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・平成24年度当初予算と事業概要

・平成24年度職員人事異動

・応急手当（心肺蘇生法）の方法が変わりました

・花と植木まつり

・里山に観る志賀坊山野草まつり

今月号の主な内容



　市のさらなる魅力をアピールするため、
キャッチフレーズ「時と水　ゆったり流れる
平川市」と市章を組み合わせた
ロゴマークを作製しました。
この市章とロゴマークは市民の
皆さんや企業・団体などでも
使用することができます。ぜひ、
この市章とロゴマークを利用しながら、
平川市を一緒にＰＲしていきましょう。

使用料は無料
　商用、非商用を問わず無料で利用可（事前に使用許可が必要）。

市章およびロゴマーク使用手続きについて
　市ＨＰに掲載の「使用マニュアル」および「取扱要領」をよくお読み
いただき、「平川市の市章・ロゴマーク使用許可申請書」に必要事項
を記入の上、総務課行政改革係まで郵送、持参、電子メールにより
提出してください。

使用条件
・平川市の品位を傷つけないこと
・法令あるいは公序良俗に反していないこと
・市章の部分の天地が 10㍉以下とならないこと
※その他の条件については、「使用マニュアル」「取扱要領」をご覧く
　ださい。

使用例
　印刷物（チラシ、パンフレット、名刺、ユニフォーム、お土産な
どの商品パッケージなど）、看板、大会プログラムの表紙、ＷＥＢ
素材、企業ＶＴＲの素材　など

 データについて
　市章およびロゴマークのデータご希望の方には、使用許可後に電
子メールでデータを送付いたします。
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３月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚708人（－71）　■世帯数　11‚357世帯（＋７）　

　※３月中の届け出については19ページをご覧ください。

３月の交通事故件数

　■交通事故　10件（負傷者14人、死者０人）

３月の出動件数　

　■火災出動　１件　■救急出動　61件　

　■救助出動　１件　■そ　の　他　11件

今月の表紙

　３月25日、ひらかドーム周辺で消防団出初

式が開催され、放水訓練を皮切りに、人員服

装点検、まとい振り、分裂行進などが行われ

ました。

　このうち、まとい振りでは揃いの半てんに

身を包んだ消防団員たちが、伝統の技を力強

く披露し、会場を盛り上げました。
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市のロゴマークを
　　　作製しました

№76　2012.4

問合せ　：　総務課　行政改革係　☎４４‐１１１１（内線１３５３）
gyoukaku@city.hirakawa.lg.jp

３月16日　稲穂会（小山内柳一会長）

　　　　　図書券５万円（図書購入費として）

３月29日　平川市ボランティア連絡協議会（今俊一会長）

　　　　　防犯笛250個（新１年生の安全確保のため）

３月29日　環境保全㈱（大山清悦代表取締役）

　　　　　現金10万円（市政発展のため）

魅力ある平川市をＰＲ！

※カラー版もあります。

寄附を頂きました



市内の話題

みなみの町会で炊き出し訓練

　３月11日、尾上総合支所敷地内で、みなみの

町会が災害時に備え炊き出しなどの訓練を行い

ました。

　同町会は災害用の炊き出し用具を買いそろえ

ていましたが、今まで使用したことがなかった

ため、東日本大震災から１年が経過したのを契

機に今回の訓練を行いました。厳しい寒さの中、

約100人分の豚汁を調理したほか、災害時の避

難場所の確認などが行われ、不測の事態に備え

ました。

100歳おめでとうございます

ソフトボール教室

　３月14日、小田桐ナヨさん（中佐渡）がめでた

く100歳の誕生日を迎えられ、顕彰状と記念品

が贈呈されました。

　小田桐さんは田舎館村出身で、現在は自宅で

長男夫婦と３人暮らし。庭の草取りをしたり、

散歩を楽しむなど、元気に過ごしています。小

田桐さんは「100年は長いようであっという間

でしたが、みんなのおかげでここまで生きてこ

られました」と家族への感謝の気持ちを述べま

した。

　３月18日、ひらかドームで、小中学生を対象

にしたソフトボール教室が行われました。北京

オリンピックでソフトボール女子日本代表監督

を務めた斎藤春香さんと、元実業団選手の藤原

麻起子さんが講師に招かれ、市内小中学生約

150人が参加しました。

　ピッチングや守備、打撃練習などの実技指導

が行われ、参加者たちは講師陣の一挙手一投足

に真剣なまなざしを向け、懸命に白球を追いか

けていました。
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　平成24年度の一般会計と特別会計、企業会計の予算が決まりました。一般会計の当初予

算は総額で163億５千万円で、前年度と比べて３億４千万円（2.1％）の増となりました。

　予算編成に当たっては、平川市長期総合プランの基本理念「ひと・地域・産業がきらめく

まちをめざして」を実現するため、①総合経済対策、②農業と観光の推進、③元気あるま

ちづくりの推進、④暮らしと福祉の充実、⑤地域の安心・安全、防災対策の推進、⑥健全

な財政運営の推進に配慮しました。

　４・５ページでは一般会計当初予算の内訳を、６ページでは今年度実施される事業概要

についてお知らせします。

　地方交付税や国県支出金などの依存財源が123億7‚787万円と全体の約８割を占めており、財源
の多くを国や県に頼らなければならない状況になっています。

　残る約２割の自主財源については、市税が21億8‚737万円と大半を占め、繰入金（貯金の取り崩
しなど）が10億1‚050万円となっています。

予算用語の説明

■自主財源と依存財源
　市が自主的に徴収できるお金

を「自主財源」、国や県からの交

付金などを「依存財源」と言う。

■地方交付税
　税収入が少ない市でも住民に

一定水準のサービスを行えるよ

うに、国から交付されるお金。

■市債
　道路や学校を整備するなど、

多額の経費がかかる事業を行う

ときに金融機関から借りるお金。

■地方譲与税
　国が徴収した自動車重量税な

どから、一定基準により市町村

へ交付されるお金。

市民一人当たり

区　分 金　額

使われる

お　　金
485‚048円

（前年度472‚049 円）

納める

税　金
64‚892円

（前年度64‚454円）

※金額は平成24年３月末日の人口
　（33,708人）で計算しました。

平
成
24
年
度
　
一
般
会
計
当
初
予
算
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分担金、負担金、
使用料など

7億7‚426万円
（4.7％）

地方交付税

80億7千万円
（49.4％）

国庫支出金

19億3‚887万円
（11.9％）

県支出金

10億8‚160万円
（6.6％）

市　債

7億1‚030万円
（4.3％）

地方譲与税など

5億7‚710万円（3.5％）

市　税

21億8‚737万円
（13.4％）

依存財源

123億7‚787万円
（75.7％）

繰入金

10億1‚050万円
（6.2％）

自主財源

39億7‚213万円
（24.3％）

総　額

１６３億５千万円

歳　入
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　少子高齢化対策などに支出される民生費が50億6‚314万円と全体の約３割を占めており、市の
借金返済のために使われる公債費が26億4‚348万円、行政全般的な事務に使われる総務費が18億

