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１月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　３３，８０２人（－11）　■世帯数　１１，３３９世帯（＋14）　

　※１月中の届け出については15ページをご覧ください。

１月の交通事故件数

　■交通事故　８件（負傷者９人、死者０人）

１月の出動件数　

　■火災出動　３件　■救急出動　81件　

　■救助出動　６件　■そ　の　他　12件
今月の表紙

　１月12日、文化センターで、つがる弁カルタ大会が

開催され、保育園児や小学生約70人が参加しました。

札が読み上げられると、子どもたちは元気よくカルタ

を取り合い、津軽弁に親しんでいました。

県建設機械リース業協会と
災害協定を締結しました

　市では、中弘南黒地域のリース業者８社で組織する青森県

建設機械リース業協会弘前支部（須藤廣光支部長）と「災害時

におけるレンタル機材の提供に関する協定書」を締結しまし

た。

　１月19日に市役所で協定書調印式が行われ、須藤支部長は

「各社の特色を生かし、自治体と連携して、地域のために災害

復旧に協力したい」とあいさつしました。大川市長は「協定

は大変ありがたく、市の災害対応力が強化された」と話しま

した。

　中弘南黒地域の自治体では初めての締結で、この協定書に

基づき、災害時や災害発生のおそれがある場合に、仮設用機

材や重機などのレンタル機材が市に優先的に提供されます。

問合せ　：　総務課　交通防災係　☎４４‐１１１１（内線１３５２）

№7４　2012.2
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市内の話題

ひろみちお兄さんの親子体操教室

　１月10日、平賀体育館で、「ひろみちお兄さ

んの親子体操教室」が開催されました。これは

ＮＰＯ法人平川市体育協会の発足５周年を記念

するイベントで、講師にはＮＨＫ「おかあさん

といっしょ」の体操のお兄さんを12年間務めた、

佐藤弘道さんが招かれました。

　教室には約320人の親子が参加し、ひろみち

お兄さんから家庭でできる手軽な運動の指導を

受けて、体を動かすことの楽しさを親子で体験

しました。

ＮＨＫ全国短歌大会で大賞受賞

碇ヶ関学童スキーリレー大会

　１月21日に行われた、ＮＨＫ全国短歌大会

ジュニアの部（小学生の部）で、金田小学校１年

生の山口愛
ま な え

永さん（前列右）の短歌「ヤーヤドー

　ねぷたまつりだ　おおねぷた　あせがおでこ

に　ジュースがうまい」が最高賞の大賞を受賞

しました。

　同短歌大会では奈良岡真
ま い こ

唯子さん（同５年、

後列左）と駒井七瀬さん（同５年、後列右）が入

選したほか、22日に行われた同俳句大会で楠
く す み

美

絢
け ん し ん

信君（同５年、前列左）が入選しました。

　碇ヶ関小学校と中学校の間に設けられた特設

コースで、１月29日、第23回碇ヶ関学童スキー

リレー大会が開催されました。大会には市内外

から約100人が出場し、厳しい寒さの中で熱戦

を繰り広げました。

　開会式では、丸山瀬奈さん（碇ヶ関小６年）が

「力いっぱい走り抜きます」と選手宣誓。当市

から出場した碇ヶ関チームは、日頃の練習の成

果を存分に発揮して力強い滑りを見せ、男子リ

レーで３位に入賞しました。
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　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、平成23年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。

　ここでは、平成23年11月から12月まで開催された市政懇談会での、市政に対する様々な

要望や意見、質問などをご紹介します（要望や回答は要約して掲載しています）。

市政懇談会
平成23年度

■11 月・12月の市政懇談会の開催日、開催場所、参加人数

開催日 開催場所（対象地区） 参加人数

11月８日（火） 本町コミュニティセンター（本町） 24人

11月14日（月） 大坊コミュニティセンター（石郷、岩館、大坊、原田） 16人

11月21日（月） 日沼地区コミュニティ施設（八幡崎、日沼、蒲田、新山） 19人

11月28日（月） 館田地区農業推進拠点施設（三町会、館田、苗生松、西の平） 13人

12月７日（水） 柏木町コミュニティセンター（柏木町） 19人

12月15日（木） 文化センター（荒田、小和森、大光寺、光城、平成、藤野、南田町） 22人

12月19日（月） 平賀農村婦人の家（杉館、館山・松崎、松館） 13人

12月26日（月） 尾上公民館（高木、尾上、新屋町、南田） 17人
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■市の予算について、市の税収が全体で占める割合

