納の方の財産について、官公署、金融機関、保険会社な

どに対し調査を行います。

給与調査 未納の方の勤務先に対し、給与などの調査を行います。

差押処分

不動産や預貯金、生命保険、給与などを差し押さえます。

差し押さえ後も納付がない場合、その不動産の公売を行い

ます。

市税の納付はお済みですか？
２月は　　　　　　　　　　　　です「市税完納推進月間」

　市では、市税の自主的な納税を進

めるため、右の表のような取り組み

を実施します。

　お手元の納付書を確認し、まだ納

めていない方は、至急納めてくださ

るようお願いします。

　納付書がない方は、市役所本庁

舎、尾上総合支所、碇ヶ関総合支所、

葛川支所で発行および納付ができま

す。

納税は口座振替が便利です

　口座振替を申し込まれる方は、最

寄りの市内金融機関で手続きを行っ

てください。

○交付申請の際に必要となる書類

窓口に来られる方 必要な書類等

本人（法人代表者）本人確認書類、印鑑（代表者印）

代理人
代理人本人確認書類、代理人印
鑑、本人からの委任状

※車検用納税証明書と自動車税の納税証明書の交付
　申請の際には、自動車検査証（コピーでも可）も必
　要です。
※代理人の方の場合、車検用納税証明書以外の納税
　証明書の交付申請の際には、委任状に使用した本
　人（法人代表者）印の印鑑登録証明書（発行日から
　３カ月以内の原本）も必要となります。

市・県民税申告相談の前に
　税の申告相談を１月30日から実施しますが、会場の混雑が予想されます。申告をスムーズに行うため、次に該

当する方は、それぞれ必要な金額が分かるように領収書などを整理してから、相談会場へおいでくださるよう、

ご協力をお願いします。

①医療費控除の申告をされる方…１年間の総支払医療費と、高額療養費など補てんされた金額

②農業・営業などの事業所得がある方…科目ごとに仕分けした経費の金額、収入・支出の合計金額

※必要な書類が不足していると、再度来庁して申告のやり直しになるため、十分ご確認のうえおいでください。

※３月15日の申告期限近くになると、会場が大変混雑しますので、お早めに申告をされるようお願いします。

問合せ　：　税務課　住民税係　☎４４‐１１１１（内線１２４１～１２４３）
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　市では、平成２４年４月１日から使用予定の「市民

課窓口封筒」に掲載する有料広告を下記のとおり募

集します。詳しい内容については、お問い合わせく

ださい。

規　　格：長形３号　　作成枚数：１８，０００枚

広告規格：１枠　縦３０㍉×横１００㍉

掲 載 料：１枠　３０，０００円

掲載位置：封筒裏面５枠（掲載順位は、原則として

　　　　　申し込み順に上段から掲載します）

掲載期間：広告掲載封筒を使い切るまで（約１年間）

　市民課（本庁舎２階）備え付けの所定の申込書に原

稿案を添えて、２月１５日（水）までにお申し込みくだ

さい。

申込み・問合せ ： 市民課  市民係　☎４４‐１１１１（内線１２２２）

窓口封筒に広告を掲載しませんか

有料広告募集

窓口封筒の規格・作成枚数

広告の規格・掲載

申込方法

　市では、市民の皆さんからの

意見・提言などを市政に反映さ

せるため、11月から平成24年３

月まで、市内20ヵ所の集会施設

などで市政懇談会を開催してい

ます。

　大川市長が各地域に直接出向

き、広く意見を伺いますので、

日頃市政全般に関して思ってい

ること、気付いたこと、不満に

感じていること、市の将来はど

うあるべきかなど、率直なご意

見をお寄せください。

問合せ　：　総務課　行政係　☎４４‐１１１１（内線１３４２・１３５０）

市政懇談会を開催します

■タイムスケジュール（予定）

18：00 開場 18：55 意見交換

18：30 開会 20：25 閉会

18：35 行政報告 20：30 閉場

■１月・２月の市政懇談会の開催日・開催場所

開催日 開催場所 対象地区

１月16日（月）
沖館地区産地機能増進
人材養成施設（鳥海会館）

沖館、新館、向野、向陽

１月23日（月）
平賀地区農村交流活性化
施設（飛鳥会館）

平田森、町居

１月30日（月） 新屋多目的集会施設 新屋

２月６日（月） 猿賀公民館 猿賀、中佐渡、長田、みなみの

２月13日（月） 唐竹多目的集会所 唐竹

２月20日（月） 尾崎多目的研修集会施設 尾崎

２月27日（月） 碇ヶ関公民館
駅前、下町、仲町、おかりや、
上一、上二、高田、山の上、三笠、
川向、いざよい

※都合により、日時・場所などの変更がある場合があります。

※対象地区以外の方も参加できます。

※平成24年３月の開催日・開催場所につきましては、広報ひらかわ２月号に

　てお知らせします。

　昨冬、市内の除排雪に伴う人的事故は５件発生し

ました。その内容は、屋根からの転落が２件、ハシ

ゴなどからの転落が２件、除雪機に巻き込まれる事

故が１件でした。

　除排雪中の事故を防止するため、次のことに気を

つけましょう。

①屋根の雪下ろしをするときは、「命綱を付ける」「滑

　り止めの付いた靴を履く」など転落防止に十分注

　意しましょう。

②ハシゴの上り下りは、誰かにハシゴを支えてもら

　うなどしましょう。

③除雪作業の際は、数人で行い周囲に注意を払いま

　しょう。

④軒下から屋根雪を落とす際は、雪の下敷きになる

　危険性があります。特に暖気の時は、屋根雪落下

　に注意しましょう。

⑤除雪機の点検は、必ずエンジンを停止してから行

　いましょう。

除排雪中の事故を防止しましょう

問合せ　：　黒石警察署地域課　☎５２‐２３１１
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職員給与・職員数などの公表