3‚064万円などとなっています。

会　計　名 予　算　額

水 道 事 業

事 業 収 益 5億2‚810万円

事 業 費 用 4億6‚230万円

資本的収入 2‚661万円

資本的支出 2億5‚515万円

下水道事業

事 業 収 益 7億8‚829万円

事 業 費 用 9億2‚310万円

資本的収入 5億 888万円

資本的支出 7億2‚241万円

会　計　名 予　算　額

国民健康保険 42億7‚052万円

介護保険 34億4‚160万円

後期高齢者医療 2億5‚774万円

診療所 3億6‚809万円

学校給食センター 3億5‚919万円

尾上地区住宅団地温泉事業 1‚068万円

簡易水道 1‚889万円

特別会計 企業会計

１６３億５千万円
（前年度比２．１％増）

一般会計
　予算額は

総　額

１６３億５千万円

議会費、商工費ほか

8億7‚849万円（5.4％）

民生費

50億6‚314万円
（31.0％）

公債費

26億4‚348万円
（16.2％）

総務費

18億3‚064万円
（11.2％）

土木費

16億1‚547万円
（9.9％）

教育費

14億6‚503万円
（8.9％）

衛生費

10億4‚236万円
（6.4％）

農林水産業費

10億8‚899万円
（6.6％）

消防費

7億2‚240万円
（4.4％）

歳　出
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児童・生徒の学力向上を図るため、教員免許のある

学習支援員を市内全ての小・中学校に配置します。

学力向上対策事業　　1‚324万円

こころ豊かな未来へ向かうひとづくり

集いと元気あるまちづくり

お互いが支え合う共生のまちづくり

やすらぎとぬくもりを感じるまちづくり

おのえスポーツセンター野球場の照明設備やスコア

ボードの設置・改修などを行います。

運動施設整備事業　　2億8‚907万円

コミュニティ活動の推進を目的に、各町会で取り組

む事業を支援します。

地域コミュニティ育成事業奨励金
　　　　　　　　　　　　　　2‚137万円

スポーツを通じ各町会相互の親睦と心身の健康増進

を図ります。

市民運動会　　296万円

施設の老朽化に伴う、診療所の移転新築の設計調査

を行います。

平川診療所移転新築事業　　1‚637万円

少子化対策のため、第３子以降の保育料無料化など

を実施し、保護者負担を軽減します。

保育料軽減事業（保育所・幼稚園）
　　　　　　　　　　　　　1億1‚157万円

災害発生時の防災拠点施設などになる公共施設や小

中学校に、非常用発電機などを配備します。

防災拠点施設等整備事業　　5‚211万円

自然エネルギーの推進を図るため、住宅用太陽光発

電システムの導入を支援します。

住宅用太陽光発電システム
　　　　　　　導入支援事業　　320万円

災害発生時の地域での活動組織となる「自主防災組

織」の結成を支援します。

自主防災組織育成事業　　1‚061万円

施設の老朽化に伴う、内外装や配管などの改修を行

います（１棟分）。

市営住宅改善事業　　1億1‚050万円

うるおいと活力に満ちた産業のまちづくり
「市臨時職員の雇用」「企業の市民雇用の支援」「企

業の雇用調整への支援」などを行います。

緊急雇用対策事業　　8‚535万円

「歴史の道遊歩道（旧羽州街道）」「道の駅いかりがせ

き」「たけのこの里」の整備・改修を行います。

中小企業資金繰り支援事業　3億1,425万円

新しく農業を始める市民を支援します（設備導入を

含む初期費用、土地賃借料など）。

新規就農総合支援事業　　1‚598万円

観光と農産物のマスコットキャラクターを製作し、

市内外へＰＲします。

観光・農産物ＰＲ事業　　297万円

特別保証制度資金への資金の預託を行うほか、保証

料や利子の企業負担を軽減します。

碇ヶ関地域観光施設整備事業　　1‚701万円



　
　
　　
　　
　行政

相談委員・人権擁護委員

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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氏　　名 電　話

行政相談
委　　員

葛　西　修　一 （町　居） ☎44‐5702

古　川　陽太郎 （尾　上） ☎57‐2206

奈　良　清　蔵 （おかりや） ☎45‐2209

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

行政相談委員とは？

　行政相談委員は、行政運営の改善について理解と熱

意を有する人の中から総務大臣が委嘱します。

　市民の身近な相談相手として、行政サービスに関す

る相談や、行政の仕組みや手続きに関する相談を受け

付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などを

行います。

人権擁護委員とは？

　人権擁護委員は、人権擁護に理解のある方を市が推

薦し、法務大臣が委嘱します。

　日常生活の中で起こる様々な人権問題・紛争（学校

や職場、家庭内での問題や隣近所とのもめごと、外国

人差別に関することなど）についての相談を受け付け、

解決の手助けを行います。

　また、人々の間に正しい人権の考え方を広める啓発

活動も行っています。

どうやって相談するの？

　相談は、行政相談委員および人権擁護委員ともに、

２カ月に１回開設される「行政・人権合同相談所」で応

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27日㈮、６月１日㈮、８月24日㈮、

　　　　　10月26日㈮、12月７日㈮、２月22日㈮

■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

法務局人権相談所

■開設日　毎週月曜日～金曜日　

　　　　　※祝日や年末年始を除きます。

■時　間　10時～17時

■場　所　青森地方法務局弘前支局（☎26‐1150）

※相談は無料です。相談内容などの秘密は厳守します。

　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。
　そのようなとき、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。

ったときはご相談を

行政相談委員とは？

困

人権擁護委員とは？

どうやって相談するの？

問合せ　：　市民課　市民係　☎４４‐１１１１（内線１２２１）

国語・数学（算数）・英語・理科・社会

平川教室　0172 88 6264　平川市高木原富156　大津

幼児／小１～小６／中学生

全国教科書準拠・安全安心メール

春の新期生募集

無料体験受付中！

お気軽にお電話下さいURL:http://www.selmo.jp/sc/hirakawa/

広報ひらかわに広告を掲載しませんか？
発行日　毎月１５日、月１１，５００部発行

掲載料　１号（縦４４mm×横　８４mm）  １５，０００円／月
　　　　２号（縦４４mm×横１７９mm）  ３０，０００円／月
　　　　※くわしい内容については、お問い合
　　　　　合わせください。

問合せ　総務課行政係　☎４４－１１１１（内線１３５０）
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問合せ  ：  国保年金課  国保係  ☎４４‐１１１１（内線１２５１）　県後期高齢者医療広域連合  ☎０１７‐７２１‐３８２１