はどのくらいか。赤字にならないよう、対策を講じ

るべきではないか。

（回答）

　歳入全体に対する税収の割合は約13％です。当市

は基金全体で70億円ほどあり、健全財政を保ってい

ます。

　充実した市民サービスを行うため、バランスのと

■東日本大震災のような災害が発生した場合、平川

市はどのように対応するのか。

（回答）

　震災を受けて、防災計画の見直しを行っており、

防災無線の整備などを検討しています。災害時には

燃料や食料などの確保の問題がありますが、弘前市

を含めた広域で燃料や食料などを保管するよう計画

しています。

　また、非常用電源・発電機については、孤立する

可能性がある場所に優先的に整備することを考えて

います。各町会においても発電機は必要になってく

ると思いますが、自主防災組織を作ってもらい、そ

れに対する補助金の中で整備していただきたいと考

えています。

■合併後、議員定数は減ったが、職員数は減ってい

るのか。

（回答）

　合併以来100人ほど減り、現在の職員数は400人ほ

どです。毎年の退職者数より採用を控え、人件費を

削減しています。今後も50人ほど削減する計画です。

■平成18年に平川市が誕生し、満６年がたとうとし

ている。昨年の今時分、合併を検証する検討委員会

が開かれ、市長へその結果を提出したとの新聞報道

があった。その報道内で、重要な問題である110項

目ほどを検討していくとあったが、そのうち具体化

するのはどのような項目か。

（回答）

　合併の検証をやるという現市長の公約から、委員

10名（内３名は公募により組織）で合併検討委員会

を組織し、合併時の1,400余りの調整項目のうち直

接住民に関わるもの約110項目について検証しまし

た。そして、平成22年12月に委員会から42項目につ

いての意見をいただきました。

　主なものとして、合併した市はみなキャッチフ

レーズがあるため平川市も設けるべきという提言を

受け、キャッチフレーズを募集しました。観光分野

については、イベントを絞って前向きにやるように

という意見から、平川ねぷたまつり“冬の陣”など

を開催しています。また、市が各分野において全国

のどの位置にあるかを市民に知らせるべきという意

見から、市ホームページの統計データランドに出生

率や学校関係の情報を掲載しています。

■死亡事故が発生した箇所に信号機を設置してほし

いと要望している。子どもから年配者まで通行する

ところで、安全に通行できるように対策を講じてほ

しい。

（回答）

　信号機は県の公安委員会の管轄であり黒石警察署

にも要望していますが、良い返事を貰えていません。

町会からも注意を喚起してもらい、事故が起こらな

いように協力をお願いします。市としても、引き続

き県や県警、黒石警察署などに要望していきます。

総務部関連

れた財政運営をしながら市政を進めていきますの

で、ご理解をお願いします。

■町会運営上、地域コミュニティ育成事業があり大

変助かっているが、来年度は実施するのか。

（回答）

　大川市長の任期中は継続するつもりです。

企画財政部関連
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■平賀地域に住んでいるが、農業関係の手続きのた

めに尾上総合支所まで行かないといけない。平賀の

本庁舎で申請などができるようにならないものか。

（回答）

　ご不便をおかけしていることは承知しています。

現在、検討委員会を作り内部で議論している最中で、

皆さんの意見を参考にして対処していきます。

■平川ねぷたまつり“冬の陣”は今後もやるのか。

（回答）

　５年間は開催する予定です。

■新聞にて平川市の人口統計が掲載されていた。市

としての少子化対策について伺いたい。

（回答）

　市では死亡者が出生者よりも多い状態で、平成23

年10月の人口は増加したものの、合併以来減少が続

いています。今まで国の施策を受けながら、乳幼児

医療費の無料化、妊婦に係る健診無料化、保育の拡

充といった間接的な支援を行ってきました。

　今後も子育て支援を中心に充実を図っていきます

が、雇用の場を提供するとともに、独身者を減らし

て人口増加に繋げていきたいと考えています。

■ごみについて、収集車は来るがごみを残していく。

他の町会からごみの持込みもあり、収集車にお願い

しても持っていかない。どうすればよいか。

（回答）

　収集業者には、違反者に分かるように理由を記入

したシールを貼っておくように指導していますが、

ルールを守らない人が後を絶ちません。

　また、町会外や市外からもごみが持ち込まれると

いう話も聞こえてきていますので、町会で処分でき

ない際には市民課へ連絡していただき、町会と協力

しながら対応していきたいと考えています。

■特定健診の受診率を上げ、早期発見、早期治療と

のことだが、平川診療所の組織、形態、機能の体制

で、いざ治療となると対応はできるのか。

（回答）

　市内には大きな救急対応病院はありません。市全

体の健康管理となると、２次救急に係る急患につい

ては弘前圏域として輪番制をとっており、市では負

担金を出して急患が出た際に診てもらっています。

また、弘前大学病院にて３次救急をしていますが、

それに対しても相応の負担をしてお願いしていると

ころです。市内にはそのような病院はないので、今

後も弘前圏域にて小児科、婦人科などと連携して締

結を結び、市民の健康を守っていきたいと思ってい

ます。

市民生活部関連

経済部関連

の搭乗者数は1.3人で、１人を乗せるための経費は

2,700円という計算になります。地域公共交通協議

会において、実証運行は今回で終了という結論にな

りましたが、全国の同じような事案を参考にし、検

討します。

■循環バスの実証運行について、運行を12月いっぱ

いでやめるのはやむを得ないと思うが、買い物弱者

を救済する方法はないものか。

（回答）

　日沼線、金屋線について実証運行し、１便当たり
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■先日、大川亮回顧展が開催され、多くの来場者で