区　分
住民基本台帳人口

（平成２３年３月３１日現在）
歳出額Ａ 人件費Ｂ 人件費率Ｂ／Ａ

（参考）
平成２１年度の人件費率

平成22年度 ３３，９１６人 １７，１４５，２８５千円 ３，２２０，４０２千円 １８．８％ ２１．１％

１．人件費の状況 （ 普通会計決算 ）

区　分
職員数Ａ

（平成２２年４月１日現在）

給与費 一人当たりの給与費
Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ

平成22年度 ３６３人 １，３７５，２４８千円 １３２，１７６千円 ４９５，５２７千円 ２，００２，９５１千円 ５，５１８千円

※職員手当には退職手当は含みません。

区　分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的な
職務内容

部長
総括
課長

課長・
参事

課長補佐・
主幹

係長・
主査

主事・
技師

主事・
技師

職員数 10人 ３人 27人 75人 85人 27人 12人

構成比 4.2% 1.3% 11.3% 31.4% 35.5% 11.3% 5.0%

※平川市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務
　です。

２．職員給与費の状況 （ 普通会計決算 ）

１．職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
①一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

平川市 45.8歳 ３３５，６４６円 ３５７，１３７円

国 42.3歳 ３２７，２０５円 ３９７，７２３円

（平成23年４月１日現在）

②技能労務職

区　分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

平川市 51.9歳 28人 ３１４，６４５円 ３３５，１５３円

国 49.5歳 3,689人 ２８３，８６２円 ３２１，６６２円

※平均給料月額とは、各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居
　手当、寒冷地手当などの諸手当の額の合計したものです。

（平成23年４月１日現在）

区　分 平川市 国

一般行政職
大学卒 １７２，２００円 １７２，２００円

高校卒 １４０，１００円 １４０，１００円

技能労務職
（技能職・労務職平均）

高校卒 １３５，１５０円 ―

中学卒 １２５，４００円 ―

２．職員の初任給の状況 （平成23年４月１日現在）

区　分 １０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満 ２０年以上２５年未満

一般行政職
大学卒 ２５７，１８３円 ３０５，８２５円 ３３６，９５７円

高校卒 ２２０，８００円 ２７９，１２５円 ３１３，４６４円

技能労務職 高校卒 ― ２２２，８５０円 ２６５，１００円

３．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （平成23年４月１日現在）（平成23年４月１日現在）

区　分 平川市 国

一人当たり平均支給額（平成22年度） １，４１３千円 ―

平成22年度
支払割合

期末手当 ２．６０月分 ２．６０月分

勤勉手当 １．３５月分 １．３５月分

加算措置の状況
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

１．期末手当・勤勉手当

区　分 平川市 国

計算式 基本額＋調整額

基本額

退職日の基本給月額×退職理由別・勤続年数別支給率

　（支給率）　 自己都合　　勧奨・定年
　勤続２０年　２３．５０月分　３０．５５月分
　勤続２５年　３３．５０月分　４１．３４月分
　勤続３０年　４１．５０月分　５０．７０月分
最高限度額　５９．２８月分　５９．２８月分

