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平川市

・ 平成23年度 平川市決算報告

・ 平成23年度 国民健康保険特別会計決算

・「ごみ減量」小さなことから始めてみよう！

今月号の主な内容

こめお（長男） トマピー（次女） ひらりん（長女） だいご（次男） にん三郎（三男）
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10月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚590人（－14）　■世帯数　11‚449世帯（－２）　

　※10月中の届け出については19ページをご覧ください。

10月の交通事故件数

　■交通事故　８件（負傷者９人、死者０人）　

10月の出動件数　

　■火災出動　１件　■救急出動　64件　

　■救助出動　３件　■そ　の　他　1７件

11月の納期　※納期限 11月30日㈮

　■固定資産税　第４期　■国民健康保険税　　　　第５期

　■介護保険料　第５期　■後期高齢者医療保険料　第５期　　

　10月25日、尾上総合支所で「ひらかわ元気ファ

ミリー」のお披露目会が行われました。

　ゆるキャラ５体は、招待された園児約60人の前

で、地産地消や食の大切さを、愛嬌ある寸劇で披

露しました。

２

№83　2012.11

２ 平成24年度平川市成人式を開催

します

３ 市内の話題

４～７ 平成2３年度平川市決算報告

８～９ 平成23年度国民健康特別会計決

算

10～11「ごみ減量」小さなことから始め

てみよう！

12 12月１日からバスの運行内容が

変わります

1３ 平成25年度（平成24年分）市民税・

県民税の申告相談について

事業主の皆さまへ「特別徴収」へ

の切り替えをお願いします

14～19 今月のおしらせ

戸籍だより

20 平川ねぷたまつり冬の陣
問合せ：生涯学習課　社会教育係　 ☎４４‐１２２１

　市では新成人を祝福し、激励するとともに、大人としての自

覚を促すことを目的に、平成24年度の成人式を開催します。学
校や仕事の関係などで、現在市外に住んでいる方でも出席でき
ます。
　新成人の皆さん、仲間同士お誘い合わせの上、ぜひご出席く
ださい。多数の参加をお待ちしています。

●日時　平成25年１月13日㈰
●場所　文化センター文化ホール

平成24年度　

平川市成人式を開催します

広報　ひらかわ　２０１２．１１

○受付　　　　　　12時
○記念撮影　　　　13時
○式典　　　　　　14時
○アトラクション　式典後

※市内の住所あてに12月上旬まで

　に案内状を送付しますが、万一

　お手元に届かない場合はお問い

　合わせください。平成23年度成人式

10月21日 カヘレラニ・アロハ・フラ教室（成田悦子さん）　11月５日 みちのく銀行労働組合（関川勇一執行委員長）

　　　　 現金10万円（教育や文化の振興のため）　　　　　　　　 　現金20万円（児童図書の購入費用のため）

寄附を頂きました



市内の話題

ひらかわスポーツフェスティバル

　体育の日の10月８日、平賀総合運動施設とお

のえスポーツセンターで「ひらかわスポーツ

フェスティバル」が開催されました。

　同フェスティバルは、ひらかわスポーツクラ

ブが主催しており、気軽にスポーツに触れて欲

しいと始まりました。今年で５回目を迎えます。

　この日は秋晴れのスポーツ日和となり、幅広

い年代の市民が野球や水泳、空手、バスケット

ボールなど23教室の中から好きなスポーツを選

んで爽やかな汗を流しました。

弘南鉄道ふれあい感謝祭

お菓子づくりとおはなし会

　10月14日、平賀駅前で鉄道の日イベント「弘

南鉄道ふれあい感謝祭」が行われました。

　駅前広場では､ ミニＳＬ乗車体験やラッセル

車の車内見学、ミニ四駆コース無料開放など多

彩なイベントが行われ、鉄道ファンや家族連れ

で賑わいました。

　駅構内で行われた電車との綱引き対決では、

２両編成で全長56㍍、重量56㌧の電車を来場者

約30人が力いっぱいに引っ張ると車体が動き出

し、大きな歓声が上がりました。

　10月27日、文化センターで「絵本に出てくる

お菓子づくりとおはなし会」が開かれました。

　この催しは、市読書推進運動協議会と平賀図

書館が主催し、おはなしに登場するお菓子を、

お母さんと一緒に作ることで、子供たちの絵本

に対する興味を深めるために行われました。

　お菓子づくりには親子12組・計27人が参加し、

アップルパイとリンゴのカップケーキ作りに挑

戦。出来上がったお菓子に、子供たちは満面の

笑みを浮かべていました。

広報　ひらかわ　２０１２．１１ ３
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平川市決算報告
平成２３年度

　平川市の平成2３年度決算が９月議会において認定されました。決算は、１年間にどれだけの収入が

あり（歳入）、それがどのように支出されたのか（歳出）を分類して集計したものです。ここでは、その

概要についてお知らせします。

【歳入】

市税
12.4％

自
主
財
源

21.5％

依
存
財
源

78.5％

負担金・使用料など  9.1％

地方譲与税など   3.6％

地方交付税
46.4％

国庫支出金
11.3％

県支出金 
12.8％

市債   4.4％

会計名 歳　入 歳　出

企
業
会
計

水道事業
収益的  ５億3,467万円 ４億7,048万円

資本的  2,640万円 ２億9,624万円

下水道事業
収益的  ８億1,011万円 9億1,966万円

資本的 5億  756万円 ７億2,664万円

会計名 歳　入 歳　出

特
別
会
計

国民健康保険 41億6,101万円 41億4,663万円

介護保険 32億4,500万円 32億1,182万円

後期高齢者医療  ２億3,992万円 ２億3,898万円

診療所  ３億4,680万円 ３億4,680万円

簡易水道 677万円 677万円

　特別会計と企業会計は、特定

の事業を行う目的でそれぞれ個

別に経理するものです。

特別会計
企業会計

※国民健康保険特別会計決算については、８・９ペー
　ジで詳しく解説しております。

区　分
具体的な内容と主な事業

決算額

市税 皆さんが納めた税金です。

■市民税　　　　　　　　　　　８億2,444万円
■固定資産税　　　　　　　　　 11億9,446万円
■軽自動車税　　　　　　　　　　　7,996万円
■たばこ税　　　　　　　　　　２億1,001万円
■入湯税　　　　　　　　　　　　　  375万円

※平成24年３月末の人口33,708人で計算

23億1,262万円

負担金・使用料など 特定のサービスを受ける人に負担してもらったお金
（保育料等）や施設使用料、住民票等発行手数料、学
校給食収入、繰越金などです。16億9,069万円

地方譲与税など 国が徴収した自動車重量税などのうち、一定基準と
して市に交付されたお金です。６億 7,017万円

地方交付税 市税収入の少ない市でも、市民に一定水準のサービ
スが行えるよう、国税（所得税、酒税、法人税、消
費税、たばこ税）から一定の基準により交付された
お金です。

86億5,847万円

国庫支出金 市が行う事業に対し、国が補助したり負担したりす
るお金です。21億143万円

県支出金 市が行う事業に対し、県が補助したり負担したりす
るお金です。23億8,440万円

市債 多額の経費がかかる事業を行うために、国や銀行か
ら新たに借りたお金です。８億2,407万円

市民一人当たりにすると 6 8 ，6 0 7 円

歳 入 総 額 １８６億４，１８５万円１８６億４，１８５万円

問合せ  ：  企画財政課  財政係 　　
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【歳出】

総務費
11.2％

民生費
28.8％

衛生費 5.5％

農林水産業費  
11.9％

土木費
9.5％

消防費   4.0％

教育費
7.6％

公債費
16.7％

その他 4.8％

　普通会計とは、他の市町村と比較できるように経理の範囲が定められた標準的な会計です。当

市では、一般会計に学校給食センター特別会計、尾上地区住宅団地温泉事業特別会計などを加え

たものを普通会計としています。

普通会計 平川市決算報告

平川カントリーエレベーター

歳

区　分
具体的な内容と主な事業

決算額

総務費 庁舎の管理、徴税、まちづくりなどに支出しました。

■コミュニティ育成事業奨励金　　       2,117万円
■新技術地域資源開発事業補助金　　　　 950万円
■防犯灯整備事業　　　　　　　　　　　 540万円