○青森県後期高齢者医療保険料について

　平成24・25年度の青森県後期高齢者医療保険料率

は、これまでと変わらず均等割額40,514円、所得割率

7.41％です。

　また、平成24年度の保険料賦課限度額は55万円です。

○納付は便利な口座振替で

　後期高齢者医療保険料を納付書でお支払いの方へ

は、便利で確実な口座振替をお勧めしています。

○後期高齢者医療保険料の軽減措置について

　保険料の軽減措置は、平成24年度も継続して実施し

ます。

均等割額の軽減

　世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と

「世帯主」の総所得金額等の合計所得額により、次の

ような軽減が行われます。

所得割額の軽減

　総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた後

の所得が58万円以下（年金収入で153万円から211万円

まで）の方は、所得割額が５割軽減されます。

被用者保険の被扶養者に対する軽減

　後期高齢者医療制度に加入する直前までサラリーマ

ンの夫やお子さんに扶養されていた方は、均等割額が

９割軽減され、所得割額の負担はありません。

○ 1年に 1回、健康診査を受けられます

　健康の保持・増進のため、健康診査を受けましょう。

自己負担はありません。

※生活習慣病で服薬治療中の方でも受診できます。

※がん検診などと併せて受診する場合、費用が別途か

　かることがあります。

青森県後期高齢者医療保険料について

＝

＋

保険料
（上限55万円）

均等割額

40,514円

所得割額

（前年の総所得金額等ー33万円）×7.41％【所得割率】

納付は便利な口座振替で

保険料の軽減措置について １年に１回健康診査を受けられます

世帯の所得額の合計 軽減割合

33万円以下の方 8.5割

うち、世帯内の「後期高齢者医療制度の被保
険者全員」が、年金収入80万円以下で他の所
得がない世帯の方

９割

33万円＋［24万５千円×同世帯の被保険者数
（被保険者である世帯主を除く）］以下の方

５割

33万円＋（35万円×同世帯の被保険者数）以下 ２割

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ

【部長級】

▷市民生活部長（総務部総務課長）一戸清志▷水道部長

（市民生活部長）櫻庭正紀▷尾上総合支所長（建設部都市

計画課長）葛西光雄▷建設部長（水道部長）中田博光

【課長級】

▷総務部総務課長（経済部農林課長）齋藤久世志▷企画財

政部収納課長（企画財政部企画財政課長補佐）長谷川尚道

▷平川診療所事務長（市民生活部福祉課長補佐）内山勝徳

▷尾上総合支所市民生活課長（尾上総合支所総務課長）對

馬光弘▷経済部農林課長（監査事務局長）鳴海景文▷建設

部都市計画課長（市民生活部市民課長補佐）山本正美▷

碇ヶ関総合支所市民生活課長兼碇ヶ関診療所開設準備室

長（碇ヶ関総合支所総務課長）狩野真▷碇ヶ関総合支所経

済建設課長（碇ヶ関総合支所市民生活課長）小山内智

【監査委員会事務局】

▷事務局長（議会事務局次長補佐）相馬正治

【新採用者】

▷総務部総務課鈴木朝子▷企画財政部税務課一戸舞▷市

民生活部健康推進課佐藤正枝▷会計課葛西彩弥加▷建設

部都市計画課鎌田美沙紀

【退職者（平成24年３月31日付）】

▷尾上総合支所長松田健雄▷建設部長八木橋長▷企画財

政部収納課長赤平幸紀▷平川診療所事務長蔦谷博通▷

碇ヶ関総合支所経済建設課長田邊辰男▷総務部葛川支所

長補佐佐藤公治▷教育委員会平賀学校給食センター庶務

係長齋藤光春▷教育委員会学校教育課技能主事中田誠三

▷教育委員会学校教育課技能主事古川鉄彦▷尾上総合支

所市民生活課長西谷徹▷市民生活部国保年金課工藤映子

▷教育委員会学校教育課技能主事大澤正徳▷教育委員会

指導課指導主事（県教育委員会へ）須々田敏文

職員人事異動平成24年４月１日付

　管理職（課長級以上）および新採用者、退職者の人事

異動について掲載しています。※カッコ内は前職名

①収納課管理係と債権管理係を管理係に統合②尾上・

碇ヶ関総合支所総務課と市民生活課をそれぞれ市民生

活課に統合③碇ヶ関診療所開設準備室を設置④おのえ

スポーツセンターを指定管理に移行

係・課の統合など
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問合せ　：　市民課　環境衛生係

☎４４‐１１１１（内線１２２５・１２２６）

　狂犬病は、ウイルスを保有する犬・猫およびコウモ

リなどの野生動物にかまれたり、引っかかれたりして

できた傷口からウイルスが侵入して発病する人獣共通

感染症です。発病してからは有効な治療法がなく、ほ

ぼ100％死亡してしまうたいへん恐ろしい感染症です

が、ワクチンで予防することができます。

　生後91日以降の犬は毎年１回、狂犬病ワクチンの注

射を受けなければなりませんので、忘れずに予防注射

をしましょう。

【注意点】
■送付されたハガキを必ず持って行きましょう。
　※未登録犬の場合は、ハガキが送付されませんので
　　そのままおいでください。
■巡回時間に間に合わない方は、他の地区でも構いません。

【料金】
・予防注射のみの場合　１匹 3‚000円
・未登録犬の場合　　　１匹 6‚000円（登録料含む）

平成24年度春

予防注射日程狂犬病

月日 対象地区 会　　　場 時　　間

平 賀 地 域

５
月
７
日
㈪

本　　町 本町コミュニティセンター  8：40~ 8：55

本　　町 老人福祉センター  9：00~ 9：20

平　　成 平成町コミュニティセンター  9：25~ 9：40

小 和 森 小和森多目的研修集会施設  9：45~10：05

光　　城 文化センター駐車場内 10：10~10：30

大 光 寺 大光寺コミュニティセンター 10：35~10：55

大 光 寺 六羽川沿い団地公園入口付近 11：00~11：10

杉　　館 杉館集会施設 11：20~11：35

館山・松崎 農村婦人の家 13：00~13：15

松　　館 松館農業研修センター 13：25~13：40

苗 生 松 苗生松多目的集会所 13：50~14：05

５
月
８
日
㈫

柏 木 町 柏木町コミュニティセンター  8：40~ 9：05

石　　郷 石郷多目的研修集会施設  9：15~ 9：30

館　　田 館田地区農業推進拠点施設  9：35~ 9：50

小杉・石畑 三町会農業研修センター  9：55~10：10

四 ツ 屋 四ツ屋集会所 10：15~10：25

大　　坊 大坊コミュニティセンター 10：30~10：50

岩　　館 岩館地区構造改善センター 11：00~11：15

原　　田 原田農業研修センター 11：20~11：35

向　　陽 向陽多目的研修集会施設 13：00~13：20

沖　　館 鳥海会館 13：25~13：45

５
月
９
日
㈬

向　　野 向野町会集会所  8：40~ 8：50

新　　館 新館集落センター  8：55~ 9：20

唐　　竹 唐竹多目的集会所  9：30~ 9：55

広　　船 広船地区構造改善センター 10：05~10：30

町　　居 つつみの家 10：40~11：05

尾崎・松野 松野地区集会所 11：15~11：25

尾　　崎 尾崎多目的研修集会施設 13：00~13：25

新　　屋 新屋多目的集会所 13：35~14：00

月日 対象地区 会　　　場 時　　間

５
月
10
日
㈭

小　　国 小国消防屯所付近  9：15~ 9：30

葛　　川 葛川支所入口（国道側）付近  9：35~ 9：40

切　　明 切明消防屯所付近  9：50~10：00

一 本 木 一本木コミュニティセンター 10：10~10：20

井 戸 沢 井戸沢集会所 10：30~10：40

温　　川 温川地区多目的集会所 10：50~11：00

大 木 平 大木平集会所 11：10~11：20

荒　　田 荒田農業研修センター 13：00~13：10

平 田 森 平田森多目的集会所 13：15~13：25

藤野・南田町 市民体育館入口付近 13：35~13：50

尾 上 地 域

５
月
11
日
㈮

新　　山 新山地区担い手センター  9：00~ 9：15

蒲　　田 蒲田地区担い手センター  9：20~ 9：30

日　　沼 日沼地区コミュニティ施設  9：35~ 9：45

西野曽江 西野曽江十文字  9：55~10：00

八 幡 崎 八幡崎地区農業研修センター 10：05~10：20

長　　田 長田地区担い手センター 10：25~10：35

中 佐 渡 中佐渡集落会館 10：40~10：55

猿　　賀 西猿賀消防屯所 11：00~11：10

みなみの みなみの地区公園 11：15~11：30

５
月
14
日
㈪

南　　田 尾上農村婦人の家  8：40~ 8：55

新 屋 町 新屋町会館  9：00~ 9：15

高　　木 高木集落会館  9：20~ 9：35

尾　　上 尾上公民館  9：40~ 9：55

李　　平 李平地区集落改善センター 10：00~10：15

南 田 中 東公民館 10：20~10：35

金　　屋 金屋地区多目的研修施設 10：40~11：10

碇ヶ関地域

５
月
15
日
㈫

古　　懸 古懸地区公民館  9：15~ 9：30

久　　吉 久吉消防屯所  9：45~10：00

船　　岡 船岡集会所 10：10~10：20

湯 ノ 沢 旧碇ヶ関関所裏駐車場 10：30~10：40

全　　域 碇ヶ関総合支所駐車場 10：50~11：20
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　大切な命を助けるためには、次の４つのことが必要です。