大盛況だった。大川邸や工芸品などについて、市が

主体となって保存できないものか。平賀地域の歴史

的資料として是非残していくべきである。

　また、平川市内には多くの遺跡があるが、倉庫に

眠ったままの出土品もあると聞く。閉校する広船小

学校に展示するなどして、多くの市民に見てもらっ

てはどうか。

（回答）

　大川さんの建物や工芸品などへの対処については

今後検討していきますが、まずは要望書や陳状書を

市に提出していただきたい。

　また、出土品の展示場所は文化センターを中心に

考えることになると思います。財政面や場所の問題

などを加味しながら検討し、尾上・碇ヶ関地域も合

わせ、市全体の文化財の在り方を考えていきます。

■広船小学校が閉校になるとのことだが、閉校後の

校舎の有効活用の予定はあるか。

（回答）

　少子化により小国小中学校が閉校になりました。

校舎はあすなろ理研株式会社がソバモヤシの栽培に

使用しています。広船小学校の校舎については、使

用したいという申し入れが数件来ているほか、実現

するかは定かではありませんが、都市圏からの受け

入れ先として利用できないかという地元の方からの

意見もあります。

　市政懇談会は３月末まで開催しま

す。大川市長が各地域に直接出向き、

市民の皆さんから広く意見を伺いま

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。

※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。

開催日 開催場所 対象地区

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

３月５日（月） 広船地区構造改善センター 広船

３月12日（月） 久吉地区公民館 久吉、湯ノ沢

３月21日（水） 古懸地区公民館 古懸

３月26日（月） 克雪管理センター
小国、切明、葛川、平六、温川、
井戸沢、大木平、一本木

■総合運動施設のグラウンド整備について、事業を

いつから行い、いつ完成する予定なのか。また、例

えば全天候型であるといった事業の中身はすでに決

まっているのか。

（回答）

　グラウンドについては平成24年度に設計し、平成

26年度までの３年間の計画です。現在、具体的な内

容について協議しています。

　そのほか、尾上地域では野球場の整備を平成24年

度から行う予定で、照明や電光掲示板などの設置を

検討しています。

教育委員会関連

今後の市政懇談会の開催日・開催場所

問合せ　：　総務課　行政係　☎４４‐１１１１（内線１３４２・１３５０）

■タイムスケジュール（予定）　18：00～開場／18：30　開会／18：35～意見交換／20：00　閉会　　
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⑤高額医療・高額介護合算療養費の