その他の加算措置（退職時特昇）　なし

調整額
在職中の責職等による貢献度に基づ
く加算　（０～４１，７００円）×６０カ月

在職中の責職等による貢献度に基づ
く加算　（０～７９，２００円）×６０カ月

一人当たり平均支給額 ２４，８６５千円 ―

※退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種
　に係る職員に支給された平均額です。

２．退職手当 （平成23年４月１日現在）

　市職員の給与や職員数などについて、次のとおり公表します。詳しい内容をお知りになりたい場合は、

総務課人事係までお問い合わせください。　問合せ：総務課人事係　☎４４‐１１１１（内線１３５５・１３５６）

総　　括

一般行政職の級別職員数等の状況

職員手当の状況

職員の平均給与月額、初任給等の状況

広報　ひらかわ　２０１２．１８



３．時間外勤務手当

区　分 支給実績 職員一人当たりの平均支給年額

平成22年度決算 １１，９１３千円 29千円

４．その他の手当

手当名 内容及び支給額
国の制度
との同異

支給実績
（平成２２年度）

扶
養
手
当

扶養親族のある職員に支給

同 ５９，６２８千円

配偶者 １３，０００円

配
偶
者
以
外

１
人
目

配偶者がある 　６，５００円

配偶者が無い １１，０００円

２人目 　６，５００円

１５歳に達する日以後の最初の４月１日か
ら２２歳に達する日以後の最初の３月３１日
までの間にある子　　　　５，０００円加算

通
勤
手
当

通勤のためバスや自動車など利用する場
合で、通勤距離が２㌔以上の場合に支給

同 １６，６５４千円
交通機関利用者 月額５５，０００円限度

自動車等使用者 ２，０００円～２４，５００円

住
居
手
当

住宅を借り受け月額１２，０００円を超える家賃
を支払っている職員または世帯主として自ら
所有する住宅に居住している職員に支給 同   ８，４６７千円

借家・借間 月額２７，０００円限度

管
理
職
手
当

部長級及び課長級の職員に支給
異

国：定額制で支給
  ９，４９７千円部長級 給料月額×５／１００

課長級 給料月額×３／１００

寒
冷
地
手
当

毎年１１月から３月までの各月の
初日において、市内その他寒冷
の地域に在勤する職員に支給

同 ２８，９８７千円世
帯
主

扶養親族あり 月額１７，８００円

扶養親族なし 月額１０，２００円

その他 月額　７，３６０円

宿
日
直
手
当

日直勤務を命ぜられた職員に支給
同 　１，８８２千円

日直１回につき４，２００円

（平成23年４月１日現在）

区　分 給料月額 区　分 支給割合

給
　
料

市　長 ７５８，０００円

期
末
手
当

市　長

２．９５月分

副市長 ６０８，０００円 副市長

報
　
酬

議　長 ３２８，０００円 議　長

副議長 ２９３，０００円 副議長

議　員 ２８１，０００円 議　員

区　分
算定方式・支給時期等

算定方式 １期の手当額 支給時期

退
職
手
当

市　長 ７５８千円×在職月数×４５．５／１００ １６，５５４，７２０円 任期ごと

副市長 ６０８千円×在職月数×２６．５／１００ 　７，７３３，７６０円 任期ごと

※退職手当の１期の手当額は、４月１日現在の給料月額及び支給
　率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の
　見込額です。