①日常からの心停止にかかわる予防

②その場に居合わせた方の迅速な１１９番通報

③応急手当（心肺蘇生とＡＥＤによる除細動）

④救急隊員の救急処置と搬送、医療機関での医療処置

　①～④の「救命の連鎖」のうち、どれか１つでも欠けると救命率は低くなります。傷病者を見つけたら、

ためらわずに自信を持って、速やかに救命行動を開始することが大切です。心肺蘇生法が次のとおり

新しく変わりましたので、ご紹介します。

応急手当（心肺蘇生法）が

心肺蘇生法の変更点

質の高い心肺蘇生法のポイント

■傷病者について

　　傷病者に声をかけて反応がなければ、近くの人に119番通報とＡＥＤ手配を依頼し、

　（変更前）気道を確保してから呼吸の確認をする（見て、聞いて、感じて）

→（変更後）呼吸の確認をする（胸から腹の動きを見る）

■心肺蘇生について

　　呼吸がなければ、

　（変更前）人工呼吸２回（省略可）、胸骨圧迫30回（人工呼吸２回と

　　　　胸骨圧迫30回を繰り返し行う）

→（変更後）胸骨圧迫30回、気道確保と人工呼吸２回（胸骨圧迫30回と

　　　　人工呼吸２回を繰り返し行う）

■ＡＥＤについて

　　ＡＥＤの小児用電極パッドを貼る対象は、

　（変更前）１歳以上８歳未満。乳児に対してＡＥＤを使用しない

→（変更後）およそ６歳まで。乳児に対してＡＥＤを使用できる

胸
骨
圧
迫

位置 胸骨の下半分（目安は胸の真ん中）

方法 両手（体型によっては片手）

深さ

少なくとも５㌢
※深さは体格に合わせる。目安は小児
　なら胸の厚さの３分の１、小学校高
　学年くらいの体格なら５㌢

テンポ 少なくとも１分間に100回

人
工
呼
吸

量
胸の上がりが見える程度
※入れすぎないように注意する。

時間 約１秒

回数 ２回

※救急隊に引き継ぐまで、または傷病者の呼吸や目的

　のある仕草が認められるまで続ける。 斜めに圧迫したり、肘を曲げない

圧迫の位置

絶
え
間
な
く

強
く
・
早
く
・

新しくなりました

死戦期呼吸
…心停止直後の数分間に見られる、
間隔の空いたしゃくりあげるよう
な口パクの動きのこと。このよう
に「普段どおりの呼吸」ではない
と思われる場合は、心停止の兆候
と判断し、胸骨圧迫を開始します。

◎ワンポイント

問合せ　：　平川市消防署救急係　☎４４‐３１２２
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　平成16年７月から一般の人でも、電気ショックを行

えるようになり、ＡＥＤの設置も全国的に普及してい

ます。

　ＡＥＤは、「誰でも、簡単に、安心して使える医療

機器」です。コンピュータが内蔵されているので、電

極パッドを胸に貼ると傷病者の心臓の状態を自動観察

し、電気ショックが必要かどうかを自動的に決定して

くれます。必要な場合は、具体的な操作手順を音声メッ

セージが案内します。機器にはさまざまなタイプがあ

りますが、機能は共通で、総重量も２～３㌔くらいに

軽量化されており、持ち運びも簡単です。

　あなたの目の前で人が倒れていたら、戸惑うのは当

然です。日頃から応急手当を身につけ、『大切な命』

を救いましょう。

ＡＥＤの普及

反応の確認

　肩などを叩きながら「大丈夫ですか？」と呼びか
け。返事、動きなどが見られなければ「反応なし」と
判断

119番通報とＡＥＤ手配

　他の救助者がいれば依頼

呼吸の確認

　傷病者の胸から腹をよく見て、正常な呼吸の動き
( 上下運動など）がないか確認。10秒たってもよく分
からないときは「呼吸なし」と判断（気道確保は不要）

胸骨圧迫30回と
人工呼吸２回のサイクルを開始

　　　胸骨圧迫（Ｃompression）
　　　気道確保（Ａirway）
　　　人工呼吸（Ｂreathing）

※感染防具がない場合は胸骨圧迫のみでもよい。
※目的を持った動作が見られたら呼吸確認。
※ＡＥＤが届いたらすぐに電源を入れて、音声の指
　示に従う。

呼吸が止まらないか、観察を続けながら救急車を
待つ。必要な時は、吐物などで気道を塞ぐことの
ないように管理。

何かお手伝いできないか確認

安全確認

　自分や周りの人、そして傷病者の安全を確保

ＡＥＤ使用の手順

心肺蘇生法の手順
胸骨圧迫と
人工呼吸の
組み合わせは

30：２

反応あり

反応なし

呼吸なし

呼吸あり

救命講習会参加者募集！
　市消防本部では、救命講習会を随時開催しています。

『大切な命』を救うため、あなたも参加してみませんか。

※「救命入門（90分）コース」もできました。インター
　ネットを使ったウェブ講習（事前学習60分）もできま
　す。（申込み・問合せ　平川市消防署救急係）
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問合せ  ：  商工観光課  商工係  ☎４４‐１１１１（内線２１８２）

　１企業につき、各制度ごとに上限があります。

■小口資金特別保証制度　　　　　1‚250万円

■事業活性化資金特別保証制度　　2‚000万円

■小口零細企業特別保証制度　　　1‚250万円

　現在実施中の市の特別保証制度（融資制度）の内

容は次のとおりです。

■保 証 料：市の全額負担

■貸付利率：2.2％以内

■保 証 料：市の全額負担

■貸付利率：2.2％以内

■保 証 料：市の全額負担

■貸付利率：2.2％以内

　平成24年４月２日から平成25年３月29日までの

間に、次の各制度を利用した場合に発生する利子

について市が助成いたします。

■市の特別保証制度を利用した場合

　→　利子の1.0％を最大12カ月間

※助成額は、貸し付け実行後、12カ月経過後また

　は完済日のいずれか早い方の日を基準に、支払

　われた利息をもとに算出します。

　商工観光課（尾上総合支所１階）備え付けの申込

書に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて

お申し込みください。

　なお、申込期限は融資実行月の翌月の末日にな

りますのでご注意ください。

（１）資金貸付に係る金銭消費貸借契約書の写し

（２）資金貸付に係る償還表の写し

※くわしい内容については、お問い合わせくださ

　い。

中小企業の皆さんを支援します
－ 中小企業支援事業・空き店舗対策事業のご案内 －

中小企業支援事業
　市では、中小企業者の皆さんを支援する事業を次のとおり実施しています。より有利な内容に

なっていますのでぜひご活用ください。

助成内容

■中心商店街などの地区内の主たる街路に面する

　１階部分の店舗からの移転でないこと

■年間を通して同一場所で、１年以上営業を継続

　すること

　平成24年４月１日～平成25年３月31日

　商工観光課（尾上総合支所１階）備え付けの「事

業認定申請書」に必要事項を記入の上、添付書類

を添えてお申し込みください。

※添付書類などくわしい内容については、お問い

　合わせください。

　賃借料の一部を補助します。補助率は３分の２

以内。補助限度額は月５万円以内で年額60万円と

なります。

　市内に住所または主たる事業所を有し、新たに

空き店舗を活用して事業を行う方で、次の要件を

すべて満たす方です。

■空き店舗が所在する商店街から活性化業種の承

　認を受けた事業を行うこと

■借受開始日から60日以内に事業を開始すること

■市税を滞納していないこと

空き店舗対策事業
　市では、中心商店街における空き店舗対策の一環として、空き店舗を賃借して出店される方に

対する助成を実施しています。多くの方のご利用をお待ちしております。

申込方法

助成対象限度額

小口資金特別保証制度

事業活性化資金特別保証制度

小口零細企業特別保証制度

助成内容

対  象  者

申込方法

特別保証制度の内容

対象期間

利子助成制度
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支予算を記載した提案書を10月31日㈬まで随時受け付
けします。