20億5,636万円

民生費 お年寄りや障害のある人、生活保護、子育て支援な
どに支出しました。

■老人福祉対策事業　　　  　        12億5,336万円
■保育所運営費　　　　　             ９億9,059万円
■生活保護費　　　  　　　　　     ７億8,927万円
■障害福祉対策事業　  　　　　     ６億3,342万円

52億7,655万円

衛生費 ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環境保全な
どに支出しました。

■ごみ・し尿処理事業　　　　　     ３億7,464万円
■乳幼児医療費給付事業　  　　　　　  3,435万円
■妊婦・乳幼児健診事業　　　　　　　  2,180万円

10億1,270万円

農林水産業費 農業の振興などに支出しました。

■津軽みらい農協のカントリーエレベーター等建設に対する補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　 14億2,868万円
■中山間地域等直接支払交付金　　  １億3,962万円
■野菜等生産力強化対策事業  　　　　  1,460万円
■園地づくり事業補助金　       　　　　　915万円

21億8,919万円

土木費 道路や公園の整備などに支出しました。

■道路新設改良・側溝整備事業　     ４億1,357万円
■市道除雪委託事業　　　  　　     ２億4,292万円17億4,115万円

消防費 消火活動、救急救命などに支出しました。

■消防屯所改築等整備事業　　  　　　  1,894万円
■消防団車両整備事業　　　　　  　　  1,843万円７億2,561万円

教育費 小中学校、公民館、生涯学習などに支出しました。

■図書館備品等整備事業　　　 　         1,069万円
■小学校パソコン一式整備事業　　　　    712万円14億65万円

公債費 借金の返済に支出しました。

■公債費軽減対策（繰上償還）  　     ６億5,100万円30億6,638万円

その他 議会の運営、雇用対策、観光振興などに支出しました。

■中小企業資金繰り支援事業  　     ３億4,383万円
■議会運営費（議員報酬など）　       ２億1,373万円
■雇用対策事業　　  　　　　　     １億2,187万円

８億7,581万円

出 総 額 １８３億４，４４０万円１８３億４，４４０万円

　　☎４４‐１１１１（内線１４３１・１４３２）
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健全化判断
比率の公表

　平成20年度決算から、財政健全化法が本格適用されました。昨年に引き続き、健全

化判断比率（財政が健全なのかどうかを判断するために国が定めた指標）を使って当市

の財政状況を説明します。

　　　全化判断比率の指標は、下記のとおり４つの項

　　　目があります。

１．実質赤字比率

　普通会計（前ページ「平成23年度決算報告」参考）の

赤字の大きさを表しています。当市は黒字ですので

表示されません。

２．連結実質赤字比率

　普通会計に公営事業会計（例：国民健康保険、水道、

下水道など）を含めた市全体での赤字の大きさを表

しています。これも当市は黒字ですので、表示され

ません。

３．実質公債費比率

　普通会計に公営事業会計や一部事務組合などを含

めて、当市の標準的な収入額に対するローン返済の

負担の大きさを表しています。当市は14.3％となっ

ており、昨年度から1.6ポイント改善されました。

４．将来負担比率

　普通会計に公営事業会計や一部事務組合、第３セ

クターなどを含めて、当市の標準的な収入額に対す

る、将来負担しなければならないと思われる実質的

な負債（市債残高など）の大きさを表しています。当

市は41.9％となっており、昨年度から30.1ポイント

改善されました。

　当市は、４つの指標ともにイエローカードとなる

早期健全化基準を下回っており、健全な状態にある

といえます。

　次に、水道事業や下水道事業といった皆さんから

の料金収入などによって運営されている、公営企業

と呼ばれるものの経営状況について説明します。経

営状態が健全なのかどうかは、事業規模に対する経

営資金の不足額の大きさを表す「資金不足比率」で判

断します。

　各会計とも資金不足は生じませんでしたので、こ

ちらも健全な状態にあるといえます。

（単位：％）

会計の名称
平川市の
比　　率

平川市の
前年比率

経営健全化
基　　　準

水道事業会計 － －

20.0下水道事業会計 － －

簡易水道特別会計 － －

※「－」は、資金不足がないことを表しています。

平川市さん
の家計簿

　

　前ページで説明した平川市の普通会計決算額をイメージしやすいように「年収

300万円の世帯」の家計簿に例えてみました。

（単位：％）

指　標
平川市の
比　　率

平川市の
前年比率

早期健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

実質赤字比率 － － 13.1 20.0

連結実質赤字比率 － － 18.1 30.0

実質公債費比率 14.3 15.9 25.0 35.0

将来負担比率 41.9 72.0 350.0

※「－」は、赤字額がないことを表しています。

健 全 化 判 断 比 率

資 金 不 足 比 率

健

問合せ  ：  企画財政課  財政係 　　

※300万円－ 295万円＝５万円（黒字）は、来年
　度に繰り越すことにします。

支　出 決算上の区分 金　額

食　費 人件費 51万円

光熱水費、日用品代 物件費 23万円

医療費、保育料など 扶助費 53万円

小遣い、冠婚葬祭 補助費など 25万円

リフォームや車購入 普通建設事業費など 53万円

ローンの返済 公債費 49万円

貯　金 積立金 　６万円

子どもへの仕送り 投資、貸付、繰出金 35万円

支出合計 295万円

収　入 決算上の区分 金　額

給　料 市税 37万円

パート収入 負担金、使用料など ５万円

入学祝や餞別など 諸収入など 22万円

親からの援助 地方交付税・国県支出金 223万円

新たなローン 市債 13万円

収入合計 300万円
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　　　校や道路を作るには、多額のお金が必要にな

　　　ります。その年の収入だけでは支払いができ

ないので、借金をすることになります。これを「市

債（＝市の借金）」と呼びます。これは、皆さんが住

宅や自動車の購入にローンを組むことと同じことで

す。また、借金をすることにより「住民負担の世代

間の公平のための調整」をすることができます（右

図参照）。

　さらに、市債の中には、ローン返済金の一部が地

方交付税で還元されるものもあります。つまり、市

の負担が軽くなる場合もあるのです。

知って納得
財政Ｑ＆Ａ

　当市の歳入総額の約半分を占める地方交付税って一体どういうものなのでしょうか。

また、地方自治体はなぜ借金をするのかなど、市民の皆さんが疑問に思っていること

にお答えします。

質 問 地方交付税って何？

  平川市が一定水準の行政サービスを行うため
  に必要な額

102億円

平川市の税収など
の基準となる額

普通交付税

　平川市は合併したことにより、10年間（平
成18年度～27年度）は同規模の市町村より毎
年14億円程度多くもらう計算となります。
　言い換えれば、平成28年度からもらえる額
が減っていくので、年間14億円の経費削減が
避けられません。