（平成23年４月１日現在）

区分　
　部門

職　員　数 対前年
増減数平成23年 平成22年

普

通

会

計

部

門

一

般

会

計

部

門

議　　会 ５ ５ ０

総　　務 86 88 △２

税　　務 28 29 △１

労　　働 ２ ２ ０

農林水産 25 25 ０

商　　工 ７ ７ ０

土　　木 23 23 ０

民　　生 32 35 △３

衛　　生 20 20 ０

小　　計 228 234 △６

教 育 部 門 63 63 ０

消 防 部 門 67 66 １

小　　　計 358 363 △５

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　院 17 18 △１

水　　道 ５ ４ １

下 水 道 ８ ８ ０

そ の 他 25 24 １

小　　計 55 54 １

合　　　計 413 417 △４
（507） （507）

※職員数は一般職に属する職員数です（教育長を含む）。
　（　）内は、条例定数の合計です。

１．部門別職員数の状況 （平成23年４月１日現在）

２．年齢別職員構成の状況

区　分 職員数 割　合 区　分 職員数 割　合

20歳未満 １人 0.2％ 44～47歳 25人 6.1％

20～23歳 ９人 2.2％ 48～51歳 50人 12.1％

24～27歳 ８人 1.9％ 52～55歳 87人 21.1％

28～31歳 34人 8.2％ 56～59歳 67人 16.3％

32～35歳 45人 10.9％ 60歳以上 １人 0.2％

36～39歳 50人 12.1％
合計 413人 100.0％

40～43歳 36人 8.7％

（平成23年４月１日現在）

20
歳
未
満

20
～
23
歳

24
～
27
歳

28
～
31
歳

32
～
35
歳

36
～
39
歳

40
～
43
歳

44
～
47
歳

48
～
51
歳

52
～
55
歳

56
～
59
歳

60
歳
以
上

２０％

１５％

１０％

  ５％

  ０％

職員給与・職員数などの公表

特別職の報酬等の状況

職員数の状況

広報　ひらかわ　２０１２．１ ９



　13時30分～15時

　三笠在宅介護支援センター（三笠

　苑内）　☎44‐8877

■１月24日（火）、２月14日（火）

　10時～11時30分

　尾上在宅介護支援センター（社協

　尾上事業所内）　☎57‐5351

■１月25日（水）、２月８日（水）

　13時20分～15時10分

　在宅介護支援センターさわやか園

　（さわやか園内）　☎43‐5432

■２月７日（火）、２月21日（火）

　13時15分～15時15分

　碇ヶ関在宅介護支援センター（社協

　碇ヶ関事業所内）　☎45‐2725

問合せ　福祉課地域包括支援係

スローピング教室

日時　１月31日（火）

　　　13時30分～14時30分

場所　健康センター

介護予防教室

　いつまでも元気で生き生きとした

生活を送るため介護予防教室に参加

しましょう。

対象　65歳以上の方

申込方法　各会場へ電話でお申し込

　　　　　みください。　

日時・場所

■２月８日（水）　13時～15時

　健康センター　

■２月10日（金）　10時～11時30分

　高齢者ふれあいセンター

※問合せは、福祉課地域包括支援係

　まで。

■１月26日（木）、２月９日（木）

　10時～11時30分

　平賀在宅介護支援センター（緑青

　園内）　☎44‐6116

■１月18日（水）、２月８日（水）

子宮・乳がん検診（個別）

　平成22年度から病院での受診も

可能です。市の子宮・乳がん検診は

２年に１回の受診となっています。

受診される方は「平川市検診対象者

証明書」が必要ですので、健康推進

課予防係までご連絡ください。

検診期間　３月31日（土）まで

■子宮頸がん検診

対象　20歳以上の方

※今年度20歳になる方も対象です。

内容　内診など

料金　1,500円

■乳がん検診

対象　30歳以上の方

※今年度30歳になる方も対象です。

内容　マンモグラフィ（乳房Ｘ線写

　　　真）、視触診（60歳未満の方）

料金　1,000円

問合せ　健康推進課予防係

子宮・乳がん検診無料クーポン券の

有効期限は２月29日（水）までです

　市では女性特有のがん検診推進事

業として、一定の年齢に達した女性

に対し子宮頸がん及び乳がん検診の

無料クーポン券を７月に配布しまし

た。有効期限は２月29日（水）ですの

で、早めに指定の医療機関で検診を

受けましょう。

問合せ　健康推進課予防係

デイケアを開催します

　回復途中にある方の社会復帰など

を支援する精神障害者社会復帰事業

を開催します。

日時　２月９日（木）９時～11時30分

集合場所　健康センター

内容　新聞づくり

　　　（１年の活動のまとめ）

対象　統合失調症で治療中の方など

問合せ　福祉課高齢障害支援係

今月のおしらせ

場所　健康センター

持ち物　母子手帳、バスタオル

※乳幼児健診には、健康診査問診票、尿（３歳児のみ）も必要です

問合せ　健康推進課保健係

項　目 対　象 実施日 受付時間

子育て相談（要予約）妊娠中、子育て中の方など 2/16（木） 10:00～11:00

４カ月児健診 平成23年10月生 2/21（火） 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年２月生 2/ 8（水） 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成22年７月生 2/22（水） 12:20～12:50

３歳児健診 平成20年８月生 2/10（金） 12:00～12:30

健康

●子宮・乳がん検診（個別）

●デイケア

●子宮・乳がん検診無料
　クーポン券の有効期限

●スローピング教室

●乳幼児健康診査・子育て広場

持ち物　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。