　市では、平成24年度に実施される地域経済活性化事業に新たに取り組む団体などに対し、下記の
補助金を交付します。
　地域経済を活性化させるためには、市民の皆さんがビジョンを描き、行動することが必要です。
多くの方のご利用をお待ちしております。

～地域経済活性化に取り組む皆さんを応援します～

　謝金、旅費（上限１人10万円）、消耗品費、借上料

※土産代など使途が特定されない経費は対象外です。

　100万円以内で対象事業費の４分の３以内

　市関係課を通じ、事業の目的と事業計画・効果及び

収支予算を記載した提案書を随時受け付けします。

　謝金、旅費（上限１人６万円、経費の20％以内）、消
耗品費、原材料費、印刷費、借上料、通信運搬費、委託料
（部分的なものに限る）、備品購入費（経費の80％以内）
※研修費については、上記の人材育成補助金との併用
　はできません。また、土産代など使途が特定されな
　い経費は対象外です。

　100万円以内（新製品・新技術開発事業は200万円以
内）で対象事業費の４分の３以内

　市関係課を通じ、事業の目的と事業計画・効果と収

対象経費

補助金額と補助率

提案書の受け付け

手続きの流れ

対象経費

補助金額と補助率

提案書の受け付け

手続きの流れ

問合せ  ：  商工観光課  商工係  ☎４４‐１１１１（内線２１８２）

　しくは構成員の１人が３回以上受けている場合は対

　象となりません。

①地域経済の活性化に資する起業に取り組む事業

②地域特産品開発事業

③新製品・新技術・新役務の開発および需要開拓事業

④新意匠が伴う製品の需要開拓事業

⑤地域の所得向上が見込まれる産業振興事業

⑥その他、地域経済の活性化に資するものと市長が認

　める事業

次のいずれかに該当する団体

・市内在住の方５人以上で構成する任意団体

・市内に事業所を有し、常時雇用の被用者が３人以上

　の法人事業者

・市内に事業所を有する事業者５人以上が共同で構成

　する任意団体

・その他、市長が特に必要と認める団体

※構成員や事業者に市税等の滞納がある場合、過去に

　この補助金又は地域活性化応援プログラム補助金を

　受けた団体の構成員が３人以上含まれているか、も

対象団体

対象事業

経済活性化人材育成補助金地域

経済活性化事業補助金域地

経済活性化 プログラム補助金応援地域

対
　
象
　
者

随　時

提案書提出（市関係課経由）

随　時

事前審査・審査会・認定

市

認定後１カ月以内

補助金交付申請

平成25年４月30日まで

実績報告書提出

対
　
象
　
者

10月31日まで

提案書提出（市関係課経由）

随　時

事前審査・審査会・認定

市

11月30日まで

補助金交付申請

平成25年４月30日まで

実績報告書提出



・野呂クリニック（弘前市品川町）

問合せ　健康推進課予防係

●精神障害者家族教室

　精神科の疾患で治療中の方の家族

が自由に話し合い、交流を深められ

るよう家族教室を開催します。

日時　５月８日㈫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　家族会の紹介、情報交換

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●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

を支援するデイケアを開催します。

日時　５月31日㈭９時～14時

集合場所　健康センター

内容　大鰐町つつじ祭りでの交流会

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

●介護予防教室

（てんとうむし体操）

　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

日にち／時間／会場／申込先

※会場などが変更になる場合在宅介

　護支援センターから連絡します。

■４月24日㈫、５月８日㈫／10時～

11時30分／尾上地域福祉センター

／尾上在宅介護支援センター（☎57

‐5351）

■４月25日㈬、５月９日㈬／10時

15分～11時45分／館田地域農業推

進拠点施設／三笠在宅介護支援セン

ター（☎44‐8877）

■４月25日㈬、５月９日㈬／ 13時

30分～15時／さわやか園／在宅介

護支援センターさわやか園（☎43‐

5432）

■４月26日㈭、５月10日㈭／ 14時

　に「検診のお知らせ」、「検診申込

　書」の配布・回収に伺いましたが、

　万が一届いていない場合や回収に

　伺っていない場合は、健康推進課

　予防係または健康管理係までお知

　らせください。

問合せ　健康推進課予防係

●子宮頸がん個別検診指定医療機関

変更のお知らせ

　３月中に各世帯に配布した『子宮・

乳がん検診のお知らせ』、『健康カレ

ンダー』に掲載されている「子宮頸

がん検診を受診できる医療機関」の

うち、次の医療機関が３月31日付け

で廃業しました。

・富田医院（弘前市富田３丁目）

●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ります。

　　　詳しくはお問合せください。

日にち・場所

▷４月22日㈰　葛川小・中学校

▷５月８日㈫　久吉地区公民館

▷５月９日㈬　古懸地区公民館

▷５月10日㈭、11日㈮、13日㈰

　　　　　　　碇ヶ関保健センター

時間　６時30分～８時

持ち物　健康保険証

※３月中に、市保健協力員が各世帯

今月のおしらせ

健康

●デイケア

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血

5/12 ㈯
10:00～12:00 イオンタウン

平賀ショッピングセンター13:00～16:00

5/18 ㈮
10:00～11:30 青森リバーテクノ㈱平賀工場

13:30～16:00 ㈱日本マイクロニクス青森工場

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

●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/

●複合検診

●子宮頸がん個別検診
　指定医療機関の変更
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●精神障害者家族教室

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

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）

5/17 ㈭  9:45～10:00

子育て相談（要予約）妊娠中、子育て中の方など 5/ 9 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年１月生 5/22 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年５月生 5/ 9 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成22年10月生 5/23 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成20年11月生 5/11 ㈮ 12:00～12:30