平川市は市町村合併で毎年14億円多
く普通交付税（臨時財政対策債を含む）
をもらっています。

地方交付税ってとっても大
事なんだね。増えるのか減
るのか気になるね。

79億円 2３億円

！

質 問 なぜ借金をするの？

！

こ こ で ワ ン ポ イ ン ト

市がローンを組んだ場合は
キャッシュバックされるこ
とがあるんだね。

平
　　　川市が平成23年度に使ったお金の約半分は、

　　　地方交付税で賄われました（約87億円）。この

地方交付税について簡単に説明すると、税収入が少

ない当市などの地方公共団体でも一定水準の行政

サービスを提供できるように国から交付されるお金

です。国税である所得税、酒税、法人税、消費税お

よびたばこ税の５税の一部が交付されています。

　地方交付税には、普通交付税と特別交付税がありま

すが、ここでは大部分を占めている普通交付税につい

て、どのように計算されているのかを説明します。

　普通交付税がどのくらいもらえるかは、下図のよ

うに「一定水準の行政サービスを行うために必要な

額」と「税収などの基準となる額」との差により計算

されます。行政サービスとは、消防、道路、教育、

福祉、産業など様々な分野にわたります。それぞれ

にかかる必要な額は、人口や面積といった国勢調査

などの統計調査の結果に基づいて計算されます。

　個別に計算されたこの経費を合算し、「一定水準

の行政サービスを行うために必要な額」（102億円）

が決まります。ここから「税収などの基準となる額」

（23億円）を引いた額（79億円）が普通交付税として交

付されます。

学

借 金 す る と

将来にわたって負担を分割

建設した年 １年後 29年後 30年後

市民負担市民負担市民負担
市民負担

０

30年後建設した年 １年後 29年後

借 金 し な い

建設時の市民のみが負担

市民負担
市民負担

０
市民負担

０
市民負担

０

と

例えば30年返済にすると
30年後にゼロに

　　☎４４‐１１１１（内線１４３１・１４３２）
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国民健康保険

－だれもが安心して医療を受けられるように－

　国民健康保険は、職場の健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方

を除くすべての方が加入することになっています。国民健康保険の主な役割は、加入者のみなさんがお医者

さんにかかった場合の医療費を負担することにあります。このたび９月議会において平成23年度の決算が認

定されましたので、その概要をお知らせします。

平成２３年度

問合せ  ：  国保年金課  国保係 　　

①保険税 国保加入者からの税金

②国・県支出金 国・県からの負担金・補助金

③共同事業交付金 基準以上の高額な医療費支払いに対する交付金

④療養給付費交付金 退職被保険者等医療費に対する交付金

⑤前期高齢者交付金 各保険者間の医療費の不均衡を調整するための交付金

⑥繰入金 一般会計からの繰入金

⑦その他 手数料などの諸収入

①保険給付費 保険で給付した医療費、出産・葬祭費など

②後期高齢者支援金等 後期高齢者医療制度にかかる医療費の支援金

③介護納付金 介護給付費支払いのための納付金

④共同事業拠出金 基準以上の高額な医療費支払いのための拠出金

⑤総務費 国保事業運営の人件費、事務費など

⑥保健事業費ほか 被保険者の健康保持増進の事業費など

平川市の国保の加入状況（平成23年度末）

　市の総人口33,708人（平成24年３月末）に対し、一

般被保険者および退職被保険者を合わせた国保の被

保険者総数は、11,273人で加入率は33.4％（対前年度

比0.4％減）となっています。

決算状況

　歳入の主なものは、国・県支出金で14億7,272万９千

円（対前年度比 6.2％減）。下のグラフのとおり収入の

約４割を占めています。

　保険税については、９億4,760万５千円（対前年度

比8.1％増）で収入の約２割を占めており、医療費の

大切な財源となっていることが分かります。

　歳出の主なものは、医療費の支払いとなる保険給付

費で26億4,123万８千円（対前年度比 2.4％減）で支出

の約６割を占めています。

　後期高齢者医療制度にかかる医療費の支援金であ

る後期高齢者支援金等については、５億1,010万２千

円（対前年度比 8.0％増）、高額な医療費支払いのため

の共同事業拠出金については、５億2,303万５千円（対

前年度比 0.7％増）となっています。これら２つと保

険給付費で歳出の約９割を占めています。

　平成23年度の国民健康保険特別会計の決算は、歳

入が41億6,100万９千円（対前年度比 0.1％増）、歳出

が41億4,663万４千円（対前年度比 1.3％増）でした。

歳入歳出の差し引き1,437万５千円は、一部を基金に

積み立てし、残額を平成24年度へ繰り越しました。

歳　入
41億
6,100万
９千円

①保険税
９億4,760万５千円
（22.8％）

②国・県支出金
14億7,272万９千円
（35.4％）

③共同事業交付金
４億6,415万４千円
（11.2％）

④療養給付費交付金
２億7,938万２千円
（6.7％）

⑥繰入金
３億3,756万８千円
（8.1％）

⑦その他
1,295万７千円
（0.3％）

平成23年度　国民健康保険特別会計決算状況

⑤前期高齢者交付金
６億4,661万４千円
（15.5％） 歳　出

41億
4,663万
４千円

①保険給付費
26億4,123万８千円
（63.7％）

②後期高齢者支援金等
５億1,010万２千円
（12.3％）

③介護納付金
２億6,185万３千円（6.3％）

④共同事業拠出金
５億2,303万５千円
（12．6％）

⑤総務費
9,867万８千円
（2.4％）

⑥保健事業費ほか
１億1,172万８千円（2.7％）

特別会計決算
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　　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）