　支給対象となる世帯のうち、「乳幼

　児医療費給付事業・ひとり親家庭

　等医療費給付事業・重度心身障害

　者医療費助成事業」により、すで

　に医療費が給付済みの世帯は、高

　額医療・高額介護合算療養費の支

　給額から、給付された分が差し引

　かれることになります。

③自己負担の合計額とは、医療保険

　の高額療養費および介護保険の高

　額介護サービス費の適用を受けた

　うえでの合計額です。

④各医療保険の世帯ごとに合算しま

　すので、住民票上同一世帯であっ

　ても、７月末日の医療保険者が異

　なれば合算されません。

①各医療保険における世帯内で、医

　療および介護の両制度ともに自己

　負担額を有する世帯が対象となり

　ます。

②70歳以上の方は、すべての自己負

　担額が合算対象になります。

　70歳未満の方は、１カ月の医療費

　が２万１千円を超えた分の自己負

　担額が合算対象となります。

高額医療・高額介護
合算療養費制度

　高額医療・高額介護合算療養費制度とは、各医療保険（国民健康保険、

被用者保険、後期高齢者医療制度）における世帯で、世帯内の方全員が１

年間（毎年８月から翌年７月まで）に支払った医療保険と介護保険の自己負

担額の合計が基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。

医療 介護と

両方のサービスを
利用している方へ

所得区分 所得要件
後期高齢者
医療制度

　＋介護保険

被用者保険または
国保（世帯内７０～
７４歳）＋介護保険

被用者保険または
国保（世帯内７０歳
未満）＋介護保険

上位所得者 基礎控除後の総所得金額が６００万円を超える世帯

６７万円 ６７万円 １２６万円現 役 並 み
所 得 者

同一世帯に課税所得１４５万円以上の所得がある７０歳
以上の方

一　　　般 ほかの所得要件のいずれにも該当しない方 ５６万円 ５６万円 ６７万円

所得区分Ⅱ 世帯全員が市民税非課税の方 ３１万円 ３１万円
３４万円

所得区分Ⅰ
世帯全員が市民税非課税で所得０円（年金受給額８０万
円以下）の方 １９万円 １９万円

問合せ　：　福祉課　介護保険係　☎４４‐１１１１（内線１１５６）・国保年金課　国保係（内線１２５１・１２５２）

医療・介護合算算定基準額（年額：毎年８月１日～翌年７月３１日）

　保険者それぞれより支給されます

　（国保は世帯主に支給されます）。

※平成22年８月から平成23年７月末

　までの間に当市へ転入された方や

　他の医療保険から国保などに移ら

　れた方は、担当課の窓口のほか、

　転入前の市町村や以前加入してい

　た医療保険の窓口での手続きが必

　要です。

　世帯には、支給申請のお知らせを

　お送りします。

○その他の医療保険に加入している方

①福祉課介護保険係、各総合支所介

　護保険担当窓口へ「自己負担額証

　明書」の申請をしてください。

②「自己負担額証明書」が送付された

　ら、加入している医療保険担当窓

　口へ申請してください。

※支給については、医療保険者・介護

■持参するもの　印鑑、通帳

※国保の方は、世帯主の通帳もご持

　参ください。

■手続きの流れ

○国保・後期高齢者医療制度に加入

　している方

→国保年金課・各総合支所国保担当

　窓口へ申請してください。

※支給の要件に該当すると思われる

　年齢や世帯の所得状況に応じて基準額が決定します。各所得区分における基準額については、次の表をご覧ください。

申請方法

制度のポイント
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受付期間　３月30日（金）まで

借入れができる額（借入れ限度額）

※葛川支所の所管区域に住所を有し、中学校を卒業した

　方の高校修学資金は、15,000円以内（月額）です。

資格

①市内に１年以上お住まいで、高等学校、短期大学（学

　校教育法に規定する専修学校を含む）、高等専門学校

　および大学に入学する方または在学している方

②生計を共にする方の事情により、奨学金の借入れがな

　ければ入学および在学が困難な方

申請用紙の配布場所

　本庁舎２階受付、碇ヶ関公民館、

　尾上総合支所２階教育委員会学校教育課

※市ホームページ（http://www.city.hirakawa.lg.jp/）からも

　ダウンロードできます。「奨学生の募集について」をご

　覧ください。

利子及び返済方法

　奨学金の借入れは無利子で、学校を卒業した年の翌年

から10年間を限度として返済していただきます。

初回貸付時期　５月下旬予定

※奨学金借入れには審査及び所得制限があります。審査

　の結果、借入れが出来ない場合もありますので、ご了承

　ください。所得制限など、詳しくはお問合せください。

作業区分 賃金 備考

水稲 全般（男女共） 5,200円

賄い抜き果樹
一般作業（男女共） 5,200円

せん定
8,000～
10,000円

その他一般作業（男女共） 5,200円

オペレーター（トラクター・
田植機・コンバイン・Ｓ．Ｓ）

1,000円
１時間
当たり

作業区分 料金 単位 備考

機

械

作

業

耕起
水田 5,000円

10㌃当たり

畑 4,500円

代かき

荒かきのみ 3,000円

代かきのみ 4,000円

荒代かき 6,000円

田植え

田植機
（苗なし）

6,000円
隅 :田主植え
苗 :田主持ち

田植機
（中苗付き）

28,000円 隅 :田主植え

稲刈り

バインダー
（糸付き）

6,500円 隅 :田主刈り

コンバイン
（運搬なし）

16,000円
隅 :田主刈り
結束料金は別

脱穀 ハーベスター 6,500円

稲わら収集 ロールベーラー
（糸付き）

4,500円

畦塗り 畦塗機 35～38円 １㍍当たり

りんご畑 スプレーヤー 5,000円 1,000㍑当たり 薬剤費別

問合せ　：　農業委員会事務局　☎４４‐１１１１（内線２１５２・２１５３）

１．農作業標準賃金・料金

⑴臨時雇用労賃　※１日（８時間）当たり。

⑵請負料金（オペレーター付き）

地域名 平均額 改良区費の関係

平賀地域、尾上地域
（圃場整備済）

13,200円 平均的な賃借人の負担
＝賃借料13,200円+ 水利費

碇ヶ関地域の田、
平賀地域の山間地の田

7,700円 賃借料7,700円のみ
※改良区費なし。

２．農地賃借料　※平成22～23年の２年間における賃借料の平均額です。

⑴水田の部　※10㌃当たり。 ⑵畑の部（市内全域）

区分 平均額

普通畑 4,600円

りんご 5,900円

　賃借料の物納について、次の
とおり換算しました。
○米60㌔当たり
　　22年産　玄米：11,000円
　　　　　　白米：14,000円
　　23年産　玄米：12,500円
　　　　　　白米：15,500円
○りんご20㌔当たり
　　22年産・23年産　3,000円

　平成24年の農作業標準賃金・料金および
農地の賃借料情報は次のとおりです。営農
計画にお役立てください。

修学資金（月額） 入学支度金

公立高等学校 10,000円以内 100,000円以内

私立高等学校 15,000円以内 150,000円以内

短期大学・専修学校・
高等専門学校

20,000円以内 200,000円以内

大学・大学院 30,000円以内 200,000円以内

問合せ　：　学校教育課　学校教育係　☎４４‐１１１１（内線２２６２）

平成24年度奨学金の申請について

農家の皆さんへ
－農作業標準賃金・料金、
　農地賃借料のおしらせ－
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項　目 対　象 実施日 受付時間

離乳食教室（要予約）
５～18カ月児のご家族の
方など（試食があります）

3/ 8（木）  9:45～10:00

子育て相談（要予約）妊娠中、子育て中の方など 3/15（木） 10:00～11:00

４カ月児健診 平成23年11月生 3/13（火） 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年３月生 3/ 7（水） 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成22年８月生 3/21（水） 12:20～12:50

３歳児健診 平成20年９月生 3/ 9（金） 12:00～12:30

場　所　健康センター

持ち物　

▷離乳食教室…母子手帳、筆記用具

▷子育て相談…母子手帳、バスタオル

▷乳幼児健診…母子手帳、バスタオル、

　　　　　　　健康診査問診票、尿（３歳児のみ）

問合せ　健康推進課保健係

●乳幼児健康診査・子育て広場

　　　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

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21日（火）、３月６日（火）、

　13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

■２月22日（水）、３月７日（水）

　13時30分～15時

　三笠在宅介護支援センター（三笠

　苑内）　☎44‐8877

■２月22日（水）、３月14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23日（木）、３月８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