持ち物

▷離乳食教室…母子健康手帳、筆記用具

▷子育て相談…母子健康手帳、バスタオル

▷乳幼児健診…母子健康手帳、バスタオル、健康診査問診票、尿（３歳児のみ）

場所　健康センター　　　問合せ　健康推進課保健係

●乳幼児健康診査・子育て広場



　小児用肺炎球菌ワクチン

対象　生後２カ月～５歳未満

標準的な接種時期

　生後２カ月～７カ月未満

標準的な接種回数　

　４回（ヒブワクチンは４～８週間

隔で３回、概ね１年後に１回接種。

小児用肺炎球菌ワクチンは27日以

上の間隔で生後12カ月未満までに

３回、60日以上の間隔で生後12カ

月齢～15カ月齢までに１回接種）

※標準的な接種時期を逃した場合、

　１回目を接種した年齢によって接

　種回数・間隔が変わります。詳し

　くは、健康カレンダーをご覧くだ

　さい。

問合せ　健康推進課保健係

①２価ワクチン（サーバリックス）

　…初回接種の１か月後に２回目、

　　その５か月後に３回目を接種

②４価ワクチン（ガーダシル）

　…初回接種の２か月後に２回目、

　　その４か月後に３回目を接種

※やむを得ず接種間隔を変更する必

　要性があると医師が判断した場合

　は、この限りではありません。

注意事項

①平成25年３月31日までに接種を完

　了するため、９月末までに１回目

　を接種しましょう。

②ワクチンは２種類あります。必ず

　同一ワクチンを３回接種してくだ

　さい。

■ヒブワクチン・

～15時30分／緑青園／平賀在宅介

護支援センター（☎44‐6116）

■５月１日㈫、15日㈫／ 13時15分

～15時15分／碇ヶ関地域福祉セン

ター／碇ヶ関在宅介護支援センター

（☎45‐2182）

■５月11日㈮、25日㈮／13時～15時

／健康センター／福祉課地域包括支

援係（☎44‐1111）

問合せ　福祉課地域包括支援係

●予防接種

　市では今年度も引き続き、子宮頸

がん・ヒブ・小児用肺炎球菌のワク

チン接種費用を助成します。

　対象者が助成期間内に指定医療機

関で接種した場合、無料で接種する

ことができます。事前に指定医療機

関に予約してから受けましょう。

助成期間　

　４月１日～平成25年３月31日

接種場所　指定医療機関（要予約）

※詳しくは、健康カレンダーまたは

　市ホームページをご覧ください。

接種費用　無料

持ち物　母子健康手帳、住所・氏名・

　　　　生年月日が記載されたもの

　　　　（健康保険証など）

※母子健康手帳がない方は、送付さ

　れた接種済証をご持参ください。

予診票

　指定医療機関の予診票をご利用く

ださい（子宮頸がん予防ワクチンは

１回目のみ送付します）。

■子宮頸がん予防ワクチン

対象　

①中学１年生～高校１年生に相当す

　る年齢（平成８年４月２日～平成

　12年４月１日生まれ）の女性

②高校２年生に相当する年齢（平成

　７年４月２日～平成８年４月１日

　生まれ）の女性で、平成24年３月

　31日までに１回でも接種した方

接種回数　３回

接種間隔

●予防接種

　暖かさと寒さが入り混じった不安定な季節となりました。気温の不

安定さと同様に、体調も崩しやすい季節です。気温の変化に体がつい

ていかずに疲れやすかったり、食欲もあったりなかったり、花粉によ

るアレルギーや乾燥による肌荒れも出てきます。また、自律神経も乱

れ気味になり、気分の浮き沈みが激しくなったりもします。

　この時期も寒い時と同様に血行が悪くなりがちです。暖かくなった

からといって冷たい物の摂りすぎには気を付けましょう。食事も３食

なるべく決まった時間に食べ、お風呂に入って体を温めましょう。そ

して、十分な睡眠をとりましょう。

　ただし、体調不良を季節の変り目のせいにしていると、病気のサイ

ンを見落としたりします。「おかしいな」と思うことがあったら、病院

で受診したり、健診を受けて体調管理をすることが大切です。

問合せ　健康推進課予防係

●食育通信①　～季節の変り目に注意をしましょう～
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対　象 助成期間 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 健康カレンダーの「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、助
成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18年４月２日～
平成19年４月１日生

平成24年４月１日
～平成25年３月31日

３
期

平成11年４月２日～
平成12年４月１日生

４
期

平成６年４月２日～
平成７年４月１日生

※当市に転入してまだ接種していない方は、

　健康推進課保健係までご連絡ください。

持ち物　母子健康手帳、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）
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○相談

●休日・夜間納税窓口

　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　４月27日㈮17時～19時

■休日窓口

日時　４月29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

がい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。

日にち・場所

▷５月９日㈬　健康センター

▷５月16日㈬　尾上地域福祉センター

時間　13時30分～15時30分

※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　５月７日㈪、21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

●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。

対象　市内にお住まいの方

相談日　４月25日㈬、５月23日㈬、

　　　　６月20日㈬、７月25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

○募集

●ひらかわ案内人養成講座

　市と市観光協会は、観光客に平川

市の魅力をＰＲする観光ガイドを養

成します。

開催日程（予定）

５月16日㈬　開講式・講義

５月23日㈬　生け垣と庭園コース体

　　　　　　験（午後）

５月30日㈬　商家と津軽グルメコー

　　　　　　ス体験（午後）

６月６日㈬　講義

６月14日㈭　碇ヶ関歴史旧跡コース

　　　　　　体験（全日）

６月22日㈮　羽州街道コース体験

　　　　　　（全日）

６月27日㈬　講義

７月４日㈬　講義

７月11日㈬　ねぷたと白岩コース体

　　　　　　験（全日）

７月18日㈬　講義

７月下旬～　ガイド実習

※講義内容は、観光情報や観光コー

　スの学習、講師講演などです。

※講座期間終了後、観光ガイドに登

　録していただきます。

時間　講義…10時～12時

　　　コース体験…表示の時間帯

会場　文化センター

※コース体験については別途指定。

対象　平川市に興味のある20歳以上

　　　の健康な方

講師　平川市観光ガイドほか

受講料　無料（コース体験や昼食な

　　　　どで実費負担あり）

申込期限　５月８日㈫

申込み・問合せ　商工観光課観光係

○催し

●春のわくわくおはなし会

　４月23日から５月12日までの「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㈯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