　国民健康保険加入者の４０歳から７４歳まで

の方を対象に、特定健診を無料で実施して

います。対象となる方には特定健診受診券

（紫色の用紙）を送付していますので、ご確

認ください。

　メタボリックシンドロームやその予備群

の方を早期に発見し、特定保健指導による

改善を行うための健診です。

　特定健診の結果で、血圧・脂質・血糖の

いずれか１つ以上と腹囲が基準以上になっ

た場合、保健師による保健指導が行われま

す。特定保健指導では、対象者の日常生活

の状態を聞きながら運動や食生活を中心と

した改善をアドバイスします。

①健診結果に合わせた保健指導が受けられる

②保健指導で生活習慣改善ポイントがわかる

③毎年の受診で、継続した健康管理ができる

④病気を予防することで医療費を節減できる

　メタボリックシンドロームをはじめとす

る生活習慣病は、気づかないうちに進行し

ます。年に１度の特定健診で、健康状態の

チェックをしてください。

特定健診とは

特定健診を受けると

特定保健指導とは

問合せ　：　健康推進課　健康管理係
☎４４‐１１１１（内線１１４１）

特定健診を必ず
受診しましょう

年に１度は特定健診を

１件当たりの診療費

Ｈ22年度

Ｈ23年度

１万

３万

０
一般 退職（※） 全体

（単位：円）

23,532

28,551

23,934

２万

診療費＝入院＋入院外＋歯科 （※）退職者医療制度

　長年勤めた会社など
を退職して、厚生年金
などを受けている65歳
未満の方が加入する国
保の医療制度です。

　加入するためには一
定の条件を満たして
いる必要がありますの
で、詳しくは国保係
にお問い合わせくださ
い。

年間１人当たりの医療費と保険税

医療費＝入院＋入院外＋歯科＋調剤

Ｈ22年度

Ｈ23年度

１０万

２０万

４０万

５０万

０
一般 退職（※） 全体 保険税

（単位：円）

261,356

437,676

271,533

85,765

３０万

医療費と保険税

　歳出の約６割を占める保険給付費（医療費など）は、下のグ

ラフのとおりで、年間１人当たりの医療費（入院＋入院外＋

歯科＋調剤）が、全体（一般＋退職）で１人当たり27万1,533

円（対前年度比 0.1％減）となっています。

　また、１件当たりの診療費（調剤を除く）は、全体で２万

3,934円（対前年度比 2.7％減）となっています。

　年間１人当たりの保険税額は８万5,765円（対前年度比

9.3％増）で、現年度分の収納率は、92.1％（対前年度比 1.0％

増）となっています。

　決算状況の円グラフをみてわかるとおり、歳入では自己財

源である保険税の占める割合が約２割であるのに対し、依存

財源である国・県支出金や交付金、一般会計からの繰入金な

どが約８割を占めています。歳出ではその多くが医療費の支

払いにあてられています。

医療費の適正化に向けて

　増え続ける医療費の適正化を図り、健全な国民健康保険財

政を運営していくためには、一人ひとりが健康管理に努め、

健康の維持増進を心がけていくことが必要となっています。

　また、市では医療費の節減のため、低価格で安全性や効き

目は新薬と同等と認められている後発医薬品（ジェネリック

医薬品）を推奨しています。医師や薬剤師と相談しながら、

ジェネリック医薬品で薬代の負担を軽くしてみませんか。

　医療費を有効に使うため、同じ病気でのお医者さんの掛け

持ちや頻回受診をされている方に対して、健康推進課の保健

師が訪問・指導を行っていますのでご協力をお願いします。

ジェネリック医薬品
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Ｈ19 Ｈ20 Ｈ２３Ｈ２２Ｈ21

689

510515528521

8,879 6,624 6,3186,4246,647

1,177

1,3001,3211,3151,362

家
庭
ご
み
総
排
出
量（
㌧
）

１人一日あたりの
排出量（㌘）（資源物を除く）

資源物
可
燃
・
不
燃
・
粗
大
ご
み

家庭ごみ排出量の推移

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ22Ｈ21

16.1

全国

15.416.2

13.5

20.3
20.3 20.5 20.8

13.0
12.912.912.8

平川市

青森県

リ
サ
イ
ク
ル
率（
％
）

リサイクル率の推移

「ごみ減量」

小さなことから

始めてみよう！
　私たちが普段、暮らしの中で何気なく使っているものは、地球の限りある資源から作られています。

ごみを少なくするだけで資源の節約となるほか、焼却量が減り、二酸化炭素などの温室効果ガスの削減

にもつながります。

　地球環境を守り、美しい景観と安心して暮らせる環境を未来へ残すために…

まずは、小さな取り組みから始めてみましょう。

問合せ  ：  市民課  環境衛生係 　　

家庭ごみ排出量

　平成23年度に、市の各家庭から出たごみの量は6,318㌧で、資源物

は1,273㌧でした。

　有料化が始まった平成20年度は前年度に比べ、大幅に減りました。

その後はほぼ横ばいで推移しています。

リサイクル率

　リサイクル率は有料化実施後、少し上昇しましたが、全国平均と

比べると依然として低い水準です。

ごみの処理費

　平成23年度のごみ処理費用は２億9,622万４千円。一人当たり約 8

千700円、一世帯あたりだと約２万６千円になります。

　ごみ有料化による収入は 2,891万４千円で、これは処理費用の約

１割にあたります。

　ごみ処理費用すべてを有料化の手数料で賄おうとした場合、45㍑

入りのごみ袋１枚は300円程度となります。

平川市のごみの現状

　手軽に今からできるごみの減量には、生ごみの水切りがあります。生

ごみは水切りするだけでかなり重さが減り、また、水分が少なくなるこ

とにより焼却に必要な燃料を減らすことにもつながります。　

今日から始められるごみ減量３ポイント

■ティッシュの箱　　■６本入りの缶ビールなどを包んでいる紙　■ストッキングの台紙　　　　　　■包装紙

■お菓子等の箱　　　■はさみや接着剤など文房具の台紙　　　　■トイレットペーパーの芯　　　　■カレンダー

■ダイレクトメール　■２，３個パックのヨーグルトやプリンの台紙　■たばこの箱（中の銀紙は燃えるごみ）■紙袋、封筒

■歯ブラシの台紙 　■ポケットティッシュに入っている広告の紙　　■割り箸の袋　　　　　　　　　■値札

雑がみとして出せるもの

水切りをしっかりとする

雑がみをごみではなく、資源として出す

　雑がみとは、「新聞」「雑誌」「段ボール」「紙パック」「防水紙容器」以外の

資源化できる紙が全て雑がみです。

１
ポイント

２
ポイント
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紙・布

48％

その他４％

可燃ごみの組成割合

ビニール・合成樹
脂・ゴム・皮革

16％

不燃物

６％

生ごみ

16％

木・竹・わら

10％

　　☎４４‐１１１１（内線１２２５・１２２６）

　右のグラフのとおり、紙・布類が可燃ごみの半分ほどを占めており、

可燃ごみとして出される中にはリサイクルできる紙類がたくさん混

じっています。お菓子の箱・ティッシュペーパーの箱・包装紙など

もリサイクル可能な貴重な資源です。ごみとしてではなく､ 雑がみ

として資源に出しましょう。

～雑がみの出し方～

・白い紙ひもで十文字にしばって出してください。 

・小さいものは紙袋に入れて紙ひもでしばってください。 

・雑誌と一緒にしばってもＯＫです。

　缶やペットボトルなどを不燃ごみとして出していま

せんか？

　不燃ごみの排出状況を見ると、資源物としてリサイ

クルできる「缶」「ペットボトル」「びん」などがかな

り含まれています。少しだけ手間をかけ分別すること

により、地球環境への負担を減らすことができます。

　下の写真は不燃ごみの中身です。分別すれば資源物

としてリサイクルできる缶やプラスチック製容器包装

がかなり含まれています。

集団回収とは？ 

　家庭から出る缶・びん・古紙などの資源物を、地域の

団体で回収して資源物回収業者に引き渡す自主的なリサ

イクル活動のことです。グループで回収を行うため、一

緒に活動したり、情報交換したり地域のつながりが強く

なります。市では、こうしたリサイクル活動を推進して

いくために、資源物の回収量に応じて報奨金（１㎏当た

り４円）を支給しています。 

集団回収が地域に広がると・・・ 

　分別が徹底され、再商品化しやすい良質な資源を大量

に回収できます。家庭ごみの減量、リサイクル意識の向

上とともに、地域コミュニティの活性化にもつながりま

す。ちょっとの時間をグループ活動や地球環境の保護に

役立ててもよいと思う方、まずは身近な集団回収から始

めてみませんか？ 

どうやってはじめるの？ 

　市内の団体（企業・営利団体を除く）であれば、いつで

もはじめることができます。申請書などの様式は市民課

環境衛生係にあります。

集団回収のながれ 

①資源物を回収します。

②資源物回収業者に引き渡します。

③資源物回収運動推進報奨金交付申請書に集荷引取伝票

　を添付して市民課環境衛生係に提出してください。

資源物回収ステーション

　平川市役所本庁舎、尾上・碇ヶ関の各総合支所に、資源物回収ステーションを設置しています。年末年始を

除いて、毎日利用できます。利用時間は８時15分～17時までです。

古紙リサイクル・エコステーション

　古紙リサイクルを進めるために家庭から出る古紙を「資源」として回収する拠点です。設置場所などは下表の

とおりです。

設置場所 利用日・時間 回収古紙 設置者

平賀駅前商店街駐車場（本町北柳田8-17）

毎日
８時～17時

新聞紙
雑誌

雑がみ

平川市リサイクル
協議会

株式会社今井産業駐車場（新館藤山16-1）

文化センター第一駐車場（光城２丁目 30-1）

柏木町コミュニティセンター（柏木町東田167-58）
柏木町

子ども会育成会

コープあおもり平賀店（本町北柳田 23-5）
毎日

９時～20時
新聞紙・雑誌

雑がみ・段ボール

生活協同組合
コープあおもり

集団回収を行いましょう
缶、ペットボトルなどは分別する

　指定の回収日のほか、毎日利用できる回収ステー

ションもありますので、おでかけやお買い物のついで

にお気軽にご利用ください。

３
ポイント

不燃ごみの中身
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至
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市

