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　例年、３月末から４月初めに

かけて、住所変更をされる方が

多くなります。そこで、転出・

転入などの届け出やそれに伴う

事務手続きなどを、休日もでき

るように窓口を開設します。

■日時　３月25日㈰、31日㈯、

　　　　４月１日㈰

　　　　８時15分～17時

■場所　市役所本庁舎、

　　　　健康センター

■取扱業務　下の表のとおり
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２月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　３３，７７９人（－23）　■世帯数　１１，３５０世帯（＋11）　

　※２月中の届け出については15ページをご覧ください。

２月の交通事故件数

　■交通事故　11件（負傷者13人、死者０人）

２月の出動件数　

　■火災出動　０件　■救急出動　111件　

　■救助出動　２件　■そ　の　他　20件
今月の表紙

　３月１日、尾上総合高校と柏木農業高校で卒業

証書授与式が行われ、247人の卒業生が新たな旅

立ちのときを迎えました。

　このうち、140人が卒業する柏木農業高校では、

学科ごとに一人ひとりの名前が読み上げられた

後、各科の代表者が登壇し、対馬校長から卒業証

書を受け取りました。

休日窓口を開設します
№7５　2012.３

問合せ　：　市民課　市民係　☎４４‐１１１１（内線１２２２）

３月

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

４月

月 火 水 木 金 土 日

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

取扱業務内容 休日開設する窓口

・住民異動の届け出（転出・転入など）
・戸籍の届け出（出生・死亡・婚姻など）
・印鑑登録
・戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書
　などの交付

【本庁舎】　 市民課

※尾上総合支所、碇ヶ関総合支
　所は開設しません。

・住民異動や戸籍届け出に伴う各種
　関係手続き

【本庁舎】　税務課、国保年金
　　　　　課、上下水道課
【健康センター】　
　　　　　福祉課、健康推進課

　　■手続きの際、本人確認が必要な場合がありますので、運転免許証な
　　　どの本人確認書類をお持ちください。
　　■手続きによっては、後日あらためて市役所までおいでいただくこと
　　　があります。

注
意
点

休日窓口開設日

３月１日　大川記念農業教育基金協会（斎藤哲郎会長）

　　　　　現金10万円（農業関連図書購入資金として）

３月２日　平川市読書推進運動協議会（今井千都子会長）

　　　　　図書カード２万円（図書購入費として）

寄附を頂きました

異動シーズンに
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市内の話題

２校がソフトボール全国大会出場

　金田小学校ソフトボール部と平賀東スポーツ

少年団が、３月30日から４月１日に群馬県前橋

市で行われる全日本春季小学生女子ソフトボー

ル大会に出場します。

　両校は１月に行われた県予選会を勝ち抜き決

勝で対戦。金田小ソフトボール部が２年連続で

優勝を果たし、平賀東スポーツ少年団は県第２

代表に選ばれました。３月30日に金田小ソフト

ボール部は石川県代表校と、平賀東スポーツ少

年団は大分県代表校と戦います。

りんごトップセールス

橋梁模型で尾上総合高が最優秀賞

　２月10・11日の両日、首都圏のスーパーや青

果市場で、大川市長らがりんごのトップセール

スを行いました。今回は大川市長のほか、津軽

みらい農協の山口常務、ミスりんごの木村恭子

さんら計７人が参加し、平川市産りんごの味や

品質を宣伝しました。

　11日に訪問した神奈川県のテラスモール湘南

では、多くの買い物客が足を止めてりんごを試

食し、「とても甘く香りもいい」と買い求めてい

ました。

　２月16日に仙台市で開かれた高校生橋梁模型

作品発表会で、尾上総合高校エコロジー系列３

年生の小野槙悟さん、福士雄太さん、高杉和宏

さんが製作した作品が最優秀賞に輝きました。

　同発表会は、土木を学ぶ東北の高校生を対象

に行われているもので、今年は17校から38作品

の応募がありました。３人の作品は、名古屋市

の中心部にあるアーチ橋「納屋橋」を題材にし、

50分の１縮尺で細部まで丁寧に再現している点

が評価されました。
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１１日間の主なスケジュール

１月４日㈬

 8：10 平川市役所尾上総合支所出発

17：45 成田空港出発

－－－－《日付変更線通過》－－－－

16：25 ニューヨーク到着

１月５日㈭ 終日 ニューヨーク市内見学

１月６日㈮

10：56 ニューヨーク出発

16：00
カムデン到着
歓迎レセプション・ダンスパーティー

１月７日㈯ 終日 ファミリーデー

１月８日㈰ 終日 ファミリーデー

１月９日㈪  7：45 カムデン・ロックポート中学校で授業体験

１月10日㈫
 7：45 海洋博物館見学

12：10 平成24年度来日予定生徒と交流

１月11日㈬
 7：45 ＹＭＣＡでロッククライミングなどを体験

12：10 カムデンハイスクールを見学

１月12日㈭
 8：30 カムデン出発

14：05 ニューヨーク到着

１月13日㈮
10：45 ニューヨーク出発

－－－－《日付変更線通過》－－－－

１月14日㈯
15：00 成田空港到着

22：45 平川市役所尾上総合支所到着

多くを学んだ異国での生活
　市では、将来の平川市のまちづくりに積極的

に貢献できるような人材の育成に向け、中学生

のホームステイ受入・派遣事業を実施していま

す。

　今年度も１月４日から１４日までの１１日間、市

内の中学生１０人と引率者２人の訪問団が、アメ

リカ合衆国メーン州カムデン・ロックポート・

ミドルスクールを訪れ、受け入れ家庭や地域の

人々と交流を深め、異文化を肌で体験しました。

　訪問団を代表して２人のホームステイ体験記

をご紹介します。

★

アメリカ合衆国

メーン州カムデン

Camden, Maine

01 ミドルスクールの

生徒と英語で会話し、

親交を深める派遣中学

生　

02 歓迎集会では書道

パフォーマンスを披露

し、好評を博しました

03 ファミリーデーに

は、ホスト生徒と一緒

にスケートを楽しみま

した

03

01

中学生ホームステイ体験記

02
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　２つ目は、日本の伝統文化についてです。私は受け入れ