問合せ　健康推進課健康管理係

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血

1/29（日）
10:00～12:00 イオンタウン

平賀ショッピングセンター13:00～16:30

2/ 9（木）
10:00～11:00 （株）アピール

13:00～16:00 （株）日本マイクロニクス青森松崎工場

●献血

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

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

広報　ひらかわ　２０１２．１１０



相談日　１月25日（水）、２月22日

　　　　（水）、３月21日（水）

相談時間　18時～20時

相談場所　健康センター

予約・問合せ　健康推進課予防係

くらしとお金の相談

　弘前市で、毎月第一水曜日、消費

者信用生活協同組合の相談員が相談

に応じています。なお、相談する場

合には電話予約が必要となります。

くらしとお金の安心相談会

日時　２月１日（水）　10時～16時

場所　弘前市市民生活センター

問合せ　消費者信用生活協同組合青

　　　　森相談センター

　　　　☎017‐752‐6755

●催し

青少年健全育成市民大会

　子どもたちの立派な成長を願うと

ともに、子どもたちを健全に育成で

きる地域づくりを目指し、青少年健

全育成市民大会を開催します。どな

たでも参加できますので、お気軽に

ご参加ください。

日時　２月12日（日）９時～12時

場所　生涯学習センター多目的ホール

内容

第１部　講演会（講師：たすけっこの

　　　　会事務局長　奈良哲紀氏）

第２部　青少年の主張（市内中学校

　　　　生徒７人による意見発表）

問合せ　

　青少年育成平川市民会議事務局

　（文化センター内）　☎44‐1221

こころとからだの相談

　精神疾患（統合失調症やうつ病な

ど）で治療中の方や、心や身体に障

害のある方の生活上の困りごとや福

祉サービスの利用等について、精神

保健福祉士（ケースワーカー）が相談

に応じます。

日時・場所

■２月１日（水）13時30分～15時30分

　健康センター

■２月15日（水）14時～16時

　碇ヶ関地域福祉センター

※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とな

　ります。

問合せ　福祉課高齢障害支援係

健康相談日

　市では、毎月２回尾上総合支所で

「健康相談日」を開催しています。母

子、妊婦、成人の各種相談に健康推

進課の保健師が応じますので、お気

軽にご相談ください。

日時　２月６日（月）、20日（月）

　　　９時～13時

場所　尾上総合支所市民生活課

問合せ　健康推進課保健係

総合相談（なんでも相談）窓口

　食欲がなく夜眠れない方、消費者

金融からの借金にお悩みの方、親子

関係にお悩みの方、振り込め詐欺や

架空請求の被害でお困りの方など、

あらゆる相談に応じます。

※１週間前までに要予約。

対象　市内にお住まいの方

内容　段差を活用した、室内ででき

　　　る軽運動

申込期限　１月26日（木）

申込み・問合せ　健康推進課予防係

こころの健康教育講座（うつ病予防）

　ストレス社会に対応するために、

自分の生活をちょっと振り返る機会

にしませんか。どなたでも参加でき

ます。直接会場へおいでください。

日時　１月22日（日）13時～14時30分

※受付は12時30分から。

場所　中佐渡集落会館

内容　寸劇・講話

問合せ　健康推進課予防係

●相談

休日・夜間の納税窓口を開設します

　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、毎月夜間及び休日における窓口

を開設し、市税の納付及び納税相談

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、納税通知書及び印

鑑をご持参ください。なお、納税通

知書がなくても再発行、納付ができ

ます。

場所　収納課（本庁舎２階）

■夜間窓口

日時　１月27日（金）17時～19時

■休日窓口

日時　１月29日（日）８時30分～ 17時

問合せ　収納課収納係

『消費者トラブル』＆『多重債務』

相談窓口

　尾上総合支所商工観光課にて随時

相談に応じています。弁護士・司法

書士への相談も受け付けます。

※申し込みは不要です。

問合せ　商工観光課商工係

各種相談

●こころの健康教育講座
　（うつ病予防）

●こころとからだの相談

●休日・夜間納税窓口

●くらしとお金の相談

●総合（なんでも）相談窓口

●健康相談日

●消費者トラブル、
　多重債務相談窓口

催し

　「温活」とは、体を温める活動をすることです。体温を測り、36度未

満の人は特に温活をしましょう。

　体が冷えると血流が悪くなり、風邪を引きやすくなったり、内臓の

働きが低下したりと様々な不調が出てきます。そこで、冷えを改善し

て体を温める活動をしましょう。

　簡単なのは、温かい食べ物や飲み物を積極的にとることです。生姜

や唐辛子を調理に使うのも温まる方法の一つです。他には運動などで

体を動かすようにすること、首や足首、手首が隠れるような服装で外

出することなど、様々な温活があります。

　冷えは女性に多いと思われがちですが、近ごろは「冷え男子」も増え

ているようですので、健康のために生活に温活を取り入れてみてはい

かがでしょうか？　（問合せ　健康推進課予防係）

●食育通信⑥～温活していますか？～

●青少年健全育成市民大会
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広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課行政係までお問い合わせください。