市役所
本庁舎 至大鰐町
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ひらかドーム
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新
屋
西
口

新
　
屋

中
央
新
屋

新屋神社
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新屋 尾・ 直崎 の 概路 線行 便 略 図バ　ス　停 出発時間

尾 崎 公 民 館 7：10

中 央 尾 崎 7：10

尾 崎 北 口 7：11

尾 崎 西 口 7：12

新 屋 南 口 7：13

新 屋 神 社 7：15

新 屋 東 口 7：15

中 央 新 屋 7：15

新 屋 7：16

新 屋 西 口 7：17

平 賀 駅 前 7：30

　現在実施しているバスの実証運行の今後の在り方について、市が設置する「平川市地域公共
交通協議会」において協議した結果、次のとおり12月１日からバスの運行内容が変わることと
なりましたのでお知らせします。

新屋・尾崎直行便が今年も運行されます

　昨年度に引き続き、新屋・尾崎地区と弘南鉄道平賀駅を結ぶ直行便を実験的に運行することとなりました。

なお、運行は朝１便のみとなり、運賃が200円へと変更となりました。

循環バス　新屋・尾崎線の時刻が一部変更になります

バスなど公共交通を利用しましょう

　新屋・尾崎直行便の夕方の便廃止に伴い、新屋・尾崎線の最終便の時刻を変更します。

●変更時刻                                                                

   16時20分 平賀駅発→ 17時20分 平賀駅発へ変更します。

●変更時期
   12月１日から

●運行経路および運賃
   今までと変更ありません。運賃は200円（小学生以下100円、幼児無料）。

　市が運営する循環バスは、運賃収入を除く赤字部分を市が負担することとしているため、近年の利用者の

減少に伴い市の負担が年々大きいものとなっています。

　その対策として減便や運賃の値上げなどで対応してきましたが、これ以上の減便や運賃の値上げとならな

いよう、効率的で持続可能な公共交通サービスの実現のために、皆さまの多数のご利用をお願いします。

　12月３日㈪～
　平成2５年３月22日㈮

※平日のみの運転で、土・日・
　祝日および 12月22日㈯～
　平成2５年１月14日㈪までは
　運休となります。

●運行期間

●運賃

　200円
　（小学生以下100 円、幼児無料）

●時刻表 ●運行経路

12月１日から

バスの運行内容が変わります



広報　ひらかわ　２０１２．１１ １３

　営業・農業などの収支決算書類については、早い時期から整理し事前

に集計した上で、申告時にご持参くださるようお願いします。

平成25年度（平成24年分)　市民税・県民税の申告相談について

　平成２４年分の市民税・県民税（兼国民健康保険税）の申告相談および確定申告相談については、市民の皆さ
んからのご要望などに配慮し、以下により実施することを計画しています。皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
　詳しい日程などについては、１２月・１月の広報などで随時お知らせします。

日　程（予 定） 場　所

申告相談 ( 町会指定） 平成25年２月１日㈮～３月６日㈬
本庁舎、尾上総合支所、

碇ヶ関総合支所、葛川支所

確定申告相談 平成25年３月７日㈭～３月15日㈬ 本庁舎

申込み・問合せ　：　税務課　住民税係　☎４４‐１１１１（内線１２４１・１２４２・１２４３）

「特別徴収」への切り替えをお願いします

　給与所得者の個人の市町村民税・県民税（一般的に「住民税」）は、原則、給与から住民税額を差し引いて、

市町村に納入する「特別徴収」の方法が法律により定められています（地方税法第321条の４）。

　事業主（給与支払者※）は、所得税の源泉徴収と同様に、住民税額を毎月の給与から差し引いて（年12回）、

市町村に納入することになります。

※給与支払者⇒常時２人以下の家事使用人のみに対し給与を支払いする者以外

　個人住民税の特別徴収とは

　特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業

主（給与支払者）が従業員（給与所得者）へ毎月支払う

給与から個人住民税を徴収（天引き）し、従業員に代

わって納入する制度です。

　特別徴収義務者とは

　特別徴収義務者の指定を受けた給与支払者をいいます。

特別徴収義務者は、市町村から通知する特別徴収義務

者の通知書に基づき、定められた住民税額を毎月の給

与から差し引いて、翌月10日までに市町村に納入して

いただきます。

事業主の皆さまへ

事業主（給与支払者）には、住民税を「特別徴収」する義務があります。

個人住民税の特別徴収のしくみ

市町村

②税額の計算
①給与支払報告書の提出
（１月31日まで）

③特別徴収税額通知
（事業主用・従業員用）
（５月31日まで）

⑥税の納入
（翌月10日まで）

事業主
（給与支払者）

④特別徴収税額の通知
（従業員用）

⑤税の徴収
（６月～翌年５月の給与支払時）

従業員
（給与所得者）



～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）

■11月28日 ㈬、12月12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）

■11月28日 ㈬、12月12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）

■12月４日㈫、18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）

■12月14日㈮、27日㈭／13時～15時

／健康センター／福祉課地域包括支

援係（☎44‐1111）

■12月18日㈫／10時～11時30分／平

賀農村環境改善センター／福祉課地

域包括支援係（☎44‐1111）

※会場が変更になる場合、在宅介護

　支援センターから連絡します。

問合せ　福祉課地域包括支援係

●デイケア

　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　12月13日㈭９時～11時30分

内容　クリスマス会

対象　統合失調症で治療中の方など

集合場所　健康センター

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●パパになるあなたの禁煙をサポー

　トします！

　産まれてくる小さな命を守るため、

妊娠を機会に禁煙しようとするパパ

をサポートします。最寄りの禁煙サ

ポート薬局へお申し込みください。

市内の禁煙サポート薬局

▷マルチ薬局　　　☎44‐2711

▷まちい調剤薬局　☎40‐0705

▷碇ヶ関調剤薬局　☎49‐5133

※市外薬局については、お問い合わ

　せください。

問合せ　健康推進課保健係

※定員になり次第締め切ります。

その他

　検査結果は、検査から約１カ月後

の送付となり、健康センターの保健

師より電話や手紙または訪問で説明

があります。詳しくは申し込みの際

にご確認ください。

申込み・問合せ　国保年金課国保係

●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／場所／申込先

■11月22日㈭、12月13日㈭／14時～

15時30分／緑青園／平賀在宅介護支

援センター（☎44‐6116）

■11月27日 ㈫、12 月11日 ㈫ ／10時

○健康

●脳ドック検診追加募集

　脳および脳血管疾患の早期発見・

予防を目的に、脳ドックを実施して

います。定員までに若干の余裕があ

るため、次のとおり追加募集します。

募集人数　若干名

対象

　30歳～65歳（昭和22年１月１日～昭

和57年12月31日生まれ）までの平

川市国民健康保険加入者

個人負担金

　7,000円（検査当日に支払ってください）

実施日

　平成25年２月～３月の月・水・金曜

日のうち、空きがあり受診できる日

申込開始日時

　12月３日㈪８時15分～

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/

●脳ドック検診追加募集

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血

11/23㈮
 9:00～12:00  ひらかドーム

 （ひらかわフェスタ2012）13:00～15:00

11/27 ㈫
10:00～11:30  ㈱タカシン本社工場

13:00～16:00  ㈱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

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 12/ 5㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年８月生 12/18㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年12月生 12/ 5㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成23年５月生 12/19㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年６月生 12/14㈮ 12:00～12:30