先の家族や、以前兄がホームステイをした際にお世話に

なった家族、学校でできた友達に日本の伝統文化である扇

子、浮世絵柄の箸、和柄の手鏡などをプレゼントしました。

特に喜ばれたのは書道の掛け軸です。これは受け入れ先の

お父さんにプレゼントしたもので、私が東日本大震災復興

を目的とする展覧会で展示した「温かい支援」という字で

す。「家に飾ってもいい？」と聞かれたので、「とても嬉し

いです」と言うと、扇子とともに早速壁に飾ってくれまし

た。また、学校で実際に書道を披露した時も、観客が身を

乗り出しながら、「ワオ、イッツ　ビューティフォー」と口々

に言っていて、日本の文化がこんなにも喜ばれるのだと誇

りに思ったのと同時に、日本固有の伝統文化を守り続ける

ことの大切さと素晴らしさに気づくことができました。

　私は今回の海外派遣を通して、世界の人々と繋がる楽し

さ、外国人の生活環境、そして世界から見た日本の印象な

ど、数え切れないほど多くのことを学びました。アメリカ

での10日間の思い出や、学んだことをこれからの自分の経

験の引き出しにし、一生の

宝物にしたいと思います。

また、この経験によって自

分の将来の方向性を見つけ

ることができました。ホー

ムステイに行くにあたって

支えてくれたみなさん、本

当にありがとうございまし

た。

　　　　　　平賀西中学校１年

　　　　　　　　　　　今井啓
ひ ろ せ

聖　

　わたしがホームステイで体験した

ことで、特に印象に残ったことを２

つ紹介します。

　１つ目は、異なった言語環境での生活についてです。私

はまだあまり英語を習っていなくて初歩的な英語しか知ら

ず、コミュニケーションがとても不安でした。実際、飛行

機の中で飲み物をもらう際に、客室乗務員の英語が聞き取

れず、更に私の優柔不断な性格も重なり、選ぶのに時間が

かかって客室乗務員に迷惑をかけてしまいました。また、

入国審査では日本での練習と全く違い、通るのに時間がか

かってしまったり、受け入れ先の人との会話ができなかっ

たりと、英会話では何度も失敗してしまいました。しかし、

その中で、アメリカ人が「はい・いいえ」のはっきりした

返事を好むこと、「笑顔」と「目を見ること」を大切にし

ているという２つのことを学びました。４日目ぐらいにな

ると英語を少しずつ聞き取れるようになったので、この２

つを大切にしながら、ジェスチャーなどを交えて会話をす

るようにしました。また、ミドルスクールの子どもたちは、

こちらが一生懸命伝えようとすると一生懸命聞き取ろうと

頑張ってくれました。これにより、目標だったアメリカで

の友達をたくさん作ることができました。外国の子どもた

ちと親交を深めることができ、とても良かったです。

ミドルスクールの生徒に
漢字を教える今井さん

先の子が待っていてくれました。その後、みんなで食事会

をして、それぞれの家に向かいました。ステイを始めてか

らはとても楽しく、初めての経験ばかりで、１日が何年分

にも感じられました。ステイ先の家族も私のことを理解し

ようと一生懸命でしたし、私もどうにか伝えようと努力し

ました。

　ホームステイ先では、毎朝、毎晩、一緒にご飯を食べたり、

一緒にショッピングをしたり、語り合ったりと、いつの間

にか本当の家族だという意識に変わっていきました。文化

の違いにお互いに驚いたり笑ったりと、そのように過ごし

た日々は本当にあっという間でした。

　お別れの日。他のステイ先にいた友達もみんな集まり、

お別れ会が始まりました。シャツにサイン交換をしている

時、みんな泣いていました。私も本当に悲しくて、たくさ

ん気持ちを伝えようとしました。「日本にも遊びにきてね」

「また帰ってきてね」と、お互い別れたくない気持ちでいっ

ぱいになり、とても悲しかったです。日本に帰ってきた今

でも、メールのやりとりによって、ステイ先の家族との交

流が続いています。

　心配しながらも送り出し

てくれた家族に対して、感

謝の気持ちでいっぱいです。

これからもこのような良い

体験をして、視野を広げら

れる人がたくさん増えたら

と私は思います。

　　　　　　平賀東中学校２年

　　　　　　　　　　　工藤歩実　

　私は、１月４日から１月14日まで

の間、アメリカのメーン州カムデン

でホームステイ体験をしてきました。

期間は10日間ですが、ホームステイに関することは９月か

ら始まりました。約４カ月の間、アメリカの常識を学んだ

りしましたが、現地では練習でやっていないことの連続で、

初日でかなり成長したように思いました。

　１日目、２日目はニューヨーク観光をしました。洋画が

好きなので父とよく観ていましたが、その映画のような町

並みが目の前に広がっていて感動しました。日本の都会に

もないくらい大きなビルやたくさんの人や車が走ってい

て、驚きと同時に、スケールの大きさにわくわくしました。

ホテルに泊まっている時も、サイレンの音が頻繁に聞こえ

てきて、日本ではあまりないことなので、友達と盛り上が

りました。長時間、飛行機やバスなどの乗り物に乗りまし

たが、あまりの楽しさに疲れを感じませんでした。でも、

体は疲れ切っていたようで、ぐっすり眠りにつくことがで

きました。しかし、時差ぼけの関係で、友達も自分も急に

目が覚め、かなり早く起きてしまうこともありました。

　３日目は、ついにホームステイを体験できるということ

で、早くステイ先の家族と会って話をしたいと考えながら、

バスに乗りました。現地の学校に着き、中に入るとステイ

カレーをホストファミ
リーにふるまう工藤さん

ホームステイを終えて

十年分の十日間
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は、学生用保険証を返却し、進路に

応じた手続きをすることになりま

す。また、進学などにより、学生で

ある期間が延長となる場合も手続き

が必要となります。

　学生用保険証をお持ちの方がいる

世帯には、手続きの案内通知を３月

中にお送りしますので、必要書類を

確認のうえ、速やかにお手続きくだ

さい。

きません。

　しかし、特例として、修学を理由

に住所を移し、平川市にいる扶養義

務者が生計を維持している場合は、

平川市が発行する学生用保険証を使

うことができます。

※学生用保険証を使用できるのは

「学生である期間」のみです。

■学生用保険証をお使いの方へ

　学生用保険証をお持ちの方が、卒

業などにより学生でなくなる場合

　国保に加入している方が、大学な

どへの進学により、平川市から他市

町村へ住所を移す場合は、学生用保

険証の手続きが必要です。

　転出届を提出したら、①学生であ

ることが証明できるもの（在学証明

書または学生証）、②今までの保険

証をお持ちのうえ、届け出ください。

■学生用保険証とは

　平川市に住所のない方は、原則と

して平川市の保険証を使うことがで

　３月末から４月初めにかけて、住

所変更される方や健康保険が変更に

なる方が多くなります。職場の健康

保険と違い、国民健康保険の手続き

は自分で行わなければなりません。

　加入の届け出が遅れると、国民健

康保険税は国保加入資格を得た月ま

でさかのぼって納めなければなりま

せん。さらに、保険証がないため、