■２月28日（火）、３月13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

■３月９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。

■３月14日（水）　13時～15時

　健康センター　

問合せ　福祉課地域包括支援係

健康教育講座

日時　３月８日（木）

　　　10時30分～11時30分

※９時30分から血圧測定もあります。

早めに検診を受けましょう。

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

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。

　無料クーポン券をお持ちの方も、

今月のおしらせ

健康

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

●子宮・乳がん検診（個別）

対　象 接種対象期間 医療機関と費用

１
期

生後12カ月～
24ヶ月未満の乳児

生後12カ月
～24ヶ月未満 予防接種の個別接種医

療機関一覧に記載され
ている医療機関で、接
種対象期間内であれば
無料
※医療機関によっては
　予約が必要です。

２
期

平成17年４月２日～
平成18年４月１日生

平成23年４月１日
～平成24年３月31日

３
期

平成10年４月２日～
平成11年４月１日生

４
期

平成５年４月２日～
平成６年４月１日生

※接種対象期間を過ぎると自己負担となります。市に転入された方で、

　まだ接種を受けていない方は、健康推進課保健係までご連絡ください。

持ち物　母子手帳、予防接種予診票

問合せ　健康推進課保健係

●予防接種（麻しん風しん）

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

●健康教育講座
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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　３月５日（月）、19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

　司法書士、精神保健福祉士があら

ゆる相談に応じます。食欲がなく夜

眠れない方、消費者金融からの借金

でお困りの方、親子関係にお悩みの

方などにお勧めです。

※１週間前までに要予約。

対象　市内にお住まいの方

日時　２月22日（水）、３月21日（水）

　　　18時～20時

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　３月７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

■休日窓口

日時　２月26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

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

祉サービスの利用などについて、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

■３月７日（水）13時30分～15時30分

　健康センター

■３月14日（水）14時～16時

　尾上地域福祉センター

※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

場所　尾崎多目的研修集会施設

内容　講話「大腸がんから身を守る

　　　アドバイス」

講師　田鎖良樹氏（青森総合健診セ

　　　ンター）

申込期限　３月２日（金）

申込み・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　３月８日（木）９時～11時30分

集合場所　健康センター

内容　個人面接、話し合い

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

精神障害者家族教室

日時　３月13日（火）

　　　10時～11時30分

場所　健康センター

対象　精神科の疾患で治療中の方の

　　　家族

内容　学習会と情報交換

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●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　２月24日（金）、27日（月）

　　　　～29日（水）17時～19時

各種相談

今月のおしらせ

●デイケア

●精神障害者家族教室

●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

　市では食育推進活動の一環として、社会全体で健康な食生活を支え

ていく仕組みづくりに取り組んでいます。

　近年、外食利用者の増加などにより、家庭の食事だけでなく外食を

含めた食生活管理が重要となっています。市民一人ひとりが安心して

外食ができるように、栄養成分表示や食育の情報を発信するお店を

「食育推進協力店」として登録し、市民の健康づくりに協力していた

だけるお店を募集しています。

　ご協力いただいているお店

には黄色いステッカーが貼っ

てあります。食育に関する情

報を発信していますので、参

考にしてください。

（問合せ　農林課食産業振興係）

●食育通信⑦～食育推進協力店について～
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今月のおしらせ

行政・人権相談所

　行政に関する苦情や意見がある

方、または日常生活の中で困ってい

ることや人権擁護に関することでお

悩みの方は、ぜひこの機会をご利用

ください。

日時　２月24日（金）　10時～15時

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　碇ヶ関公民館談話室

問合せ　市民課市民係

●催し

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。

第４回の演題・講師

「江戸時代の津軽の食生活について」

（郷土食物史研究家　木村守克氏）

日時　３月17日（土）13時30分～15時

会場　文化センター２階中研修室

定員　80人

受講料　無料

申込み・問合せ　

　郷土資料館　☎44‐1221

世代交流ソフトバレーボール大会

日時　３月11 日（日）９時～

　　　※受付は８時30分から。

場所　尾上中学校体育館

対象　

　市内在住の方、市内にお勤めの方

競技方法

　４人制で１セット15点の２セッ

ト先取

チーム構成（１チーム８人以内）

①ファミリーの部

　小学生２人以上、コート内に大人

２人以下（そのうち男性は１人以下）

※小学生のみの参加は不可。

②一般の部

　中学生以上で、コート内に女性２

人以上

※中学生・高校生のみの参加は不可。

参加料　無料

募集チーム

　①②ともに先着16チーム

申込方法

　おのえスポーツセンター備え付け

の申込用紙により、直接窓口へお申

し込みください。

※電話、ＦＡＸ、電子メール、郵送

　でのお申し込みはできません。

申込期間

　２月20日（月）～３月４日（日）

　８時30分～21時

※火曜日は休館日となります。

問合せ　保健体育課保健体育係

　　　　☎43‐0660

たすけあいチャリティーショー

　碇ヶ関赤十字家庭看護法奉仕団で

は、地域福祉向上のため、たすけあ

いチャリティーショーを開催しま

す。当日は軽食コーナーやバザーも

出店します。お誘い合わせの上、ぜ

ひお越しください。

日時　２月26日（日）　９時50分～

場所　碇ヶ関公民館多目的ホール

入場料（義援金）

　大人300円、子供100円

問合せ　碇ヶ関赤十字家庭看護法奉

　　　　仕団（大川）　☎45‐2619

●募集

スポーツ安全保険に加入しましょう

　スポーツ安全保険とは、アマチュ

アのスポーツ活動、文化活動、ボラ

ンティア活動、地域活動などを行う

社会教育活動（５人

以上の団体）を対象

とした保険です。

保障内容　

　傷害保険、賠償

責任保険、突然死

葬祭費用保険

対象となる事故

・団体活動中の事故

・自宅から活動場所間の事故

※自動車事故による賠償責任は適用

　外です。

保険期間　平成24年４月１日～

　　　　　平成25年３月31日

●たすけあい
　チャリティーショー

●世代交流
　ソフトバレーボール大会

●郷土史講座（第４回）

催し

●スポーツ安全保険

募集

　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。
※ＩＴサポートセンターの活動は、３月15日（木）までとなります。