持ち物

▷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　　　申込み・問合せ　健康推進課保健係

●乳幼児健康診査・子育て広場

１４

●デイケアを開催します

広報　ひらかわ　２０１２．１１

●パパになるあなたの禁煙
　をサポートします



１５

●健康講座～健康力をアップ～

期間　12月12日㈬～平成25年２月20

　　　日㈬　各10回

※①毎週木曜日14時～15時、

　②毎週金曜日18時30分～19時30分

　　の２コースから選択。

場所　健康センター

内容　室内でできる軽運動

参加料　無料

※ただし保険料300円は自己負担。

申込締切　11月26日㈪

※先着順（ただし初めて受講の方、

　６回以上参加できる方を優先）。

申込み・問合せ　健康推進課予防係

○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、市税の納付および納税相

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、納税通知書および

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　11月22日㈭17時～19時

■休日窓口

日時　11月25日㈰８時30分～17時

問合せ　収納課収納係

● 12月４日～ 10日は

　「第64回人権週間」です

　昭和23年12月10日、第３回国際

連合総会で世界人権宣言が採択さ

れて以来、国連ではこれを記念し、

毎年12月10日を「人権デー」と定め、

各国で基本的人権尊重の精神を徹底

させるための記念行事が行われてい

ます。わが国では、「人権デー」を最

終日とする１週間を「人権週間」と定

め、人権尊重を呼びかけています。 

　「人権週間」にあたり、私たち一人

ひとりが人権について考え、明るく

豊かな社会を作りましょう。

　なお、毎日の生活の中でお困りの

方は、お近くの人権擁護委員または

法務局にご相談ください。相談は無

料で、秘密は厳守します。

▷子ども人権 110 番

☎0120‐007‐110

▷女性の人権ホットライン

☎0570‐070‐810

問合せ　青森地方法務局弘前支局

☎26‐1150

●困りごと相談

　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

関係でお悩みの方、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　市内在住の方

日にち　11月28日㈬、12月19日㈬、

　平成25年１月23日㈬、２月27日㈬

時間　18時～20時

場所　健康センター

問合せ　健康推進課予防係

●健康相談

　市では、毎月２回尾上総合支所で

「健康相談」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　12月７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

●『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

●創業・起業支援個別相談会

　公益財団法人21あおもり産業総

合支援センターでは、青森県内で起

業に関心がある方や起業を志す方、

新たに事業を始められる方、事業を

開始して間もない方を対象に、起業

支援専門家（インキュベーション・

マネジャー）による個別相談会を開

催します。

日時・場所

■11月22日㈭、12月20日㈭

　13時～16時　尾上総合支所会議室

■11月29日㈭、12月13日㈭

　13時～16時　黒石商工会議所

■12月６日㈭、平成25年１月10日㈭

　13時～16時　平川市商工会館

料金　無料

時間　一人あたり１時間程度

申込締切　各会場相談日３日前まで

※申込者多数の場合は調整あり。

申込み・問合せ

　（公財）21あおもり産業総合支援

　センター総合支援室

☎017‐777‐4066

●12月４日～10日は

　「第64回人権週間」です

各種相談

●休日・夜間納税窓口

●困りごと相談

広報　ひらかわ　２０１２．１１

　農林水産物が豊富な11月を、青森県では「食育月間」としています。

食育とは、一人ひとりが生涯を通して心身ともに健康的な生活を送る

ことができるよう、食に関する様々な知識や、食について考える習慣

などを身につけ、活動に取り組むことです。

　市では、食育行動プランの中で、「バランスのとれた食生活」、「食

の安全・安心、地元食材の消費推進」、「学校での食の学習」という３

つの重点推進目標を定め食育を推進しています。

　この推進活動のひとつとして、11月23・24日にひらかドームにおい

て、ひらかわフェスタ2012を開催し、食育に関する紹介・展示などを

行います。このような活動を展開し、食育の一層の定着を図っています。

問合せ　農林課　食産業振興係

●食育通信⑧　～11月は食育月間～

●健康講座
　～健康力をアップ～

●健康相談

●創業・起業支援個別相談会

●「消費者トラブル」
　　＆「多重債務」相談窓口



今月のおしらせ

●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

　12月５日㈬健康センター

　12月19日㈬尾上地域福祉センター

時間　13時30分～15時30分

※当日の相談でも構いませんが、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

●行政・人権相談所

　12月４日㈫から10日㈪までの一

週間は、「人権週間」です。この週間

にちなんで、行政問題と人権問題に

ついての合同相談所を開設します。

　行政に関する苦情・意見・要望な

どがある方、または毎日の生活の中

で、困りごと・差別・嫌がらせなど

の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　12月７日㈮ 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

○募集

●市臨時職員募集

　市では、緊急雇用対策として臨時

職員を募集します。

業務内容　窓口業務、文書作成など

受験資格　学卒者および若年者（お

　　　　　おむね40歳まで）

募集人員　２人

雇用期間　平成25年１月７日㈪

　　　　　～３月26日㈫

対象者

　次のいずれかの条件を満たす方

で、各事業の資格・要件などを満た

す方が対象となります。

①東日本大震災により被災した求職者

②平成23年３月11日以降に離職し

　た失業者

③平成23年３月以降に学校を卒業

　した未就職者

※マイクロソフト社のワード・エク

　セルの基本操作ができる方

※②、③の方で、過去の緊急雇用創

　出事業により、通算で６カ月を超

　えて採用されたことのある方（市

　外での採用を含む）は、応募でき

　ません。

応募方法

応募書類

１．履歴書 ( 顔写真必須・Ａ３また

　　はＡ４版 )

２．失業中であることを確認できる

　　書類の写し ( 雇用保険受給資格

　　者証など )

３．被災求職者の方は、東日本大震

　　災で被災した事を証明できる書

　　類 (罹災証明書など) の写し

応募締切　12月14日㈮

採用試験日　12月25日㈫

※詳細な日時は応募者へ別途連絡。

申込み・問合せ

　商工観光課雇用対策係

●食生活改善推進員養成講座

　受講生募集

日にち

　12月11日㈫、21日㈮、平成25年１

月８日㈫、22日㈫、２月６日㈬、21

日㈭、３月７日㈭、15日㈮の８日間

時間　９時～12時

場所　健康センターなど

対象　健康づくりに関心のある方

内容　講話、調理実習や軽運動など

　　　でおおむね20時間を受講

料金　1,700円（テキスト代）

定員　20人（先着順）

申込締切　11月30日㈮

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●排水設備工事配管工認定講習

　青森県下水道協会による「平成

24年度排水設備工事配管工認定講

習」が実施されます。

日時　平成25年１月18日㈮10時30分～

場所　青森・弘前・八戸会場

料金　7,000円

申込締切　12月４日㈫

申込方法　

　上下水道課で申込書を配布してい

●食生活改善推進員
　養成講座受講生募集

●市臨時職員募集

募集

●排水設備工事配管工

　認定講習

１６ 広報　ひらかわ　２０１２．１１

⑴ 採取検査結果

　10月に市内の農作物を採取し検査した結果は次のとおりです。

農 作 物 採 取 場 所 採 取 日 検 査 結 果

①人参 　葛川地内　 10月29日 検出なし

②りんご 　高畑地内　 10月29日 検出なし

③りんご 　金屋地内　 10月29日 検出なし

④りんご 　碇ヶ関古懸地内 10月29日 検出なし

※「検出なし」とは、検出下限値未満を意味します。

⑵ 空間測定結果

　10月29日に市内６カ所で空間測定した結果、下記のとおりとなりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［単位：マイクロシーベルト / 時間 ( μ Sv/h)］