その間の医療費は全額自己負担にな

ります。

　また、脱退の届け出が遅れると、

保険税を二重に支払ってしまうこと

もありますので、必ず14日以内に届

け出ましょう。

※１…国民年金の手続きも必要です

　　ので、年金手帳をお持ちくださ

　　い［担当：国保年金課年金係（内

　　線1255・1256）］。

※２…事前に市民課で手続きが必要

　　です。必要書類など、詳しくは

　　市民課市民係までお問い合わせ

　　ください（内線1222・1223）。

※３…国保加入の手続きは健康保険

　　などの資格喪失日以降になりま

　　す。事前に届け出されても保険

　　証をすぐに交付できない場合が

　　ありますのでご了承ください。

問合せ  ：  国保年金課  国保係

大学などへの進学が決まったら

国民健康保険の手続きチェックリスト

□他の市町村から転入した（職場の健康保険等に加入していない場合）※１※２

加入手続き（必要な物：他の市町村の転出証明書、身分証明書）

□職場の健康保険などをやめた※１※３

加入手続き（必要な物：職場の健康保険などをやめた証明書）

□職場の健康保険などの扶養から外れた※１

加入手続き（必要な物：職場の健康保険などの扶養から外れた日が

記載された証明書）

□他の市町村へ転出する※２

脱退手続き（必要な物：保険証、身分証明書）

□職場の健康保険などに加入した

脱退手続き（必要な物：国保と職場の両方の保険証）

※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□職場の健康保険などの扶養となった

脱退手続き（必要な物：国保と職場の両方の保険証）

※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□住所・世帯主・氏名が変わった※１※２

その他の手続き（必要な物：保険証、身分証明書）

□世帯を合併・分離した※２

その他の手続き（必要な物：保険証、身分証明書）

□修学のため別に住所を定めた※２

その他の手続き（必要な物：保険証、身分証明書、在学証明書）

□退職者医療に該当した

その他の手続き（必要な物：保険証、年金加入期間がわかる証書など）

□保険証をなくした

再発行手続き（必要な物：身分証明書、印鑑）

□保険証を破損した

再発行手続き（必要な物：破損した保険証、印鑑）

１つでも該当する方は、本庁舎２階国保年金課または尾上・碇ヶ関総合支所
１階市民生活課国保年金係で手続きを行ってください。

国民健康保険の
手続きを忘れていませんか？
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す。

　適正に退職者医療制度へ加入して

いただくことで、平川市国民健康保

険の負担が軽減されるため、結果的

に皆さんから納めていただく国保税

の増額を抑えることにつながりま

す。

■届け出にご協力ください

　下記Ｑ２の条件に当てはまる方は、

①対象となる方全員分の保険証

②年金証書（年金加入期間がわかる

もの）

をお持ちのうえ届け出をお願いしま

す。

■一般の国民健康保険との違いは

　退職者医療制度と一般の国民健康

保険では、納めていただく国保税や、

医療費の窓口負担割合（３割）に違い

はありませんが、残りの医療費（７

割）の財源が異なります。

　退職者医療制度に該当する方の給

付費（医療費の７割分）は、退職者医

療制度に該当する方の国保税と会社

などの健康保険からの拠出金により

賄われています。

　退職者医療制度の対象となってい

るのにもかかわらず、届け出がされ

ないと、拠出金で負担すべき医療費

分まで国保が負担することになりま

　国民健康保険には、一般の国民健

康保険のほかに「退職者医療制度」が

あります。

■退職者医療制度とは

　多くの方は会社などを退職した後

に国保へ加入しますが、勤めていた

ときよりも退職してからのほうが医

療の必要性が高くなりますので、国

保に加入してからの医療費の方が多

くなる傾向にあります。

　このような医療保険間の不公平を

是正するために設けられた制度が退

職者医療制度です。

を超える分を支払う必要はなくなり

ます。

　なお、平成24年３月31日以前に交

付された認定証も、有効期限までは

使用することができます。

■対象者

　次に該当する方で、国民健康保険

税、後期高齢者医療保険料に滞納の

ない方

①70歳未満の方

②70歳以上の非課税世帯などの方

■必要な物

　被保険者証、印鑑

年３月31日を過ぎましたら破棄して

ください。

限度額適用認定証が外来診療でも適

用になります

　これまでの高額療養費制度では、

高額な外来診療を受けたとき、ひと

月の窓口負担が自己負担限度額以上

になった場合でも、いったんその額

をお支払いいただいていましたが、

平成24年４月１日からは、事前に認

定証の交付を受け、医療機関などの

窓口で提示することにより、限度額

高齢者医療制度の特例措置が延長さ

れます

　70～74歳の方（現役並み所得者で

３割を負担している方を除く）の医

療費窓口負担は、平成24年４月１日

から２割負担となる予定でしたが、

特例措置が延長され、平成25年３月

末日まで１割に据え置かれます。

　平川市国民健康保険の対象者に

は、平成 24 年３月末日までに、負

担割合を改めた受給者証を送付しま

す。

　お手持ちの古い受給者証は平成24

Ｑ１：退職したら健康保険はどうなるの？

Ａ：次の①～③の中から選びます。そのうち、③で一定

の条件を満たす人は退職者医療制度で医療を受けます（そ

れぞれの保険によって保険料（税）額が変わります）。

要件など 手続きは

①職場の健康保険
を任意継続する
（最長２年間）

退職後20日以内に手
続きをしてください 職場か全国健

康保険協会ま
たは健康保険
組合など②家族の健康保険

の被扶養者になる

ただし、年収が130万
円未満（60歳以上の人
および障害者は180万
円未満）の場合

③国民健康保険に
加入する

退職後14日以内に手
続きをしてください

国民健康保険
担当窓口

Ｑ２：退職者医療制度の対象となる人は？

Ａ：次の条件にすべて当てはまる人とその被扶養者が対

象です。

退職被保
険者本人

①年金の受給権があること

②現在65歳未満であること

③厚生・共済年金などに20年以上（または40歳
　以降に10年以上）加入していること

退職被
扶養者

①退職被保険者と同一世帯で、退職被保険者の
　直系尊属、配偶者その他三親等内の親族であ
　ること

②現在65歳未満であること

③退職被保険者によって生計を維持し、年収が
　130万円未満（60歳以上の人および障害者は
　180万円未満）であること

☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）

「退職者医療制度」の届け出にご協力ください

おしらせ

高齢者医療制度の
特例措置が延長されます

限度額適用認定証が
外来診療でも適用されます
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金田小ソフトボール部【乕谷綺優、佐藤