今月のおしらせ

介護予防教室

　将来介護されることなく、いつま

でも元気に生活できるように、健康

な身体と心を保つための運動のコツ

などを学びませんか。

対象　定年退職者、離職者、離職予

　定者などで、年齢が55歳以上の方

※シニア就業支援プログラム事業に

　参加登録をされていない方は、当

　日会場で受け付けします。

定員　20人

※先着順。定員に達した場合、受け

　付けを終了します。

受講料　無料

日時　１月26日（木）13時～15時

会場　文化センター２階

　　　小研修室３・４

講師　平川裕一氏（弘前大学大学院

　　　講師、作業療法士）

申込み・問合せ　市シルバー人材セ

　ンター　☎44‐7318

●学校支援ボランティア活動

推進大会を開催します

　学校支援ボランティアに取り組ん

でいる方、関心のある方は是非おい

でください。

日時　１月29日（日）９時30分～12時

場所　文化センター２階中研修室

対象　どなたでも参加できます

申込み・問合せ　生涯学習課社会教

　　　　　　　　育係　☎44‐1221

郷土史講座

　私たちが暮らしている地域の生い

立ちや風土について、第一線で活躍

する講師陣がわかりやすく解説しま

す。どなたでも参加できますので、

お気軽にご参加ください。

※この講座は、県民カレッジの単位

　認定講座です。

会場　文化センター２階中研修室

定員　各回80人

受講料　無料

第２回「北前船みちのく丸の周航に

ついて」（みちのく北方漁船博物館

理事　昆政明氏）

日時　２月４日（土）13時30分～15時

第３回「津軽弁の今・昔」（弘前学院

大学文学部准教授　今村かほる氏）

日時　２月25日（土）13時30分～15時

申込み・問合せ　

　郷土資料館　☎44‐1221

柏農「針花展」

　生徒たちが栽培した鉢花（ランほ

か）を展示、即売します。どうぞお

気軽においでください。

日時　２月９日（木）　９時～15時

場所　柏木農業高校花温室

問合せ　柏木農業高校草花部

　　　　☎44‐3015

古典入門講座

　古典文学の初心者の方を対象に、

文章読解について音読しながらわか

りやすく解説します。

　どなたでも参加できますので、お

気軽にご参加ください。

日程　前期　２月11日（土）　　

　　　後期　２月18日（土）

時間　13時30分～15時 30分　

場所　文化センター２階中研修室

内容　初心者のための古典講座

　～古典知識で読む『知ってるよう

　で知らない唱歌』～

講師　浅瀬石久仁子氏

参加料　無料

申込期限　２月８日（水）

申込み・問合せ　

　平賀図書館　☎44‐7665

創年アカデミー

　生涯にわたって自ら輝きつづける

ために講話を開催します。どうぞお

気軽にご参加ください。

日時　２月16日（木）　10時～

場所　文化センター２階中研修室

演題　「住みなれた地域で安心して

　　　暮らし続けるために」

講師　藤崎町社会福祉協議会

　　　事務局長　成田全弘氏

対象　市内在住の20歳以上の方

参加費　無料

申込期限　２月９日（木）

申込み・問合せ　

　碇ヶ関公民館　☎46‐2104

ナイターソフトボール大会

日程　２月16日（木）～３月13日（火）

時間　18時30分試合開始

場所　ひらかドーム

対象　市内在住または勤務している

　　　方（男女不問）

募集チーム　先着16チーム

参加料　無料　※傷害はチーム責任

申込方法　ひらかドーム備え付けの

　申込用紙でお申込みください。

申込期限　２月３日（金）

申込み・問合せ　市ソフトボール協

　会（小田桐）　☎44‐6277

合同就職面接会

　求人を公開している事業所の人事

担当者と直接面接ができます。

対象　離職者、非正規雇用労働者など

●古典入門講座

●柏木農業高校「鉢花展」

●創年アカデミー

●ナイターソフトボール大会

●学校支援ボランティア
　活動推進大会

●郷土史講座
●合同就職面接会

●介護予防教室
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●おしらせ

●青森県特定（産業別）最低賃金改

正

　平成23年12月21日から次のとお

り改正されました。詳しくは青森労

働局ホームページ（http://aomori-

roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）を

ご覧ください。

業種ごとの時間額

・鉄鋼業　７７０円（改正前７６７円）

・電子部品・デバイス・電子回路、

　電気機械器具、情報通信機械器具

　製造業　７０５円（改正前７０２円）

・各種商品小売業　６９８円

　（改正前６９５円）　

・自動車小売業　７３６円

　（改正前７３３円）　

※なお、青森県で働く全ての労働者

　および使用者に適用される「青森

　県最低賃金」は、平成23年10月

　16日から、時間額６４７円に改正さ

　れています。

問合せ　青森労働局労働基準部賃金室

　　　　☎017‐734‐4114

開催します。

日時　３月14日（水）13時～17時30分

場所　ホテルメトロポリタン盛岡

　　　ニューウィング

参加資格　

　青森県、岩手県、宮城県、福島県、

茨城県、栃木県、千葉県に工場など

を有する下請中小企業

申込期限　２月９日（木）※先着順

申込方法　

　ホームページから申込書をダウン

ロードし、必要事項を記入してメー

ルかＦＡＸでお申し込みください。

ホームページからも申し込みができ

ます。

申込み・問合せ　

　下請中小企業震災復興特別商談会

開催事務局（財団法人全国中小企業

取引振興協会内）

　☎03‐5541‐6688

　FAX03‐5541‐6680　

メールアドレス

　torihikiassen@zenkyo.or.jp

ホームページ　http://www.zenkyo.

　or.jp/syodankai-iwate/

日時　１月27日（金）　13時～16時

　　　（受付12時30分～15時）

会場　ホテルニューキャッスル３階

　　　麗峰の間

※同会場にて、若年者対象の企業説

　明会も開催されます。

持ち物　履歴書、ハローワークカード

問合せ　青森県地域共同就職支援セ

　　　　ンター・弘前コーナー

　　　　☎55‐0115

小学生アルペンスキー教室

日程　２月18日（土）

場所　大鰐温泉スキー場

出発・到着時間

１号車

　８時　　　尾上総合支所出発

　８時30分　ひらかドーム出発

　15時30分　ひらかドーム到着

　16時　　　尾上総合支所到着

２号車

　８時45分　碇ヶ関総合支所出発

　15時30分　碇ヶ関総合支所到着

対象　市内在住の小学生

内容　受講児童のレベルに応じたア

　ルペンスキー基礎技術の実技指導

参加料　1,100円

　　　　（昼食代、リフト券代）

募集人数　先着50人

申込方法

　次の場所に備え付けの申込用紙に

より、印鑑及び参加料を持参のうえ、

直接窓口へお申し込みください。

・ひらかドーム

・おのえスポーツセンター

・碇ヶ関公民館

※郵送、電話、ＦＡＸ、メールでの

　お申し込みは出来ません。

申込期間　２月１日（水）～３日（金）

受付時間　８時30分～17時

問合せ　保健体育課保健体育係

　　　　☎43‐0660

●下請中小企業震災復興特別商談会

　東日本大震災被災地の経済活動の

速やかな復興と、被災地域の下請中

小企業の迅速な再建を図るため、中

小企業庁では「下請中小企業震災復

興特別商談会」（岩手）を次のとおり

●小学生アルペンスキー教室

●下請中小企業
　震災復興特別商談会

■老齢給付の受給者に送付

　国民年金、厚生年金保険など公

的年金の老齢・退職年金は、所得

税法で「雑所得」とみなされ、所

得税が課せられます（障害年金・

遺族年金は課税されません）。

　公的年金等の支払者（厚生労働

省・各共済組合）は、所得税が老

齢年金などから源泉徴収されたか

否かにかかわらず、老齢年金など

を受けている方々全員に「公的年

金等の源泉徴収票」を作成し、そ

の年の翌年１月31日までに交付し

ます。

　このため、厚生労働省から委託

された日本年金機構は、国民年金、

厚生年金保険の対象となる年金受

給者の方々に平成23年分の源泉徴

収票を作成し、平成24年１月末日

までに届くよう、平成24年１月上

旬から順次送付します。

　源泉徴収票には、その年の１年

間に支払われた年金の総額、社会

保険料の金額（介護保険料、国民

健康保険料および後期高齢者医療

保険料）、源泉徴収税額および控

除内容が記載されています。

　なお、65歳未満で年金の支払額

が１０８万円に満たない方と、65

歳以上で年金の支払額が１５８万

円に満たない方については所得税

が源泉徴収されません。

■確定申告の際に必要

　２つ以上の年金の支払者に扶養

親族等申告書を提出している方

や、年金以外に給与等の所得があ

る方、または公的年金等の雑所得

の合計額が各種所得控除の合計額

を超える方などは、確定申告（平成

24年２月16日～３月15日までに、

住所地を管轄する税務署で受付）

を行うことになっています。その

際、この源泉徴収票は添付書類と

して必要になりますので、大切に

保管してください。

国民年金
公的年金等の源泉徴収票が交付されます

問合せ　国保年金課年金係

おしらせ

●特定（産業別）最低賃金改正
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自衛官募集相談員が委嘱されました