測 定 場 所
測  定  結  果

１ｍ 50㎝ １㎝

八幡崎地内 0.03 0.03 0.03

金屋地内 0.04 0.04 0.04

館田地内 0.04 0.05 0.04

広船地内 0.04 0.03 0.03

葛川地内 0.03 0.03 0.03

碇ヶ関地内 0.04 0.03 0.04

※１ｍ、50㎝、１㎝は地上からの高さです。

※青森県の過去の平均値の範囲（0.017～0.102マイクロシーベルト / 時間）

問合せ　農林課農業振興係

放射性物質検査結果農 物作

●行政・人権相談所

●こころとからだの相談



コーナーを通じて交流します。市民

の皆さんどなたでも参加できますの

でぜひおいでください。

日時　12月16日㈰10時～14時30分

場所　健康センター

内容

ゲーム・体験コーナー

　プラ板、もちつき

作品展示コーナー・子ども広場

　子育て相談、遊ぼうコーナー、

おもちゃ病院

模擬店

　焼きそば、おにぎり、ケーキなど

※模擬店利用の方は、11月28日㈬

　までに各児童館、社協碇ヶ関事業

　所にて、前売り券を販売します。

※送迎希望の方は、各館および事業

　所に同様に申し込んでください。

申込み・問合せ

　▷平賀児童館　☎080‐6026‐4910

　▷尾上児童館　☎57‐5311

　▷社協碇ヶ関事業所　☎45‐2725

参加料　無料

申込締切　12月21日㈮

尾上図書館

日時　12月８日㈯ 14時～15時

場所　生涯学習センター２階和室

参加料　無料

申込締切　12月７日㈮

申込み・問合せ

▷平賀図書館　☎44‐7665

▷尾上図書館　☎57‐5980

●自殺予防啓発講演会

日時　11月30日㈮ 13時30分～15時

場所　健康センター

内容　体験談「大切な人を失って～

　　　遺族からのメッセージ～」

　　　講師ＮＰＯ法人全国自死遺族

　　　総合支援センター事務局長　

　　　南部節子さん

申込締切　11月22日㈭

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●児童館まつり

　児童館事業を紹介するとともに、

地域の子どもたちがゲームや体験

ます。申込書に所定の書類を添えて、

直接上下水道課までお持ちください。

受験資格などについてはお問い合わ

せください。

問合せ　上下水道課下水道係

●自衛官

■高等工科学校生徒

資格　15歳以上17歳未満の男子

　　　（平成８年４月２日～平成10

　　　　　　年４月１日生まれ）

申込締切

推薦受験　12月７日㈮

一般受験　平成25年１月７日㈪

試験日　

推薦受験　平成25年１月12日㈯～

　　　　　14日㈪の間で指定する

　　　　　１日

一般受験　平成25年１月19日㈯

試験場所　

推薦受験　陸上自衛隊高等工科学校

　　　　　（神奈川県横須賀市）

一般受験　千年交流センター（弘前市）

問合せ　自衛隊弘前地域事務所

☎27‐3871

○催し

●「市民新年を祝う会」

　「市民新年を祝う会」を次のとおり

開催します。どなたでも参加できま

すので、どうぞご参加ください。

日時　平成25年１月４日㈮14時30分～

場所　南田温泉ホテルアップルランド

参加料　3,500円（当日頂きます）

申込締切　12月14日㈮

送迎バス　碇ヶ関総合支所

　　　　　13時30分発

申込み・問合せ

▷総務課行政係

▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課

　総務係

●クリスマスおはなし会

　クリスマスをテーマにしたおはな

し会を平賀・尾上図書館で開催しま

す。皆さんどうぞご参加ください。

平賀図書館

日時　12月22日㈯14時～15時

場所　文化センター２階中研修室

●自殺予防啓発講演会

１７

●市民新年を祝う会

広報　ひらかわ　２０１２．１１

国民年金
未支給年金について

　年金をもらっている方が亡く

なった時、年金は後払いなので、ま

だもらっていない年金が残ります。

これを「未支給年金」といいます。

　未支給年金は、①配偶者②子③

父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順

で遺族が受け取れます。ただし、

そのためには「生計同一」という

条件があります。

　生計同一とは簡単に言えば「同

じ財布で暮らしてきた人」という

ことです。

　未支給請求の手続きに必要な書

類などについては死亡届の際に説

明しますが、戸籍謄本作成に数日

かかるので、実際の手続きはその

後行います。詳しくは、国保年金

課年金係へお問い合わせください。

平成24年分の社会保険料控除証明書について

　一年間に納付した国民年金保険

料の額を証明する「国民年金保険

料控除証明書」のハガキが、日本

年金機構から毎年11月初旬に送付

されます。この証明書は、所得税・

住民税の社会保険料控除の対象と

なりますので、大切に保管してお

いてください。

　証明内容は本年１月から10月１

日までに納付された国民年金保険

料額と、年内に納付が見込まれる

場合の納付見込額です。

　納付忘れなどがある場合も、年

内に納付すれば、今年分の控除

として申告することができます。

万一、控除証明書を失くしてし

まった方は再発行することができ

ます。

　また、年の途中から国民年金に

加入した場合など、10月２日以降

に今年初めて保険料を納付する方

については、翌年２月初旬に同様

の証明書が送付されます。

●クリスマスおはなし会

●児童館まつり

●自衛官募集

催し



今月のおしらせ

お気軽にご相談ください。

申込み・問合せ

　（独法）勤労者退職金共済機構　林業退

　　職金共済事業本部　☎03‐6731‐2887

●永住帰国した中国残留邦人、樺太

　残留邦人の皆さまへ

　中国残留邦人・樺太残留邦人の皆

さまには、国が国民年金保険料を負

担して追納し、老齢基礎年金を満額

支給する制度があります。これを受

け取るには、次の要件すべてに当て

はまった時から５年以内に厚生労働

省への申請が必要です。

　この制度が始まった平成20年１

月１日の時点で既に要件を満たして

いた方は、今年12月31日で申請が

締め切られます。まだ申請がお済み

でない方は、ご連絡ください。

　次のすべてに当てはまる60歳以

上の方が対象になります。

①明治44（1911）年４月２日～昭和 21　

　（1946）年12月31日までに生まれた方

②永住帰国した日から引き続き１年

　以上日本国内に住所のある方

③昭和36（1961）年４月１日以後に

　初めて永住帰国した方

申込み・問合せ

　厚生労働省社会・援護局援護企画

　課中国残留邦人等支援室自立援護

　係 　　　　　☎03‐5253‐1111

○お知らせ

●「ぬくもりメッセージ」標語

　　　優秀作品が決定しました

　市内の小中学校を対象に「ぬくも

りメッセージ2012」標語を募集した

ところ、1,053人の参加があり、厳正

な審査の結果、次のように優秀作品

が決まりました。

市長賞（小学生の部）

『あいさつで 人がつながる 通学路』

　駒井七
な な せ

瀬さん（金田小学校６年）

市長賞（中学生の部）

『ありがとう 照れて言えない でも感謝』

　松田倖
こ う や

哉さん（尾上中学校１年）

学年最高賞

　外川滉
ひ ろ

さん（平賀東小学校１年）

　清藤禮
ら い む

矛さん（金田小学校２年）

　小笠原乃
の あ

葵さん（平賀東小学校３年）

　八木橋暉
ひかる

さん（平賀東小学校４年）

　古川駿
しゅん

さん（小和森小学校５年）

　小田切華
か ほ

歩さん（尾上中学校２年）

　小沼瑞
みずき

さん（尾上中学校３年）

問合せ　健康推進課予防係

●母子寡婦福祉資金の予約貸付

　母子寡婦福祉資金の平成25年度

の修学資金、就学支度資金および修