星、下山愛里沙、葛西咲那、森山結菜、

長内杏衣、坂本未衣奈、佐藤鈴夏、葛

西ひな、 高井風歌、 工藤未夢、 原田

菜々子、内山史絵、成田ひかり、佐藤

亜祐、小森奏】…全日本小学生女子ソフ

トボール大会県予選会優勝

盛真也（尾上総合高）、 小野琢矢（同）…

県高等学校定時制通信制総合体育大会

（バトミントン競技団体）優勝

平賀西中ソフトテニス部【福士練、栗林

佑輔、丹代優希、鳴海森、児玉賢人、

福士昂河、三浦聖也、阿部純也】…県

下中学校ソフトテニス選手権大会（新

人戦）団体優勝

尾上中新体操部【加藤陽南乃、古川日菜

子、須藤来実、斎藤未来、工藤芹菜、牧

田朋子、船木仁美、駒井ちひろ】…県中

学校新体操競技選手権新人大会（新

体操女子団体）優勝

舘山璃乃（聖愛高）、樋口美怜（同）…県

高等学校総合体育大会バレーボール競

技優勝

平川市スポーツ少年団【伴乙矢、西谷

昇真、斎藤良佑、棟方麗夢、水木瑠、

三浦恭平、西谷悠隼、棟方志優】…会

長杯争奪市町村対抗小学生選手権大会

（テニス男子団体戦）第１位

工藤幸人（杉館）、須々田匡俊（本町）、工

藤将（西猿賀）、古川雅雄（本町）、角田健

一（平成）、水木宏之（藤野）、三上亨利

（田舎館村）、齋藤直樹（弘前市）、齋藤誠

（大坊）、齋藤宰子（大坊）…県朝野球選

手権大会優勝

丹藤和沙（聖愛高）、 三上和花子（同）、

葛西詩織（同）、相馬朱里（同）…東北高等

学校女子ソフトボール選抜大会第３位

平賀東中野球部【内山太嗣、佐藤俊輔、

奈良秀之介、福士健大、葛西敬太、今知

理、佐藤裕将、原田文矢、山口和誠、長内

楓汰、佐藤誠也、外川和史、長尾雄大、桑

田大暉、佐藤翔平、白戸孝憲、竹村晴

登、葛西有、内山昂思】…東北中学校体

育大会（野球）第２位

成田信之（みなみの）、 菊池良秋（小和

森）…日本マスターズ（ボウリング競技

東北ブロック大会４人チーム戦）優勝

山口紅羽（猿賀小）、小田桐玲（金田小）

…ドコモ東北少年少女フットサル大会

東北（U － 12）少女フットサル大会優

勝

後藤克彦（柏木町）、後藤巧（柏木町）、

齋藤誠（大坊）、仙台季子（向陽）、後藤

日登美（柏木町）…北海道・東北ブロッ

クインディアカ大会（シニア混合の部）

準優勝

小田桐秀樹（南田中）、大湯盛秀（大

坊）、成田浩幸（金屋）、葛西健剛（南田

中）…北海道・東北ブロックインディア

カ大会（一般男子の部）優勝

平賀東小ソフトボール部【工藤環奈、小

山内莉夢、長尾朋佳、工藤沙耶、古川

鈴寧、葛西向日葵、今井沙映、須藤美

有、葛西伶香、葛西香子、齋藤音羽、

齋藤音葉、須藤佑奈、八木橋瞳、斎藤

希未、工藤瑠愛、今井月菜、中嶋愛、

船水柊、小田桐朋花】…県小学生女子ソ

フトボール選手権大会優勝

齋藤三千義（唐竹）…長きにわたり平川

市スポーツ少年団本部長を務め、同団

体の振興・発展に貢献

木村啓二（柏木町）…監督として、県ス

ポーツ少年団フェスティバル軟式競技

会にて５年連続優勝に貢献

岸裕之（久吉）、佐々木昌子（三笠）…長

きにわたり平川市体育指導委員を務

め、市のスポーツの振興・発展に貢献

工藤孝憲（五所川原市）…顧問として県

高等学校総合体育大会ウエイトリフ

ティング競技大会にて６年連続総合優

勝に貢献

平賀西中ソフトボール部【工藤未也美、

古川芽生、栗林佳菜、成田美紅、山谷

裕香、葛西莞奈、成田祐佳、太田佳那、

小田桐楓恋、中山知美、藤田和佳奈、

工藤舞、丹代遥奈、成田和美、須藤綾香、

中嶋唯衣、尾崎有彩、大湯星月、芳賀

摩耶、福士夕乃、須々田千愛】…全国

中学校ソフトボール大会準優勝

小田切康眞（尾上）、 佐藤眞一（南田）、

住吉雅和（中佐渡）、三浦勇（石郷）、古

川久隆（平田森）、小山内俊彦（大光寺）、

古川いく子（平田森）、小山内昭彦（大光

寺）、駒井瀧三（金屋）…全国スポーツ・

レクリエーション祭（ゲートボール競

技）第１位スポレク賞受賞

山口翔平（弘前実業高）、工藤渓斗（同）、對

馬祐輔（同）…東北高等学校インドアソ

フトテニス大会（男子団体）３位

青森県りんご協会唐竹りんご支会…永

年にわたりりんご生産技術の向上に努

め、農林水産大臣賞を受賞し全国に平

川りんごの名声を高められた功績

古川友絵（弘前実業高）、小田桐光沙（同）

…第11回全国高等学校ファッションデ

ザイン選手権大会で優勝し、文化振興

に寄与された功績

長谷川義榮（神奈川県川崎市）…多額の

金品を寄附され社会福祉の振興に寄与

された功績

智留（久吉）、工藤幸雄（久吉）…永年に

わたり消防団員として消防防災活動に

尽くされた功績

大里あさ（南田中）…永年にわたり民生

委員児童委員として社会福祉の振興に

尽くされた功績

西谷昭（尾上）…永年にわたり納税貯蓄

組合会計並びに組合長として市の財政

確立に寄与され、さらには福祉活動へ

の積極的な取組みにより社会福祉・民

生安定に寄与された功績

木村兼由（古懸）、齋藤剛（小国）、小笠

原勝則（広船）、齋藤政子（尾崎）、葛西

清仁（本町）、 齋藤正明（新屋）、 對馬

實（館山・松崎）、工藤竹雄（八幡崎）、

佐々木利正（三笠）…議会議員として多

年にわたり地方自治の振興に貢献

三上幹夫（西猿賀）、吹田博史（沖館）、

三浦近（柏木町）、岸廣美（久吉）、岸美

教育委員会表彰規則による表彰

表彰条例による表彰

　２月４日、プリンセス・ガーデンで、平成23年度

平川市表彰式が開催されました。各分野で活躍された方々をご紹介します（大会結果などは一部抜粋）。

平川市表彰式

自治功労表彰

善行表彰

功労表彰

スポーツ表彰（団体）
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小中政生（上二）、三浦悠（南田町）…県