申込期限　４月27日㈮

申込み・問合せ

　平賀図書館　☎44‐7665

○おしらせ

●パイプハウス支援事業

　市では、昨年度の豪雪により農業

用パイプハウスに被害を受け、再建

する方に対して助成します。手続き

がまだお済みでない方は、農林課で

手続きをしてください。

　なお、助成を受けるには条件があ

りますので、詳しくは窓口で確認し

てください。　

申請期限　４月27日㈮

問合せ　農林課農業振興係

●図書館間の相互返却サービス開始

　平川市図書館では、平賀図書館と

尾上図書館間の相互返却サービスを

おしらせ

●パイプハウス支援事業

催し

●春のわくわくおはなし会

募集

●ひらかわ案内人養成講座

１６ 広報　ひらかわ　２０１２．４

●こころとからだの相談

●困りごと相談

●健康相談日

●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

●図書館間の
　相互返却サービス開始



尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課に

あります )、印鑑、運転免許証、車検

証、軽自動車税納税通知書、身体障害

者手帳または療育（愛護）手帳、精神

障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

※障がい者の方と運転される方が別

　居している場合、生計同一証明書

　（福祉課高齢障害支援係で発行）も

　必要です。

※障がいの等級によっては減免を受

　けられない場合があります。また、

　すでに納付された分については減

　免を受けられませんので、納税組

　合に加入されている方は特にご注

　意ください。

②特殊用途の軽自動車

　車体の構造や装置が、障がい者利

用のために特殊な仕様となっている

軽自動車（車検証に「身体障害者輸送

車」、「車いす移動車」などの記載が

あるもの）

必要書類など

　減免申請書、印鑑、車検証、軽自

動車税納税通知書

問合せ　税務課住民税係

民生委員・児童委員のはたらき

①安心して住み続けることができる

　地域社会づくり

②地域社会での孤立・孤独をなくす

　運動

③児童虐待や犯罪被害などから子ど

　もを守る取り組み

④多くの福祉課題を抱える生活困難

　家庭に粘り強く接し、地域社会と

　のつなぎ役

⑤災害時の要援護者の安否確認

問合せ　民生保護課民生係

●軽自動車税の減免

申請受付期間　５月７日㈪～24日㈭

対象

①一般の軽自動車など

　障がい者本人または障がい者の方

と生計を同じくする方が所有する軽

自動車などのうち、一台について

※普通自動車税の減免を受けている

　方は、軽自動車税の減免は受けら

　れません。

必要書類など

　減免申請書 (本庁舎税務課および

始めました。貸し出しを受けた図書

は、両館どちらの図書館へ返却して

も結構です。

対象となる資料

　平賀・尾上図書館へ来館して貸し

出しを受けた、両館が所蔵する図書

※市外図書館間相互貸借の貸出資料

　は対象外なので、これまでどおり

　貸出館へ返却をお願いします。

問合せ

▷平賀図書館　☎44‐7665

▷尾上図書館　☎57‐5980

●児童扶養手当・特別児童扶養手当・

特別障害者手当などの手当額の改定

　児童扶養手当、特別児童扶養手

当、特別障害者手当、障害児福祉手

当および経過的福祉手当の額につい

ては、物価の変動に応じて自動的に

額を改定する「自動物価スライド制」

がとられています。

平成24年４月からの月額

・児童扶養手当

　（全部支給）　41,430円

　（一部支給）　41,420円～9,780円

・特別児童扶養手当

　（１級）　50,400円

　（２級）　33,570円

・特別障害者手当　26,260円

・障害児福祉手当　14,280円

・経過的福祉手当　14,280円

問合せ　福祉課

▷児童扶養手当・特別児童扶養手当

　…こども家庭係

▷特別障害者手当など

　…高齢障害支援係

●民生委員児童委員の日

　５月12日～18日は「民生委員児

童委員の日」活動強化週間です。

　全国民生委員児童委員協議会は、

昭和52年（1977年）に毎年５月12日

を「民生委員・児童委員の日」と定め

ました。これは、現在の制度の前身

である岡山県済世顧問制度設置規程

が大正６年同日に公布されたことに

由来するものです。

　心配なことや困ったことなどがあ

れば、地域の民生委員・児童委員に

相談してみましょう。

●民生委員児童委員の日

●児童扶養手当などの
　手当額の改定

　国民年金からは、老齢基礎年金のほかに、障害基礎年金や遺族基礎年

金などが支給されます。また、納めた保険料は全額が所得税・住民税の

社会保険料控除の対象となります。

　国民年金の保険料は毎年度改定されますが、平成24年度は前年度より

40円引き下げられて月額14,980円となります。毎月の保険料は、日本年

金機構から毎年４月上旬に送られてくる１年分の「納付書」によって翌月

の末日までに納めます。また、口座振替も利用できます。

　

　保険料は、１年または６カ月など定められた月数分について前納する

と割引になります。

　例えば、平成24年度の１年分の保険料は総額179,760円ですが、現金

で前納すると176,570円で年間3,190円（約1.8％）の割引になります。こ

れを口座振替によって前納すると175,990円で、さらに有利な年間3,770

円（約2.1%）の割引になります。

　また、平成24年度の６カ月分の保険料は総額89,880円ですが、現金で

前納すると89,150円で730円（約0.8％）の割引に、口座振替によって前納

すると88,860円で1,020円（約 1.1％）の割引になります。

　なお、平成 24 年度の一部納付（一部免除）の保険料月額は、四分の三

納付で11,240円、半額納付で7,490円、四分の一納付で3,750円となって

いますが、この一部納付についても前納制度が設けられています。

※年度の途中で被保険者の資格を喪失して過払いが生じた場合、前納保

　険料は還付されます。

国民年金

平成24年度の保険料は月額14,980円

問合せ　国保年金課年金係

広報　ひらかわ　２０１２．４ １７

●軽自動車税の減免申請

有利な前納割引制度



●雇用対策事業

■雇用関係奨励金制度

　市では、市民を雇用する事業主の

皆さんに対し、次のような助成を実

施しています。ぜひご活用ください。

⑴障がい者雇用奨励金

　市民の障がい者を、国の特定求職

者雇用開発助成金（特定就職困難者

雇用開発助成金）を受け雇用し、助

成金受給終了後も継続して雇用した

場合、賃金の一部を市が助成します。

助成内容（賃金月額）

・重度障がい者など…24,000円

・その他障がい者…12,000円

支給期間　最大12カ月

⑵学卒者臨時雇用奨励金

　学校を卒業して３年以内の市民の

求職者を、平成24年４月１日から12

月31日までの間に３カ月以上期間雇

用した場合、賃金などの一部を市が

助成します。

助成内容

・賃金月額　上限100,000円

・研修費　１回3,000円（上限２回）

支給期間　最大６カ月

⑶緊急雇用奨励金

　市民の離職者や学卒者を常用雇用

（正規雇用）した場合、賃金の一部を

市が助成します。

助成内容　賃金月額の３分の２以内

　　　　　（上限100,000円）

支給期間　最大６カ月

■雇用調整助成金

　市では、景気の変動や産業構造の

変化、その他の経済上の理由により

事業活動の縮小を余儀なくされ休業

などを行い、国の雇用調整助成金の

交付決定を受けた事業主に対し、損

今月のおしらせ

場所　弘前東高等学校

種類　甲種／乙種（第１～６類）／丙種

※甲種は受験資格がありますが、乙・

　丙種に受験資格はありません。

受験料　甲種5,000円／乙種3,400円

　　　　／丙種2,700円

受付期間　５月８日㈫～17日㈭

申込方法

　インターネットによる電子申請が

できます。詳しくは㈶消防試験研究

センターホームページ（http://www.