講習会日時 内容（定員：各先着10人）

3/ 1（木） 10:00～12:00 ホームページ作成入門‐簡単なホームページを作成しよう

※２日間の講習になります。3/ 2（金） 10:00～12:00

3/ 7（水） 13:30～15:30 エクセル２（Ｅｘｃｅｌ２０１０）‐カレンダーを作ってみよう

3/ 8（木） 18:00～20:00 ホームページ作成入門‐簡単なホームページを作成しよう

※２日間の講習になります。3/ 9（金） 18:00～20:00

3/13（火） 13:30～15:30 名刺作成‐ワードを使って名刺を作成しよう

場所　文化センター２階　小研修室⑵

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）

●ＩＴサポートセンター

講習会・相談が無料！

●行政・人権相談所

広報　ひらかわ　２０１２．２１２



にお買い求めください。

金額　１箱100枚入り200円

　　　※表面は自由に印刷可。

販売・問合せ　商工観光課観光係

●農業委員会委員選挙人名簿縦覧

日時　２月23日（木）～３月８日（木）

　　　８時30分～17時

場所　選挙管理委員会事務局

　　　（市役所本庁舎４階）

※土・日曜日は警備員室（市役所本

　庁舎１階）で行います。

問合せ　選挙管理委員会事務局

気を付けてください。最低限のマ

ナーを守ることは飼い主の義務で

す。

①飼い犬が散歩中にしたフンを放置

　したり、雪の中に埋めるのはやめ

　ましょう。

②飼い犬を引き綱につながないで散

　歩したり、田んぼなどに放して運

　動させるのはやめましょう。

③飼い犬が他人の家の塀や門などに

　おしっこをしないように注意しま

　しょう。

問合せ　市民課環境衛生係

●名刺台紙を販売中！

　市では、より多くの方に平川市を

ＰＲするため、裏面に「りんご」「盛

美園」「世界一の扇ねぷた」をデザ

インした名刺用台紙を販売していま

す。

　数に限りがありますので、お早め

掛金　１人年額800円～１万1,000円

※年齢や活動内容により異なります。

申込用紙設置場所

　ひらかドーム、おのえスポーツセ

ンター、碇ヶ関公民館

問合せ

　スポーツ安全協会青森県支部

　☎017‐782‐6984

自衛官を募集しています

　受験資格や試験内容などについて

詳しく知りたい方は、お問合せくだ

さい。

■幹部候補生

　（一般・技術・歯科・薬剤科）

資格（一般・技術）

・22歳以上26歳未満の方

・22歳未満で大卒の方

・28歳未満で大学院修士学位取得

　者（見込含む）

資格（歯科・薬剤科）

・20歳以上30歳未満の方（歯科）

・20歳以上26歳未満（薬剤科）

・28歳未満で大学院修士学位取得

　者（見込み含む）

試験日　５月12日（土）、13日（日）

※13日（日）は飛行要員希望者のみ。

試験場所　千年交流センター（予定）

受付期限　４月27日（金）

■予備自衛官補（一般・技能）

資格（一般）　18歳以上34歳未満の方

資格（技能）　18歳以上で国家免許資

　　　　　　格などを有する方

※保有する技能に応じ、53歳～55歳

　未満の方。

試験日　４月13日（金）～ 16日（月）の

　　　　いずれか１日

試験場所（一般・技能）　

　青森駐屯地（予定）

試験場所［技能（甲）］　

　仙台駐屯地（予定）

受付期限　４月４日（水）

問合せ　自衛隊弘前地域事務所

　　　　☎27‐3871

おしらせ

●犬の散歩は

　マナーを守りましょう

　愛犬と散歩する際は、次のことに

●名刺台紙を販売中！

　国民年金保険料の納付には口座

振替を利用できます。口座振替を

利用すると、保険料が自動的に引

き落とされるので金融機関などに

行く手間が省けるうえ、納め忘れ

もなくとても便利です。

　また、口座振替には、当月分保

険料を当月末に引き落とすことに

より月々50円割引される早割制度

や、現金納付よりも割引額が多い

６カ月前納・１年前納もあります。

○手続きをするには

　市役所本庁舎国保年金課年金

係、尾上・碇ヶ関総合支所市民生

活課国保年金係、年金事務所、ご

希望の金融機関のいずれかに、「納

付書または年金手帳、通帳、金融

機関届出印」を持参してください。

　手続きはいつでもできますが、

平成24年度の１年分の前納（４月

～９月振替の６カ月分の前納を含

む）を希望する方は、２月末まで

に手続きをする必要があります

（すでに口座振替で前納している

方は、引落し方法を変更する場合

を除き再度の申込みは不要）。

国民年金
国民年金保険料の納付は、口座振替が便利です

問合せ　国保年金課年金係

●自衛官募集

おしらせ

●農業委員会委員
　選挙人名簿の縦覧

【１年分を口座振替による前納にした場合】
　平成23年度の１年分の保険料の総額　180,240円（月額15,020円）
　→現金で前納・・・・・・・・177,040円（年間3,200円の割引）
　⇒口座振替で前納・・・・176,460円（年間3,780円の割引）