民体育大会（水泳の部・男子200㍍個人

メドレーリレー30歳未満）第１位

岩渕幸穂（上二）…県民体育大会（水泳

の部・男子50㍍自由形40歳以上）第１位

工藤文也（李平）…県民体育大会（水泳

の部・男子50㍍背泳ぎ40歳以上）第１位

内山裕太（唐竹）…県民体育大会（陸上

市の部・男子100㍍Ａ）第１位

大川俊（平賀西中）…県中学校学年別水

泳競技大会（１年男子100㍍平泳ぎ）第

１位

工藤涼香（猿賀小）、水木瀬奈（平賀東

小）…県小学生春季ソフトテニス選手

権大会女子個人戦（ダブルス）第１位

石山達也（広船）…県民体育大会（ウエ

イトリフティング競技62㌔級）優勝

白川真悟（久吉）…県民体育大会（ウエ

イトリフティング競技69㌔級）優勝

野呂将嗣（柏木町）…県民体育大会（ウエ

イトリフティング競技77㌔級）優勝

中嶋浩一（尾崎）…県民体育大会（ウエ

イトリフティング競技105㌔級）優勝

舘山樹（弘前工業高）、小田桐慎（同）、

宮田瑛平（同）…県高等学校総合体育大

会（バレーボール競技）優勝

弘前実業高吹奏楽部【水木萌々子、栗田

侑子、齋藤淳一、木村順子】…全日本

マーチングコンテスト県大会金賞

工藤康平（尾上中）…ＮＨＫ全国短歌大

会（ジュニアの部小学生）選者賞

長内さくら（柏木小）…伊藤園お～いお

茶新俳句大賞優秀賞

今井啓聖（平賀西中）…全日本青少年書

道展毎日新聞社賞

津川周（小和森小）…青少年のためのバ

レエ・コンクール第４回ザ・バレコン札

幌（ＭＪ部門）第３位

齋藤有伽（尾上中）…県管楽器ソロコン

テスト（中学校の部）金賞

熊澤美南都（平賀西中）…県少年防犯弁

論大会西部大会最優秀賞

對馬茉子（小和森小）…ＪＡ共済青森県

小・中学生書道コンクール（第４学年の

部）最優秀賞

水木茉里奈（平賀東小）…納税作品青森

県金賞

工藤貢大（柏木小）…いのちと献血俳句コ

ンテスト赤十字血液センター所長賞

丹代房子（柏木町）…イーハトーブマス

ターズ水泳盛岡大会（女子50㍍バタフ

ライ50～54歳区分）第２位

奈良郁子（町居）…イーハトーブマス

ターズ水泳盛岡大会（女子平泳ぎ50㍍

50～54歳区分）第５位

石田真也（弘前工業高）…東北高等学校

ボクシング選手権大会（ライトウエル

ター級）第１位

藤田悠斗（弘前実業高）…東北高等学校

選手権大会（陸上競技男子４×100㍍リ

レー）第３位

工藤登生（平賀西中）…県選抜中学校イ

ンドアソフトテニス大会個人優勝

福士練（平賀西中）、栗林佑輔（同）…県

下中学校ソフトテニス選手権大会男子

個人優勝

西谷昇真（猿賀小）、 水木瑠（平賀東小）

…県小学生インドアソフトテニス選手

権大会（男子個人戦ダブルス）第１位

石岡昂哉（小和森小）…県躰道優勝大会

（小学生低学年男子法形）優勝

岸大生（東奥義塾高）…春季県高等学校

軟式野大会優勝

竹村あすか（柏木小）…県小学校交流陸

上競技記録会（女子ソフトボール投）第

１位

相馬詩音（広船小）…県小学校交流陸上

競技記録会（女子200㍍）第１位

村上彩華（金田小）…県小学校交流陸上

競技記録会（女子４×100㍍リレー）

第１位

野呂侑加（光星学院高）…県高等学校総

合体育大会ソフトテニス競技（女子学

校対抗戦）優勝

菊池颯太（平賀西中）…県中学校新人陸

上競技選手権大会（１年砲丸投）優勝

福士愛乃（平賀西中）…県中学校体育大

会夏季大会水泳競技（200㍍バタフラ

イ）優勝

福士千陽（平賀西中）…県中学校体育大

会夏季大会水泳競技（100㍍自由形・

50㍍自由形）優勝

丸山海斗（碇ヶ関中）…県中学校体育大

会水泳競技（男子100㍍バタフライ）第

１位

成田美雪（柏木農業高）…県ウエイトリ

フティング競技春季選手権大会（女子

個人の部62㌔級）第１位

須々田勝也（柏木農業高）…県ウエイ

トリフティング競技春季選手権大会

（個人の部＋105㌔級）第１位

赤平勇人（光城）…県民体育大会（水泳

の部・男子200㍍個人メドレー30歳未

満）第１位

平川市スポーツ少年団【工藤晴貴、桑

田万寛、齋藤恵佑、尾田隼人、齋藤竜

馬、小笠原遼太、工藤大誠、外川雅久、

松田秀平、工藤蓮、三浦龍斗、長内隆

太、藤田陸玖、田中文人】…県スポー

ツ少年団フェスティバル軟式野球競技

会優勝

須々田佳穂（平賀西中）…ジュニアオリ

ンピック陸上競技大会（走高跳）６位

中嶋宏幸（柏木農業高）…全国高等学校

総合体育大会（ウエイトリフティング・

個人の部94㌔級）第４位

水木鴻太（弘前高）…国民体育大会ラグ

ビーフットボール競技（少年男子）第５

位

松田智行（金屋）…国民体育大会弓道競

技（成年男子遠的競技）第５位

工藤陽一郎（尾上中）…文部科学大臣杯

争奪全日本中学ボウリング選手権大会

男子第３位

工藤隼人（黒石高）…東北高等学校新人

陸上競技選手権大会（男子1500㍍）第３

位

滝本正喜（大光寺）…東北インドアソフ

トテニス選手権大会（シニア男子55）第

２位

工藤純一郎（西猿賀）…東北総合体育大

会ボウリング競技（成年男子個人戦）第

２位

小野竜也（上猿賀）…春季東北マスター

ズ水泳競技大会（男子自由形100㍍35～

39歳区分）第１位

菅原真樹（柏木町）…春季東北マスター

ズ水泳競技大会（男子バタフライ25㍍

35～39歳区分）第１位

三橋紀子（光城）…春季東北マスターズ

水泳競技大会（女子バタフライ25㍍35

～39歳区分）第２位

對馬美穂（光城）…春季東北マスターズ

水泳競技大会（女子バタフライ25㍍40

～44歳区分）第３位

奈良美沙子（本町）…春季東北マスター

ズ水泳競技大会（女子自由形50㍍25～

29歳区分）第３位

吹田紗也加（広船）…春季東北マス

ターズ水泳競技大会（女子個人メドレー

100㍍25～29歳区分）第２位

滝本奈央子（大光寺）…春季東北マス

ターズ水泳競技大会（女子個人メドレー

100㍍30～34歳区分）第２位

佐藤美津子（新屋）…春季東北マスター

ズ水泳競技大会（女子バタフライ25㍍

50～54歳区分）第２位

スポーツ表彰（個人）

文化奨励賞表彰（団体）

文化奨励賞表彰（団体）
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　消防団が防災への思いを新たにするとともに、市民の