業資金の貸付申込を次のとおり受け

付けます。提出書類など、詳しくは

お問い合わせください。

申込締切　平成25年１月31日㈭

問合せ　福祉課こども家庭係

●雇用奨励金事業

　市では、市民の方を雇用した事業

主に対して交付する奨励金事業を

行っています。詳しくは市ホーム

ページをご覧ください。

問合せ　商工観光課雇用対策係

●尾上図書館休館のおしらせ

　尾上図書館の特別蔵書点検を行い

ます。通常の休みと合わせて次の期

間が休館となります。市民の皆さま

にはご不便をおかけしますが、ご理

解とご協力をお願いします。

期間　11月26日㈪～ 12月３日㈪

問合せ　尾上図書館　☎57‐5980

●不動産取得税のおしらせ

　不動産取得税は、家屋の新築・増改

築や土地・家屋を売買・交換・贈与な

どで取得した際に、一度だけ取得者に

課税される税金です。納税通知書は、

不動産の取得後ある程度の期間をおい

て送付されますので、指定された納期

限までに納付してください。

　なお、住宅の新築、既存（中古）住宅

の取得、または住宅用地を取得した場

合など、一定の要件を満たした場合に

は、申請をすることで軽減を受けられ

る制度があります。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課税第二課

　☎32‐1131

●林業退職金共済制度（林退共）

　林業の仕事をしていたことがあり

ませんか？林退共制度に加入してい

たが、退職金をまだ受け取っていな

い方を探しています。

　以前、林業の仕事をしていたが、

ご自身が林退共へ加入していたか分

からない方についてもお調べしま

す。また、被災された共済契約者お

よび被共済者の皆さまに対し、各種

手続き（共済手帳の紛失、退職金の

請求など）の必要が生じた場合は、

　市では、パソコンに興味がある方、もう一度基
礎から学びたい方のために、相談・講習会をすべ
て無料で行っております。講習会は電話でお申し
込みください。

講習会日時 内容（定員：８人）

12/ 5㈬ 10:00～12:00 年賀状作成１‐ワードでの宛名面を作ってみませんか？

12/ 6㈭ 10:00～12:00 年賀状作成２‐せっかくなので文章面も作りましょう！

12/12 ㈬ 13:30～15:30 Windows７入門‐ウィンドウズって何？（基本がわかれば楽しめる！）

12/14 ㈮ 10:00～12:00 ワード１‐ワードの基本を学ぼう！（文字の色や書体の変更など）

12/19 ㈬ 13:30～15:30 ワード２‐簡単なチラシを作ろう！（箇条書き、ページ罫線など）

12/21 ㈮ 13:30～15:30 ワード３‐絵や変形文字で効果的なチラシを作ろう！（ワードアートなど）

場所　文化センター２階　　申込開始　11月17日㈯

申込み・問合せ　ＩＴサポートセンター　☎55‐0341（直通）

　受付 8時15分～12時、13時～17時（日・月曜日、祝日は休業）

※11月28日㈬、29日㈭は 11時30分からの受付開始になります。

●ＩＴサポートセンター　無料相談・講習会

●母子寡婦福祉資金の貸付申込

●不動産取得税

１８

●尾上図書館休館のおしらせ

●永住帰国した中国残留邦人、

　樺太残留邦人の皆さまへ

広報　ひらかわ　２０１２．１１

●林業退職金共済制度（林退共）

●雇用奨励金事業

おしらせ

●「ぬくもりメッセージ」
　標語優秀作品が決定



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。

小和森　芽
い ぶ き

吹ちゃん　工　藤　勇　人

館山　　宗
そ う す け

輔くん　　今　井　信　輔

本町　　飛
ひ な た

向くん　　田　中　貴　規

尾崎　　真
し ん じ

慈くん　　中　嶋　正　和

平田森　陽
は る た

大くん　　古　川　祐　介

平田森　ほなみちゃん　谷　川　利　幸

平田森　琴
こ と な

菜ちゃん　古　川　直　彦

町居　　皓
こ う だ い

大くん　　山　口　将　雄

高木　　英
えいしょう

将くん　　米　村　　　晋

尾上　　智
と も き

輝くん　　大　塚　健　祐

猿賀　　大
ひ ろ と

和くん　　石　岡　俊　和

八幡崎　煌
こ う あ

空くん　　福　士　養　一

日沼　　音
お と わ

羽ちゃん　葛　西　章　吾

新山　　創
そ う す け

介くん　　一　戸　志　行

　沖館　　　　　中　田　隆　也

　弘前市　　　　桜　井　朋　美

　新屋　　　　　齋　藤　　　満

　広船　　　　　長　尾　紀　子

　尾崎　　　　八木橋　健　太

　弘前市　　　山　内　愛　里　

　金屋　　　　駒　井　崇　之

　南田中　　　小田桐　亜貴子　

　猿賀　　　　清　藤　　　巧

　弘前市　　　松　村　光　子

　

岩館　　　栗　林　盛　男　80

岩館　　　栗　林　キミエ　90

柏木町　　澤　谷　チ　ヨ　85

大坊　　　大　湯　竹三郎　81

原田　　　成　田　繁　春　95

小和森　　阿　部　秀　明　58

館山　　　古　川　し　ま　88

苗生松　　小　林　兼　美　87

本町　　　百　澤　ト　シ　92

沖館　　　山　形　リ　ヱ　100

沖館　　　小　野　隆　一　84

沖館　　　吹　田　　　繁　80

小国　　　白　戸　セ　ツ　81

唐竹　　　佐　藤　陽　一　80

唐竹　　　一　戸　　　忍　24

切明　　　相　川　節　三　79

新館　　　小　野　勝　德　84

新館　　　小　野　三千雄　79

新屋　　　長　尾　タ　カ　77

新屋　　　工　藤　ミツエ　81

新屋　　　葛　西　義　弘　76

新屋　　　太　田　拓　馬　24

尾崎　　　長　内　武　行　37

金屋　　　大　里　み　つ　83

金屋　　　佐　藤　フ　サ　87

南田中　　大　里　ク　リ　88

南田中　　佐　藤　タ　ヨ　87

南田中　　葛　西　政　勝　76

高木　　　長　田　タ　マ　92

新屋町　　山　口　テ　ツ　83

猿賀　　　 　　　ミツヱ　78

猿賀　　　齋　藤　金　藏　86

日沼　　　須　藤　哲　男　78

蒲田　　　一　戸　芳　昭　69

碇ヶ関　　田　中　　　弘　78

戸 籍

だ よ り

10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。

10月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚590人　（－14）　■男性　15‚762人　■女性　17‚828人

　■世帯数　11‚449世帯（－２）　■転入　63人　　　■転出　52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

１９広報　ひらかわ　２０１２．１１
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問合せ：商工観光課　観光係　 ☎４４‐１１１１（内線２１８４）

平川ねぷたまつり

18:00

18:10

18:30

19:00

20:00

よさこいソーラン

開会式・鏡割り

ねぷた運行開始

よさこいソーラン

ねぷた運行終了

12/８㈯

―プログラム―

18:00

18:10

18:30

19:00

20:00

よさこいソーラン

オープニングあいさつ

ねぷた運行開始

よさこいソーラン

ねぷた運行終了

12/９㈰

冬の陣

※天候などの事情により、中止する場合があります。

※運行の妨げになりますので、ねぷた運行コース等には絶対に

　路上駐車しないでください。

※ 17：30～20：30の間、交通規制を予定しています。ご不便やご

　迷惑をおかけしますが、ご協力くださるようお願いします。

市役所本庁舎前 ～平賀駅前運行

参加ねぷた団体
柏木町ねぷた愛好会

本町ねぷた会

館田町会

金屋同志会

光城ねぷた会

沖館ねぷたの会

平成町会

新屋町有志会

世界一の扇ねぷた運行
実行委員会