shoubo-shiken.or.jp）をご覧くださ

い。また、受験願書（弘前消防本部

予防課か最寄りの消防署・分署で配

布）での申請も可能です。

■事前講習会

日時　５月24日㈭・25日㈮（２日間）

　　　９時30分～16時30分

場所　弘前消防本部３階大会議室

※車で来場される方は、最寄りの駐

　車場をご利用ください。

対象　乙種第４類の受験者（先着100人）

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　1,400円

※テキストのみの販売もあります。

受付期間　５月８日㈫～21日㈪

　　　　　８時30分～17時

申込み・問合せ　

　弘前地区消防事務組合予防課

　☎32‐5104

●甲種防火管理新規講習

日時　６月６日㈬・７日㈭

　　　10時～16時

　　　※２日間の受講が必要です。

場所　岩木文化センター

　　　「あそべーる」１階ホール

対象

失額の一部を助成します。

助成額　

　休業などによる損失額から国助成

額を引いた額の２分の１

※市ホームページにも詳細内容を掲

　載しています。詳しくはお問い合

　わせください。

問合せ　商工観光課雇用対策係

●特定計量器（はかり）の定期検査

　この検査は、計量法に基づき２年

に１回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

となっています。

場所・日時

■碇ヶ関総合支所

　５月９日㈬13時～15時

■尾上地域福祉センター

　５月14日㈪10時30分～11時30分、

　　　　　　13時～14時30分

　５月15日㈫10時30分～12時、

　　　　　　13時～15時

■葛川支所

　５月16日㈬10時～12時

■市役所本庁舎前

　５月17日㈭10時30分～12時、

　　　　　　13時～15時

　５月18日㈮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

●危険物取扱者試験と事前講習会

■危険物取扱者試験

日時　６月16日㈯・23日㈯

　　　※両日受験可。

●危険物取扱者試験と
　事前講習会

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。

●甲種防火管理新規講習

広報　ひらかわ　２０１２．４１８

●雇用対策事業

●特定計量器の定期検査



町居　　水　木　壮　輔　伶
れ い さ

咲ちゃん

柏木町　山　崎　　　浩　瑛
え い た

太くん

光城　　中　村　倫　人　佳
か な

愛ちゃん

町居　　櫛　引　　　学　梨
り お

央ちゃん

原田　　齋　藤　晋　一　陽
ようだい

大くん

尾崎　　長　内　和　正　大
は る と

翔くん

新館　　三　田　真　俊　桃
も も か

花ちゃん

館田　　石　塚　勇　樹　日
ひ な た

南汰くん

岩館　　中　畑　徹　也　永
と わ

遠くん

李平　　杉　山　祐　樹　舞
ま い か

花ちゃん

新屋　　葛　西　高　俊　悠
は る と

杜くん

本町　　森　山　武　美　紗
さ え

衣ちゃん

沖館　　古　川　寛　文　慧
け い と

翔くん

光城　　佐　川　武　士　侑
ゆうだい

大くん

新山　　佐々木　大　樹　楓
か り ん

梨ちゃん

原　　　阿　部　正　大　恵
け い た

大くん

南田中　工　藤　陽　司　羅
ら い と

生斗くん

苗生松　小　野　和　人　蒼
そうすけ

介くん

中佐渡　石　塚　大　介　凜
りん

ちゃん

　　小和森　小　林　裕　康

　　弘前市　楠　美　祐　子

　　平田森　古　川　　　勝

　　弘前市　岩　渕　　　愛

　　平田森　古　川　祐　介

　　弘前市　野　村　由　美

　　大光寺　大　川　智　哉

　　青森市　梶　浦　朋　子

　　新屋町　中　嶋　　　学

　　大坊　　葛　西　美　佳

　　町居　　山　口　将　雄

　　弘前市　赤　石　美　雪

　　弘前市　伴　　　高　行

　　南田中　 　田　綾　子

小和森　古　川　兼　美　80

大光寺　工　藤　昭八郎　84

大光寺　杉　澤　金　雄　91

本町　　木　村　昭　二　82

沖館　　阿　部　善　一　84

本町　　奈　良　キ　ヨ　87

吹上　　 　水　粕太郎　90

猿賀　　齋　藤　キヌ子　85

大光寺　小山内　スズヱ　84

本町　　松　井　雄　治　85

唐竹　　長　尾　　　武　67

町居　　古　川　み　ね　86

新館　　三　浦　健　治　60

日沼　　須　藤　政　一　84

大光寺　藤　田　ち　や　84

小杉　　千　葉　良　一　80

荒田　　佐　藤　トミヱ　84

広船　　小笠原　良　孝　50

大坊　　大　湯　ミ　ヱ　92

荒田　　福　士　素　行　87

尾上　　西　谷　テ　ツ　93

李平　　成　田　裕　子　77

日沼　　樋　口　トスヱ　89

中佐渡　工　藤　昭　一　74

猿賀　　小　野　美　子　71

金屋　　佐　藤　さつえ　81

碇ヶ関　佐　藤　ナ　ミ　89

碇ヶ関　北　川　　　久　78

碇ヶ関　乳　井　忠　雄　70

戸 籍

だ よ り

３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。

３月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚708人　（－71）　■男性　15‚866人　■女性　17‚842人

　■世帯数　11‚357世帯（＋７）　■転入　118人　 　■転出　178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

います。

　「平川市名誉市民櫻田誠一氏をし

のぶ会」が次のとおり開催されます

ので、参加を希望される方は電話に

てお申込みください。

日時　５月12日㈯12時

場所　アップルランド南田温泉

会費　5,000円（当日頂きます）

申込期限　４月27日㈮

申込み・問合せ　総務課人事係

署・分署でお申込みください。なお、

申込期間内であっても定員（180人）

になり次第、受け付けを終了します。

※講習テキストは事前に書店などで

　購入してください。詳しくは「防

　火管理講習実施の案内」でご確認

　ください。

問合せ

▷弘前消防本部予防課　☎32‐5104

▷市消防本部予防課　☎44‐3122

●平川市名誉市民櫻田誠一氏をしの

ぶ会

　３月19日、市名誉市民で作曲家の

櫻田誠一さんが、急性白血病のため

亡くなりました。櫻田さんは「川は

流れる」「北の漁場」などを作曲した

ほか、「尾上町民歌」「ひらか音頭」な

ど市に関係した歌も数多く手がけて

①消防法で義務付けられている次の

　施設で、防火管理上必要な業務を

　遂行できる管理・監督的な地位に

　ある人

⑴30人以上収容する集会所・店舗・

　旅館・病院・福祉施設など

※小規模社会福祉施設は10人以上。

⑵50人以上収容する共同住宅・学校

　・寺院・工場・事務所など

②その他受講を希望する人

講習の一部免除

　消防設備点検資格者講習または自

衛消防業務講習の既修者は講習の一

部を免除することができます。詳し

くは「防火管理講習実施の案内」で

ご確認ください。

申込期間　５月１日㈫～25日㈮

申込方法　

　消防本部予防課及び最寄りの消防

広報　ひらかわ　２０１２．４ １９

●平川市名誉市民
　櫻田誠一氏をしのぶ会
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里山に観る
志賀坊山野草まつり

第15回平川市広船

と　き　４月28日㈯～５月６日㈰
ところ　志賀坊森林公園

４月28日㈯ 11時～

　・開会式　

　・広船獅子踊保存会による獅子踊り

　・舞踏と歌謡ショー

４月28日㈯～５月６日㈰10時30分～、13時～

　・ガイドと行く山野草散策コース

　　…公園を知りつくしたガイドが、

　　　リニューアルした山野草の道

　　　をご案内（10人以上は要予約）

※４月30日以降は随時開催となります。

４月28日㈯・29日㈰９時～16時

　・山野草・盆栽展示即売

第
31
回
平
川
市
お
の
え

花
さ
く
ら

と
植
木
ま
つ
り

と
こ
ろ
　
平
川
市
猿
賀
公
園

と
　
き
　
４
月
28
日
㈯
～
５
月
６
日
㈰

無料

４月28日㈯～５月６日㈰９時～17時

　・植木市
４月28日㈯９時30分～

　・オープニングイベント

　　…八幡崎郷土芸能保存会による獅子踊り

　・開会式

　（開会式終了後）

　・鉢花プレゼント※先着150人　

４月28日㈯～５月５日㈯ 10時～16時

　・お花見中国茶会

　　…中国政府認定

　　　茶評員による中国茶をどうぞ

４月28日㈯～30日㈪、５月３日㈭～６日㈰

　10時30分、13時

　・ガイドと行く猿賀まち歩きミニツアー

　　…盛美園や猿賀

　　　神社をガイド

　　　と一緒に楽しく散策！

４月28日㈯～５月６日㈰９時～16時

　・お買い物で大抽選会！

　　…1,000円お買い上げごとに１回抽選

４月29日㈰・30日㈪９時30分～15時

　・フリーマーケット

５月３日㈭９時～15時

　・平川市尾上職人組合による

　　　　　　　包丁とぎチャリティ

５月４日㈮～６日㈰10時～14時

　・謎解き宝探しゲーム

　　…公園内を楽しく散

　　　策しお宝ＧＥＴ！

５月５日㈯９時～

　・津軽地区奉納弓道大会

５月５日㈯９時・11時・13時

　・こどもの日ゆるキャラふれ合い広場

ワンコイン500円

ワンコイン500円

参加料100円

フリーマーケット出店者募集！

　区画３㍍×５㍍※１区画500円。

問合せ　：　商工観光課　観光係　☎４４‐１１１１（内線２１８４）

※会期中、猿賀神社社務所前からさるか荘へ車両は進入できません。