皆さんに消防団についてより理解を深めていただくため

に、平川市消防団の出初式を開催します。

　この機会に、地域防災力の核となる消防団の活動をぜ

ひご覧ください。

日時　３月25日㈰９時30分～

場所　平賀総合運動施設「ひらかドーム」周辺

内容　放水訓練、人員・姿勢・服装点検、機械器具点検、

　　　まとい振り、幼年消防クラブパレード、分列行進

　　　など

交通規制区間　下の図のとおりです。

　これから春に向かい山間部の雪解けが一層進み、空気

が乾燥するこの時期は、一年のうちで最も「山火事」が発

生しやすいときです。山火事は、火の取り扱いのちょっ

とした不注意から発生しています。

　入山や農作業の際には次のことを守ってください。

①枯草など火災になりやすい場所でたき火をしない。

②たき火の場所から離れるときは、完全に消火する。

③強風時や乾燥時には、たき火や火入れをしない。

④たばこの吸い殻は確実に消火し、絶対に投げ捨てない。

⑤火遊びをしない。

　この五つを一人ひとりが守ることで山火事は防止でき

ます。貴重な森林を山火事から守るため、皆さんのご協

力をお願いします。

　平川市消防団では消防団員を募集しております。一緒

にチカラを合わせて愛するまちを守りませんか。

入団資格　市内に在住または勤務する方で、年齢18歳以

　　　　　上60歳未満の健康な方（男女を問いません）

　火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、「平成24

年青森県春の火災予防運動」が次のとおり実施されます。

実施期間　４月９日㈪～４月15日㈰

統一標語　『消したはず　決め付けないで　もう一度』

消防車両による防火パレード

▷平賀・尾上地域　４月８日㈰９時～10時頃

▷碇ヶ関地域　　　４月15日㈰９時～12時頃

※サイレン、警鐘などで火災と間違えないよう注意して

　ください。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

・寝たばこは絶対にしない。

・ストーブは燃えやすい物から離れた位置で使用する。

・ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。

・逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。

・寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎

　品を使用する。

・火災が小さいうちに消火するために、住宅用消火器を

　設置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の

　協力体制をつくる。

　以上のことをいつも心の中におき、自分の家は自分で

守るよう心がけてください。

消防本部からの
　　　　おしらせ

山火事に注意！

平川市消防団員募集

平成24年青森県春の火災予防運動

平成24年平川市消防団出初式

問合せ

▷平川市消防本部　　　☎44‐3122

▷弘前地区消防事務組合消防本部

　　　　　　　　　　　☎32‐5104

市民グラウンド

体育館 改善
センター 給食

センター

駐車場
（日本マイクロ
ニクス駐車場）

第１駐車場

温水プール

■ 交 通 規 制 区 間 ■

県 道 小 国 本 町 線

ひらか
ドーム

正面
ロータリー

第２駐車場周辺は訓練場所となり
ますので、駐車しないでください。

※規制時間　８時30分～11時（式典終了まで）

第
２
駐
車
場

交 通 規 制 区 間

駐車場

駐 車 禁 止
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２年に１回の助成となっています。

受診される方は「平川市検診対象者証

明書」が必要ですのでご連絡ください

（４月３日から受け付け）。なお、集

団子宮・乳がん検診については毎戸

配布されるチラシをご覧ください。

検診期間　通年

※証明書の有効期限は発行月から３

　カ月間で、再発行はしませんので、

　受診予定が決まってから申し込ん

　でください。

■子宮頸がん検診

対象　20歳以上の方

※平成25年３月31日までに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

※平成25年３月31日までに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

●複合検診

項目　特定健診、健康診査、各種が

　　　ん検診、肝炎ウイルス検査

対象　健診の内容により異なるので、

　　　詳しくはお問合せください。

日時　４月22日㈰６時30分～８時

場所　葛川小・中学校

持ち物　健康保険証、総合受診票

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　４月26日㈭９時～11時30分

集合場所　健康センター

内容　顔合わせ、レクリエーション

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

■麻しん風しん混合ワクチン

　３月現在で年長児、中学１年生、

高校３年生に相当する方は、平成24

年３月31日まで無料で接種できま

す。３月末までに接種しましょう。

■子宮頸がん予防ワクチン

　３月現在で高校１年生に相当する

方は、平成24年３月31日までに１

回でも接種した場合に限り、平成24

年度中に接種した残りの回数分も無

料で接種できます。まだ一度も接種

していない方は、３月末までに接種

しましょう。

問合せ　健康推進課保健係

●子宮・乳がん検診

　市の子宮・乳がん検診については、

○健康

●予防接種

■ポリオ

　厚生労働省では、不活化ポリオワク

チンの導入までワクチンの接種を待

つことはお勧めしておりません。早め

に免疫をつけるため、市が実施するポ

リオ予防接種を受けましょう。

対象　生後３カ月～90カ月未満の乳

　　　幼児

日時　４月11日㈬、12日㈭

　　　12時～12時40分

※診療開始は12時30分から。

場所　健康センター

持ち物　母子手帳、予防接種予診票

今月のおしらせ

健康

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血

3/28 ㈬
10:00～13:00 平川市商工会館

（平賀ライオンズクラブ協力）14:00～16:00

4/16 ㈪

 9:30～11:00 ㈱木村食品工業

12:30～13:30 ㈱青森エリート

14:30～16:00 ＪＡ津軽みらい本所（平賀駅前）

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

●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/

●子宮・乳がん検診（個別）

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 4/18 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成23年12月生 4/24 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年４月生 4/18 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成22年９月生 4/25 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成20年10月生 4/13 ㈮ 12:00～12:30

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歳児健診のみ）も必要です。

問合せ　健康推進課保健係

●乳幼児健康診査・子育て広場

●デイケア

●複合検診

●予防接種



今月のおしらせ

　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。

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

※会場が変更になる場合は、在宅介

　護支援センターより連絡します。

■３月21日㈬、４月11日㈬

　13時30分～15時

　三笠在宅介護支援センター（三笠

　苑内）　☎44‐8877

■３月22日㈭、４月12日㈭

　10時～11時30分

　平賀在宅介護支援センター（緑青

　園内）　☎44‐6116

■３月27日㈫、４月10日㈫

　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28日㈬、４月11日㈬

　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

■４月10日㈫、４月17日㈫

　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）　☎45‐2182

■４月13日㈮、27日㈮　13時～15時

　健康センター　☎44‐1111

問合せ　福祉課地域包括支援係

　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。

対象　市内にお住まいの方

相談日　３月21日㈬、４月25日㈬

　　　　５月23日㈬、６月20日㈬

　　　　※１週間前までに要予約。

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

　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

　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　３月23日㈮17時～19時

■休日窓口

日時　３月25日㈰８時30分～ 17時

問合せ　収納課収納係

　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

■４月４日㈬ 13時30分～15時30分

　健康センター

■４月18日㈬ 13時30分～15時30分

　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

　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　４月５日㈭、20日㈮

　　　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

　肢体不自由や発達障害などによ

り、介助を要する児童生徒の特別な

支援をおこないます。

募集人員　４人

勤務地　市内小学校

期間　４月６日～平成25年３月26日

※夏季・冬季休業を含む学校の休業

　日は休み。

就業時間　１日６～７時間程度

※年40週、対象児童により異なります。

●特別支援教育支援員

募集

●総合（なんでも）相談窓口

●健康相談日

●こころとからだの相談

●消費者トラブル、
　多重債務相談窓口

各種相談

●休日・夜間納税窓口

　毎日の雪かきに追われ、体に疲労がたまっている方も多いと思い

ます。疲労回復のポイントとして「運動後の食事のゴールデンタイム」

があるのをご存知ですか？これは、運動後30分～60分くらいの時間帯

に食事をしてエネルギーやたんぱく質、ビタミン類を補給すると、疲

労回復が早くなるというものです。

　先日、平賀西中学校の運動部の生徒から、野球部ではこのゴールデ

ンタイムを取り入れていると聞きました。休日の練習日にはお昼のお

弁当を持参し、食べてから帰宅しているそうです。食生活や体づくり

を大切に考えているのだなと感心しました。部活動やスポーツクラ

ブ、習い事などで子どもたちが帰宅したとき、できるだけすばやく（お

菓子類に手が出る前に）栄養バランスのとれた食事がとれるように、

ご家庭でも工夫してみましょう。（問合せ　平賀学校給食センター）

●食育通信⑧疲労回復のために～運動後の食事のゴールデンタイム～

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）
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　助申請を受け付けできない場合が