【６カ月分を口座振替による前納にした場合】
　平成23年度の６カ月分の保険料の総額90,120円
　→現金で前納・・・・・・・・・89,390円（730円の割引）
　⇒口座振替で前納・・・・・89,100円（1,020円の割引）

【 月々の保険料を口座振替の早割にした場合】
　→年間600円（月額50円）の割引

１年分、６カ月分の口座振替による前納はこんなにお得です

口座振替をご利用したい方はお早めにどうぞ！

●愛犬の散歩は
　マナーを守りましょう

広報　ひらかわ　２０１２．２ １３



●自動車税・自動車取得税の

　減免制度

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、

療育（愛護）手帳、精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている方、ま

たはその方と生計を一にする方が、

これらの手帳の交付を受けている方

の生業、通院、通学などのために自

動車を使用している場合で、障害の

程度や自動車の使用状況が一定の条

件に該当するときには、申請により

自動車税・自動車取得税の減免を受

けることができます。

　詳しくは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

●改正育児・介護休業法が全面施行

　平成21年に改正された育児・介護

休業法のうち、常用労働者数100人

以下の事業主に対し適用猶予されて

いた次の事項について、平成24年７

月１日より全面施行となります。

　事業主の皆さんには、就業規則な

どの規定の整備をお願いします。

改正のポイント

①育児短時間勤務制度

　３歳未満の子を養育する労働者の

ために、１日の所定労働時間を原則

６時間とする制度

②育児のための所定外労働の制限

　３歳未満の子を養育する労働者の

ために、所定外労働を免除する制度

③介護休暇

　要介護状態にある対象家族の介護

その他の世話のために、対象家族１

今月のおしらせ

・青森労働局長による助言・指導

・紛争調整委員会によるあっせん

ホームページ

　http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.