　平川市長と自衛隊青森地方協力本

部長の連名により、次の方々に委嘱

状が交付されました。

委嘱期間　２年間（平成23年10月26日

　　　　　～平成25年10月25日）

自衛官募集相談員

・佐藤義尚　☎57‐2051

　（金屋下早稲田178‐5）

・一戸博　　☎45‐2601

　（碇ヶ関三笠山21‐1）

・山崎和子　☎45‐2754

　（碇ヶ関鯨森73‐5）

・里村律枝　☎44‐4501

　（新館野木和4‐25）

・三浦健治　☎44‐7395

　（新館藤山18‐12）

・下山悦夫　☎44‐2438

　（光城4丁目25）

問合せ　市民課

家畜（鶏含む）飼養者の皆さんへ

毎年定期報告が必要となりました

　宮崎県における口蹄疫の発生状況

や高病原性鳥インフルエンザの発生

状況をふまえ、家畜伝染病の発生予

防、早期の通報、迅速な初動などに

重点を置いて家畜防疫体制を強化す

るため、家畜伝染病予防法の一部が

改正され順次施行されています。

　その中で、家畜（鶏を含む）の飼養

者は定期報告が義務付けられること

となりました。次のとおり家畜の飼

養者は忘れずに報告するようお願い

します。

報告対象

　鶏（青森シャモロック、比内鶏、

烏骨鶏、軍鶏、チャボ、声良、金八

　ＩＴサポートセンターでは、講習会を毎月開催しています。パソコン
に関するどんな相談でもお答えします。お気軽にお電話またはお越しく
ださい。

講習会日時 内容（定員：各先着10人）

2/ 4（土） 13:30～15:00 ｉＰａｄ２アプリ体験‐いろいろなアプリを楽しもう

2/10（金） 10:00～12:00 パソコン入門１・２‐電源の入れ方・マウス操作・文字入力

2/14（火） 10:00～11:30 ｉＰａｄ２アプリ体験‐いろいろなアプリを楽しもう

2/15（水） 10:00～12:00 ワード２（Ｗｏｒｄ２０１０）‐簡単な案内文の作成

2/22（水） 13:30～15:30 ワード３（Ｗｏｒｄ２０１０）‐表や図を使ってチラシの作成

2/23（木） 13:30～15:30 ワード４（Ｗｏｒｄ２０１０）‐段組みを使ってメニューの作成

2/24（金） 10:00～11:30 画像編集２‐スライドショーを作成しよう

2/28（火） 18:00～20:00 ワード４（Ｗｏｒｄ２０１０）‐段組みを使ってメニューの作成

場所　文化センター２階　小研修室（２）

申込み・問合せ　ＩＴサポートセンター　☎88‐7188（直通）

　受付９時～17時（日・月曜日、祝日は休業）

　※２月17日（金）は臨時休業日となります。

●ＩＴサポートセンター　無料相談・講習会

今月のおしらせ

広報　ひらかわ　２０１２．１１４

●自衛官募集相談員
生活を守る国内で唯一の保険です。

　万一の霜やひょう、台風などの被

害に備え、安心して農業経営を続け

ることができるよう、りんご共済に

加入しましょう。

申込み・問合せ　ひろさき広域農業

　共済組合　☎28‐5700

●募集

国有林モニターを募集しています

　東北森林管理局は、国有林の管理・

経営に皆さまの声を役立てていくた

め、モニターを募集しています。詳

しくはお問い合わせください。

募集人員　数十人程度

など）、あひる、うずら、きじ、ほ

ろほろ鳥、七面鳥、だちょう、鳥類

以外（牛、水牛、馬、豚、山羊、綿羊、

いのしし、鹿）

報告方法　定期報告書、添付書類

※小規模は除きます。

報告期日　鳥類　　　毎年６月15日

　　　　　鳥類以外　毎年４月15日

報告先・問合せ

　西北地域県民局地域農林水産部つ

がる家畜保健衛生所

　☎0173‐42‐2276

りんご共済へ加入しましょう

　りんご共済は、霜やひょうなどの

自然災害から、りんご農家の経営や

募集

●国有林モニター

●りんご共済

●家畜飼養者の皆さんは
　毎年定期報告が必要です

正社員（期間の定めなし）・・・・・・・・・・・・・若干名
内職（まとめ、ミシン）・・・・・・・・・・・・・・・・若干名
季節社員（経験者優遇8：30～17：30）・・・・・若干名
時給：経験２年以上￥750、未経験￥650
期間：平成24年１月10日位～４月20日位

お電話でご連絡ください

急募！季節社員・正社員・内職

㈱ベイシックサンミッシェルトキワ尾上工場
平川市日沼高田 104-9　☎０１７２-57-４６８３（担当：佐々木）

広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課行政係までお問い合わせください。
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新館　　外　川　利　視　藍
あ い る