　あります。

問合せ　上下水道課下水道係

　固定資産税の納税者の方が、所有

する土地または家屋の価格につい

て、市内の他の土地または家屋と比

較し、価格が適正であるかどうかを

確認していただくために、土地・家

屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行いま

す。

期間　４月２日㈪～５月31日㈭

※土・日曜日、祝日を除きます。

時間　８時30分～17時

場所　税務課（市役所本庁舎２階）

縦覧できる方

・固定資産税（土地・家屋）の納税者

・納税者から縦覧の委任を受けた方

持ち物

・身分証明書（健康保険証や免許証

　など）

・委任状（委任を受けた方のみ）

問合せ　税務課固定資産税係

　生活排水による河川などの水質汚

濁を防止するとともに、水洗トイレ

による衛生的で快適な生活環境づく

りを進めるため、下水道処理区域外

で、「浄化槽（合併浄化槽）」を設置

する方を対象とした補助金制度があ

ります。

　設置の予定があり、制度を利用し

たい人は、手続方法など事前にお問

い合わせください。

受付期間　４月２日㈪～６月29日㈮

補助対象　個人住宅

補助金額　

▷５人槽　35万２千円

▷７人槽　44万１千円

▷10人槽　58万８千円

※必ず工事着手前に申請してくださ

　い。申請前に工事着手した場合は

　補助できません。

※予算額に限りがありますので、補

賃金　時給850円（別途通勤手当支給）

応募要件　

　市内在住の方で、心身ともに健康

で児童生徒の特別な支援ができる方

申込期限　３月26日㈪【必着】

申込方法　

　封書に履歴書１部と返信封筒１枚

（封筒に切手を貼り、住所氏名を記

入）を入れて、平川市教育委員会指

導課まで持参または郵送

※封書に「特別支援教育支援員」と添

　え書きをすること。

面接日時　３月30日㈮９時～

提出先・面接場所　

〒036‐0242平川市猿賀南田15‐１

教育委員会指導課（尾上総合支所２階）

その他　社会保険、雇用保険の適用

　　　　あり

問合せ　指導課

　授業の個別指導やティームティー

チング、放課後の個別指導や学習相

談、長期休業中の学習会などの支援

を行います。

募集人員　14人

勤務地　市内小中学校

期間　４月16日～平成25年２月28日

※夏季・冬季休業を含む学校の休業

　日は休み。

就業時間　１日４時間程度

※年36週、720時間以内。

賃金　時給1,200円（別途通勤手当支給）

応募要件　

　小学校教諭、中学校教諭（数学、

英語など）の免許をお持ちの方

申込期限　３月30日㈮【必着】

申込方法　

　封書に履歴書１部と返信封筒１枚

（封筒に切手を貼り、住所氏名を記

入）を入れて、平川市教育委員会指

導課まで持参または郵送

※封書に「学習支援員応募」と添え書

　きをすること。

面接日時　４月６日㈮９時～

提出先・面接場所　

〒036‐0242平川市猿賀南田15‐１

教育委員会指導課（尾上総合支所２階）

その他　雇用保険の適用あり

問合せ　指導課

■第一号被保険者は市役所で

　自営業者などの国民年金の第一

号被保険者の方の年金の相談や各

種届出・手続き先は、市区町村の

国民年金の窓口です。

■サラリーマンとその被扶養配偶

　者の方は

　厚生年金の加入者の方（国民年

金の第二号被保険者）とその被扶

養配偶者の方（国民年金の第三号

被保険者）の年金の手続きは、勤

め先の事業主を通して行います。

■第三号被保険者の資格を失ったら

　サラリーマン（厚生年金・共済

組合の加入者）の被扶養配偶者は、

「第三号被保険者」として国民年

金に加入していますが、配偶者が

退職（失業）すると、夫婦ともに市

役所で国民年金の「第一号被保険

者」になるための手続きを行って

ください。

　そして、お一人月額15,020円（平

成23年度）の保険料を納めること

になります。

■退職（失業）時の特例免除制度

　保険料を納めることが経済的に

困難な場合、申請によって保険料

の納付を免除される制度がありま

す。この申請免除では所得の審査

があり「申請者本人」と「申請者の

配偶者」および「世帯主」の前年の

所得が対象になります。

　しかし、免除申請する年度また

は前年度において退職（失業）した

時は、この所得を除外して審査す

る特例免除があり、所得制限の

ハードルが低くなります（雇用保

険受給資格者証や離職票などの添

付が必要です）。

国民年金

国民年金・厚生年金の相談と手続き

問合せ　国保年金課年金係

おしらせ

※年金の相談・手続きをする際は、あらかじめその旨を電話で相談して
　ください。

●学習支援員

●土地・家屋価格等縦覧帳簿
　の縦覧を行います

●合併浄化槽の設置には
　補助金制度の活用を
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　市町村税の収入未済額の縮減、徴