go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_

roudou_funsou/hourei_seido/seido01.html

問合せ　

　青森労働局総務部企画室総合労働

相談コーナー　☎017‐734‐4212

●東北電気保安協会からのおしらせ

・２月は省エネルギー月間です

　国では、毎年２月を「省エネルギー

月間」と定め、省エネルギーの意識

啓発を図っています。

　限りあるエネルギー資源を大切に

するとともに、地球温暖化を防止す

るため、私たち一人ひとりが、エネ

人の場合は年５日、２人以上の場合

は年10日まで、年次有給休暇とは別

に取得できる休暇制度

※各制度とも、制度利用は労働者の

　申し出によります。

問合せ　青森労働局雇用均等室

　☎017‐734‐4211

●職場のトラブル解決をサポートし

ます

　青森労働局では、個別労働紛争の

未然防止、迅速な解決の促進を目的

に、次のようなサービスを無料で提

供しています。職場のトラブルでお

困りの方は、ぜひこれらの制度をご

利用ください。

・総合労働相談コーナーにおける情

　報提供・相談

●職場のトラブル解決を
　サポートします

●２月は
　省エネルギー月間です

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。

　平成24年度の交通災害共済の加入

予約受け付けが、２月１日（水）から

始まっています。不慮の事故に備え

て、ご家族そろって加入しましょう。

会　　費　年間 350円（１人）

加入期間　平成24年４月１日

　　　　　～平成25年３月31日

申込方法

　・団体（町会、交通安全母の会、小・中学校、保育園など）で加入の　

　　取りまとめを行いますので、会費を添えてお申し込みください。

　・一般加入は、市役所本庁舎総務課または尾上・碇ヶ関総合支所総　

　　務課で、随時受け付けをしています。

　※二重加入にならないようご注意ください。

共済見舞金　災害の程度により、２万円～15万円の見舞金（死亡した

　　　　　　場合は100万円）をお支払いします。

申込み・問合せ　総務課交通防災係

●交通災害共済加入のご案内
●改正育児・介護休業法が
　全面施行

●自動車税・自動車取得税の
　減免制度のご活用を

１日１円で
家族に安心を

広報　ひらかわ　２０１２．２１４



大光寺　小山内　兼　綱　71

新屋　　齋　藤　　　清　87

高木　　田　邊　きみの　73

新山　　岩　滝　金　作　79

高木　　松　木　鐵　雄　88

高木　　森　山　武　雄　85

猿賀　　工　藤　利　惠　82

碇ヶ関　小　中　はつ江　92

碇ヶ関　工　藤　い　よ　87

古懸　　佐々木　孝　正　95

碇ヶ関　加　藤　承　山　77

碇ヶ関　館　林　も　と　95

碇ヶ関　山　田　敬　治　80

石畑　　乘　田　ミ　カ　87

館山　　今　井　ト　シ　82

新館　　山　口　ス　ヱ　80

大光寺　杉　澤　ミヤギ　85

平田森　齋　藤　ミ　ヤ　92

新館　　對　馬　利　雄　91

新館　　比　内　康　六　79

高畑　　船　水　き　み　88

大坊　　下　山　政　榮　75

新館　　阿　部　テ　ツ　89

本町　　船　水　正　子　74

岩館　　齋　藤　清　美　89

尾崎　　瓜　田　つ　か　86

館田　　相　馬　ナ　ミ　79

碇ヶ関　佐々木　一　仁　菫
すみれ

ちゃん

小和森　一　戸　勇　希　颯
そ う た

太くん

館田　　福　井　健　司　稟
り ん か

賀ちゃん

大光寺　羽　場　　　寛　莉
り あ ん

杏ちゃん

原　　　菊　池　信　愛　有
ゆ う は

芭くん

柏木町　中　田　和　也　愛
ら ぶ

ちゃん

本町　　渡　辺　　　人　風
ふ う

詩くん

荒田　　古　川　国　人　盟
め い と

人くん

本町　　前　田　友　康　太
た い よ う

陽くん

小杉　　乗　田　雅　秀　七
な な み

碧ちゃん

高畑　　木　村　　　旭　景
け い

ちゃん

岩館　　寺　山　慎　吾　莉
り と

斗くん

広船　　外　川　公　紀　心
み ひ ろ

啓ちゃん

唐竹　　桑　田　公　誠　雪
ゆ き は

羽ちゃん

吹上　　赤　平　一　弘　一
か ず と

斗くん

本町　　須　藤　泰　宏　吏
り お

陽くん

尾崎　　小山内　禎　嘉　琉
る い

莞くん

日沼　　葛　西　優　一　日
ひ い ろ

彩ちゃん

尾崎　　中　嶋　聖　哉　律
お と わ

湧くん

尾上　　福　士　　　亨　蕾
ら い

くん

新屋町　山　口　輝　男　瑠
る る

琉ちゃん

猿賀　　小　野　嘉　彦　悠
ゆ う ま

真くん

　　沖館　　原　田　龍之介

　　町居　　葛　西　真　代

　　尾崎　　小山内　教　正

　　弘前市　田　澤　夏　穂

　　唐竹　　鳴　海　好　晃

　　弘前市　駒　井　和　沙

　　小杉　　舘　山　和　彦

　　小杉　　古　川　文　子

　　新山　　福　士　達　也

　　弘前市　佐　藤　沙　織

　　李平　　下　山　　　亮

　　尾崎　　一　戸　貴　子

戸 籍

だ よ り

１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。

１月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　３３，８０２人　（－11）　■男性　１５，９０１人　■女性　１７，９０１人

　■世帯数　１１，３３９世帯（＋14）　■転入　45人　　　　■転出　46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

・粉末黒糖

　　…３～５㌘（小さじ１杯）

・粉末生姜（またはすりおろし生姜）

　　…0.5 ～１㌘

③アイスinホットアップル

・アイスクリーム

　（バニラ、ラムレーズンなど）

　　…小さじ山盛り２～３杯

・ミント

　　…１～２枚（お好みで）

問合せ　中南地域県民局地域連携部

　　　　地域支援室　☎32‐2407

ジュースを適量入れ、電子レンジで

１～２分温めます（目安は70℃～

80℃前後）。温めると風味（酸味・

甘味など）が強調されるので、りん

ごの品種による風味の違いを体感し

やすい、果汁100％ストレートタイ

プのりんごジュースで飲むことをオ

ススメします。

■飲み方のアレンジ

　次のようなアレンジを加える

と、一味違ったおいしさを楽しめま

す。なお、いずれもホットアップル

ジュース100㍉㍑（標準的なカップ

の２分の１程度）に加える分量です。

①ホットアップルマーマレード

・オレンジマーマレード

　　…10㌘（小さじ１～２杯）

②ホットアップル黒糖ジンジャー

ルギーを大切に使うよう心がけま

しょう。

問合せ　東北電気保安協会

　☎022‐748‐0235

●ホットアップルジュース

　私たちの住む青森県には、素敵な

りんごジュースがたくさんありま

す。りんごジュースは冷やして飲む

イメージが強いですが、寒い冬の季

節にはぜひ「ホット」で味わってみて

はいかがでしょうか。体の芯から温

まりますので、ぜひお試しください。

紹介ホームページ

　http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/

seisaku/ch_renkei_HAJpamph.html 

■簡単な飲み方

　陶器のカップなどの容器にりんご

●ホットアップルジュース
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平成23年度

平川市成人式
　１月８日、文化センターで、平成23年度平川市成人

式が開催され、新成人288人が出席しました。晴れ着姿

の新成人たちが旧友との再会を喜び、これまでの歩み

を振り返って大人としての第一歩を踏み出しました。

　式典では、新成人代表として大澤龍
りゅうま

磨さん（町居、写

真１）と相馬すみれさん（本町、写真２）が誓いの言葉

を述べました。式典後には、恩師からのビデオレター

上映やＡＯＭＯＲＩ花嵐桜組のアトラクションが行わ

れました。

１ ２

３

４ ５

６

７

８

模擬選挙開票結果

入場券配布枚数　181枚　投票率　46.41％
投票者数　84人（男66人、女18人）

質問 回答 得票数

１
20歳になり初めて
の選挙、投票に行
きますか？

行きたい 69票

行かない 13票

２
国や地方の政治に
関心があります
か？

大いに関心がある 18票

ある程度関心がある 55票

あまり関心がない ９票

３
期日前投票を知っ
ていますか？

知っている 29票

聞いたことはある 30票

知らない 23票

３男性陣ははかまやスーツ、女性陣は

華やかな振り袖に身を包みました　４

会場内では模擬選挙も行われました　

５多くの家族が子どもの晴れ姿を写真

に収めていました　６久しぶりに旧友

と再会し、笑みがこぼれます　７ふる

さとへの愛着を込めて市民憲章を唱和し

ました　８アトラクションで華麗な演

舞を披露したＡＯＭＯＲＩ花嵐桜組