瑠ちゃん

本町　　葛　西　一　史　芽
め い

彩ちゃん

杉館　　平　山　勇　希　楓
ふ う な

菜ちゃん

新館　　両　角　康　治　高
たかはる

晴くん

小和森　古　舘　龍　介　いまるちゃん

大光寺　小山内　裕　之　昊
こうすけ

助くん

吹上　　成　田　　　亮　湊
みなと

くん

南田中　成　田　泰　平　泰
たいぞう

造くん

唐竹　　荒　川　雅　敏　星
せ れ ん

恋ちゃん

本町　　石　塚　　　諭　澪
れい

くん

日沼　　樋　口　直　樹　優
ゆ め

芽ちゃん

猿賀　　渡　辺　克　英　こころちゃん

猿賀　　福　士　貴　裕　愛
あ こ

胡ちゃん

原　　　芳　賀　順　一　理
り お な

緒奈ちゃん

高木　　笹　　　克　彦　琴
こ と は

葉ちゃん

碇ヶ関　一　戸　　　均　愛
あ す み

純ちゃん

碇ヶ関　一　戸　雄　介　菜
な お

陽ちゃん

久吉　　白　川　真　悟　魅
み ひ

后ちゃん

　　尾崎　　中　嶋　　　淳

　　弘前市　村　田　有　菜

　　松館　　今　井　友　也

　　弘前市　佐　藤　怜　奈

唐竹　　福　士　タ　カ　86

苗生松　葛　西　昭　範　76

広船　　工　藤　ミ　ヨ　98

沖館　　中　田　ハルヱ　87

大光寺　瀧　本　ミチヨ　92

新屋　　葛　西　金　一　85

杉館　　工　藤　正　喜　78

新屋　　齋　藤　ヒロ子　71

切明　　今　　　禎一郎　66

大坊　　齋　藤　ヨ　シ　100

新屋　　佐　 　ひ　さ　97

館田　　福　井　エ　ツ　78

松館　　今　井　　　力　63

柏木町　成　田　テツエ　85

小和森　今　井　　　勉　74

本町　　須　藤　キ　ミ　78

本町　　奈　良　マ　サ　94

館田　　古　川　正　年　81

本町　　船　水　新兵衛　95

原　　　田　　あ　さ　83

町居　　澤　　　長　二　90

小国　　齋　藤　武　男　56

原　　　小　野　みつゑ　83

猿賀　　小田桐　清　一　80

新屋町　村　上　俊　一　84

南田中　小田切　チ　エ　85

尾上　　小　野　　　仁　60

新山　　船　木　き　よ　88

碇ヶ関　加　藤　秀　雄　87

碇ヶ関　櫻　庭　み　よ　95

古懸　　成　田　豊太郎　76

古懸　　柴　田　リ　ヱ　93

戸 籍

だ よ り

１２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。

12月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　３３，８１３人　（－５）　■男性　１５，９００人　■女性　１７，９１３人

　■世帯数　１１，３２５世帯（＋14）　■転入　62人　　　　■転出　50人　　

●こんにちは赤ちゃん ●結婚おめでとう

●お悔やみ申し上げます

広報　ひらかわ　２０１２．１ １５

■ハローワーク黒石　☎53‐8609

■ＮＰＯ法人平川市体育協会　

　　　　　　　　　　☎44‐5010

●弘前高等技術専門校

平成２４年度入校生

　平成24年度短期課程（一般コー

ス）の学生を次のとおり募集します。

詳しく知りたい方はお問い合わせく

ださい。

募集科名および定員

・造園科　15人

・配管科　20人

応募資格

　職業に必要な技能およびこれに関

する知識を習得しようとする方

願書受付期間

　１月10日（火）～２月16日（木）

試験日　２月23日（木）

問合せ　弘前高等技術専門校

　　　　☎32‐6805

賃金　日当6,500円

休日　年間115日

手当等　賞与・通勤手当・社会保険・

　　　　労働雇用保険

応募期間　１月15日（日）～31日（火）

１次選考　２月３日（金）

２次選考　２月19日（日）

応募方法　

　履歴書（市販の様式、写真必須）

を、ＮＰＯ法人平川市体育協会事務

局（平賀体育館内）へ郵送もしくは持

参してください。

※電話での応募は受け付けません。

その他

　採用された方は、３月１日から配

属施設で研修を行います。なお、研

修期間中の賃金は時給６５０円です。

※詳しくは、ハローワーク弘前・黒

　石の求人案内をご覧ください。

問合せ　

■ハローワーク弘前　☎38‐8609

申込期限　１月31日（火）

任期　平成24年４月～平成26年３月

内容　アンケートへの回答、国有林

　　　モニター会議への出席など

申込み・問合せ　

　東北森林管理局国有林モニター係

　☎018‐836‐2274

●平川市体育協会臨時職員

業務内容　施設管理業務など

受験資格　普通自動車免許を保有し、

　パソコンの基本操作ができる方

採用人員　４人

勤務地　

　平賀総合運動施設、平賀体育館、

平賀屋内温水プール、尾上スポーツ

センター

雇用期間　平成24年４月１日

　　　　　～平成25年３月31日

勤務時間　８時30分～21時30分の間

　で、週40時間（変動労働時間制）

●平川市体育協会臨時職員

●青森県立高等技術専門校
　平成24年度入校生

広報　ひらかわ　２０１２．１ １５



辰

辰２０１２ 年

　来年からは中学生に進学するので、勉強も部活

も頑張りたいと思います。また、色んなことに挑

戦して、今年１年間を充実した年にしたいと思い

ます。

１２歳

さん外
そ と か わ

川 浩
こ う す け

輔

広船

　昨年は大きな震災があり、人と人が支え合って生

きていくことの大切さを改めて実感しました。今年

はいつも支えてくれている方々へ感謝の気持ちを忘

れずに何事にも取り組んでいきます。

２４歳

さん佐
さ さ き

々木翔
し ょ う こ

子

古懸

　昨年は、突然の大きな災害に戸惑う事が多くあり

ました。今年は、色んな面で臨機応変に対応出来る

よう自分に不足している部分を見直し、努力して

補っていける年にしたいと思います。

３６歳

さん小
こ ば や し

林 慶
け い こ

子

小和森

　昨年は、震災で大変な１年でした。今年は震災の

ない平和な年になればと願うとともに、家族もみん

なも健康で、自分もけがのないように過ごせる年で

ありたいと思います。

４８歳

さん山
や ま だ

田 芳
よ し ひ ろ

宏

上二

辰

　今年還暦を迎えます。年齢も仕切り直すこの機会

に、尾上中学校の同期会を是非実現して、旧交をあ

たためながら、新たな希望に胸膨らませたいと思い

ます。

６０歳

さん山
や ま ぐ ち

口 辰
た つ ひ ろ

弘

新屋町

　花が大好きで庭はいつも花でいっぱいです。自分

で育てた花をご近所や友人たちに贈り、喜ばれるの

がうれしいです。今年も健康に気をつけて庭の手入

れに励み、きれいな花をたくさん咲かせたいです。

７２歳

さん成
な り た

田 せ つ

上猿賀
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