収率の向上に向けて、県内市町村、

県市町村総合事務組合および県が連

携して、４月に「青森県市町村税滞

納整理機構」が設立されます。

■滞納整理機構とは

　滞納整理を専門に行う機関で、県

市町村総合事務組合の職員および県

からの派遣職員などで構成されま

す。

　機構では参加市町村から移管され

た滞納事案について、広範囲で徹底

した財産調査を行い、換価できる財

産を発見し、これらの財産を差し押

さえ、公売することで市町村税を徴

収します。

差押対象となるもの

　土地、建物、給与、売掛金、自動

車、電化製品、貴金属など国税徴収

法で認められたあらゆる財産

■移管対象となる方

・督促、催告に応じない方

・市税（個人住民税、法人市民税、

　固定資産税、軽自動車税、国民健

　康保険税など）を滞納し、納税の

　相談や連絡がない方

・滞納額が高額な方など

問合せ　収納課収納係

■住所変更届について

　自動車税の納税通知書は、原則と

して自動車検査証（車検証）に記載さ

れた住所にお送りしています。転居

などで住所が変わった場合は、運輸

支局で住所の変更登録手続きをしな

ければなりませんが、何らかの事情

により直ちに手続きが出来ない場合

は、最寄りの各地域県民局県税部へ

ご連絡ください。また、県ホームペー

ジ（http://www.pref.aomori.lg.jp/

life/tax/top.html）からも届け出す

ることができます。

■口座振替について

　自動車税の納付には、便利で安全・

確実な口座振替をご利用ください。

申込用紙は、各取扱金融機関・各地

今月のおしらせ

③軽二輪車（総排気量125㏄超250

㏄以下の二輪）

届出場所　青森県軽自動車協会

 ☎017‐739‐0441

持ち物　

　検査証、ナンバープレート（廃車

時）、解体証明書（解体時）、住民票（名

義変更時）、印鑑など

②、③の代行手続き

次の場所で、手続きの代行を行って

いますので、ご利用ください。

・社団法人弘前自動車協会

 ☎32‐7237

・社団法人黒石地区自動車協会

 ☎53‐2006

問合せ　税務課住民税係

　４月24日に任期満了となる浅瀬

石川土地改良区総代選挙が、次のと

おり行われます。

投票日　４月10日㈫

投票時間　９時～14時

告示日　４月３日㈫

立候補の届出　４月３日㈫～４日㈬

　　　　　　　８時30分～17時

立候補の届出場所　

　選挙管理委員会事務局

選挙区および選挙すべき総代の定数

・第２選挙区　12人

・第３選挙区　６人

・第４選挙区　６人

問合せ　選挙管理委員会事務局

　弘前保健所（中南地域県民局地域

健康福祉部保健総室）は、庁舎の老

朽化が著しいことから、安全確保の

ため今年度末に移転し、４月２日㈪

から青森県障害者相談センター建物

内にて業務を行います。

　県民の皆さんにはご不便をおかけ

しますが、保健所の役割や業務内容

は変更ありませんので、ご理解よろ

しくお願いします。

移転先

　弘前市西城北１丁目３‐７（青森

県障害者相談センター建物内）

問合せ　弘前保健所　☎33‐8521

域県民局県税部の窓口に備え付けて

いますので、お気軽にお問合せくだ

さい。なお、口座振替の申込期限は

４月27日㈮です。

問合せ　中南地域県民局県税部納税

　　　　管理課　☎32‐4341

　現在お持ちの軽自動車を廃車にす

る場合には、廃車の届け出とナン

バープレートの返納が必要です。

　また、所有者の方がお亡くなりに

なった場合や他人に譲渡した場合

は、名義変更の届け出が必要となり

ます。

　もし、届け出されない場合は、引

き続き軽自動車税が課税されますの

で、忘れずに届け出しましょう。

　なお、車種により次のとおり届出

場所が異なりますので、ご注意くだ

さい。

※軽自動車税は４月１日現在の所有

　者の方に課税されます。異動のあ

　る方はお早めに届け出ください。

※必要な書類などは、各届出場所へ

　直接お問い合わせください。

①原動機付自転車（総排気量125㏄

以下のもの）、小型特殊自動車（ト

ラクターやスプレイヤーなど）

届出場所　

　税務課住民税係および尾上・碇ヶ

関総合支所総務課税務係

持ち物　

　ナンバープレート（廃車時）、印鑑

②軽自動車（総排気量660㏄以下の

もの）

届出場所　

　軽自動車検査協会青森事務所（東

北運輸局青森陸運支局内）

☎017‐739‐6568

持ち物　

　検査証、ナンバープレート（廃車

時）、解体証明書（解体時）、住民票（名

義変更時）、印鑑など

●軽自動車をお持ちの
　皆さまへ

●青森県市町村税滞納整理
　機構が設立されます

●浅瀬石川土地改良区
　総代選挙

●弘前保健所の移転

●自動車税について
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小和森　菊　池　孝　志　志
こ こ み

心夢ちゃん

新屋　　成　田　広　昇　寧
し ず き

姫ちゃん

葛川　　小　林　尚　基　琉
る な

月ちゃん

光城　　八木橋　　　潤　奏
そ わ

和くん

柏木町　三　上　博　史　悠
ゆ う り

里ちゃん

光城　　福　士　康　之　苺
め い

李ちゃん

本町　　松　元　庸　介　諒
りょう

くん

広船　　外　川　祐　輝　芽
め い さ

咲ちゃん

高木　　藤　田　　　央　唯
い い と

都くん

南田中　天　内　慎　志　暁
き ょ う

陽くん

　　杉館　　花　田　　　大

　　大坊　　大　湯　美　幸

　　青森市　笹　谷　尚　志

　　沖館　　田　中　桂　子

　　中佐渡　神　　　　　司

　　原田　　岩　渕　理　奈

柏木町　大　川　キ　ナ　83

苗生松　澤　田　利　昭　75

尾崎　　中　嶋　テ　ツ　84

広船　　外　川　サ　ツ　77

大光寺　長　内　キ　セ　79

松館　　三　浦　正　二　85

李平　　能　渡　泰　子　65

日沼　　樋　口　幸　彦　80

広船　　外　川　千代榮　97

町居　　木　村　政　二　61

館田　　工　藤　清　造　62

大光寺　對　馬　ミチヨ　90

柏木町　太　田　あ　い　97

広　船　佐　藤　善　男　82

柏木町　八木橋　昭　義　59

尾崎　　佐　藤　愛　子　60

柏木町　後　藤　富　男　81

本町　　鎌　田　セ　チ　82

沖館　　岩　渕　小　三　93

広船　　小笠原　貞　盛　78

町居　　小　野　き　ぬ　93

唐竹　　工　藤　幸　仁　35

柏木町　谷　内　正　平　85

碇ヶ関　木　村　ト　セ　88

荒田　　古　川　ソ　ミ　95

沖館　　太　田　昭　三　68

大坊　　成　田　春　惠　65

柏木町　大　川　キ　ヲ　86

猿賀　　斉　藤　一　幸　69

金屋　　佐　藤　テ　ル　80

日沼　　葛　西　キ　ヱ　93

尾上　　西　谷　政　弘　58

蒲田　　福　士　ヒ　テ　83

南田中　佐　藤　長一郎　84

金屋　　森　内　た　け　81

尾上　　木　村　丒　市　74

猿賀　　工　藤　フ　ミ　74

日沼　　葛　西　真由美　50

新山　　船　木　ミ　ワ　75

碇ヶ関　秋　元　　　辰　79

碇ヶ関　白　戸　和　江　93

戸 籍

だ よ り

２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。

２月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　３３，７７９人　（－23）　■男性　１５，８９９人　■女性　１７，８８０人

　■世帯数　１１，３５０世帯（＋11）　■転入　47人　　　　■転出　39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。

㈳平川市シルバー人材センターでは会員が不足しているため、４月１日からの新入会員を募集しております。
　①平川市に居住する60歳以上で、健康で働く意欲がある方であればどなたでも加入できます。
　②会員となって働く仕事は「清掃、草刈り、草取り、農作業、庭木の手入れ、塗装、薬剤散
　　布、除排雪、公園などの清掃、施設管理、その他室内外の軽作業など」です。
　③自分で出来ない仕事や、希望しない仕事をすることはありません。
　④申込はなるべく３月26日までにお願いします（３月28日頃に説明会を予定しています）。
　⑤詳しいことは、事務所へお問い合わせください。

問合せ　㈳平川市シルバー人材センター事務所　平川市柏木町藤山34‐１（平川市老人センター内）　☎44‐7318

シルバーの会員を募集しております ～あなたの豊かな知識と経験を生きがいに変えてみませんか～
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111年間の歴史と伝統に幕

　２月19日、広船小学校で閉校式が行わ

れ、在校生52人をはじめ、卒業生や地域

住民ら約300人が出席し、慣れ親しんだ

校舎との別れを惜しみました。

　広船小学校は明治34年に広船尋常小学

校として創立し、昨年度までに2,238人

が巣立ちました。３月には６年生11人が

卒業し、来年度からは平賀東小学校と統

合されます。１

２ ３

４

５

広船小学校閉校式

６

　広船小学校は昭和60年に学校給食の優

良校として文部大臣賞（当時）を受賞した

ほか、平成９年には全日本小学生男女ソ

フトボール大会に出場するといった功績

を残しました。

１昭和57年に移築された現校舎。３階

の窓には「今年一年最後まで元気に楽し

くがんばろう　ファイト広船っ子」の文

字が　２佐藤教育長から歴代校長に感

謝状が贈られました　３在校生一人ひ

とりが学校の歴史や行事などを振り返っ

た「児童のことば」　４母校への感謝と

惜別の思いを込め、出席者全員で校歌を

声高らかに斉唱しました　５大川市長

に校旗を返納した山崎校長と児童代表の

長尾亮太君　６正面玄関向かいには卒

業生2,249人から寄贈されたプレートが

設置されました。「111年間ありがとう」

の文字が刻まれています


