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平川市住宅用太陽光発電システム導
入支援補助金

９ 市税のコンビニ収納が始まります

１０ 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）
が延長されました
軽自動車税減免のおしらせ

１１ 第３６回平川市おのえ花と植木まつり
第２０回平川市広船志賀坊まつり

１２ 平成２９年度春狂犬病予防注射日程

１３ 体育協会だより
文化協会だより
食育通信
中国語講座を開催します

１４〜１８ 今月のおしらせ

１９ 戸籍だより

２０ ４月で１歳になる我が家のアイドル
「ヤーヤくん」ＬＩＮＥスタンプの
販売を始めました

３月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　３１，９０８人（−７２）　■世帯数　１１，８０４世帯（＋２４）　

　※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　　５件（負傷者８人、死者０人）

３月の出動件数　

　■火災出動　０件　■救急出動　　５８件　

　■救助出動　０件　■そ　の　他　　１４件

　ご家族やご友人との写真を募集します。年齢は問いませ

ん。募集した写真は平成２９年度中の市議会だより（年４回

発行）に使用し、市ホームページにも掲載します。あなた

の輝く笑顔を募集中！ 

※応募多数により、使用されない場合があります。あらか

じめご了承ください。

募集締切　５月３１日㈬

応募方法　住所・氏名を明記のうえ、写真を添付して郵送ま

たは議会事務局のメールアドレスまでご応募くだ

さい（下記のＱＲコードを読み取ると、申し込み

のメールが作成できます）。応募の際には、必ず写

真に写っているご本人（未成年者の場合は保護者）

の許諾をお取りください。

応募条件　写真は３枚まで。縦長・横長

　　　　　どちらでも可（データサイズ

　　　　　４ＭＢ以下）。スマホ写真も可。

申込み・問合せ：議会事務局　議事係　 ☎４４‐１１１１（内線１５１２）
　　　　E-mail　gikai@city.hirakawa.lg.jp

笑顔の写真を募集します

　市議会だよりの表紙を市民の皆様の笑顔で
飾りませんか？

３月１日　日本マクドナルド株式会社コーポレートリレー
　　　　　 ション本部ＣＳＲ部（高崎明美統括マネージャー）
　　　　　 防犯笛２５０個（子どもが被害にあう事件事故を未然に防ぐため）
３月１５日　稲穂会（小山内柳一会長）
　　　　　 図書券５万円（図書購入費用として）
３月２７日　平川市ボランティア連絡協議会（鎌田正信会長）
　　　　　 防犯笛２３０個（子どもが地域の中で安心して暮らすため）

寄附を頂きました 今月の表紙

　３月２６日、ひらかドーム周辺で平川市消防団
の出初式が行われました。市内の２０分団の団員

と４つの幼年消防クラブ員が参加し、放水訓練

やまとい振り、分列行進などを行い、防災への

意識を高めていました。
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市内の話題

トップセールス　大阪＆東京
　大阪市旭区の千林商店街（１月２１日～２２日）

と東京都で行われたＮＨＫ全国フェスティバル

（３月１１日～１２日）で、長尾市長らが市特産品

のトップセールスを行いました。

　関西圏で初となるトップセールスを行った大

阪では販売のほか、旭区長の表敬訪問が行われ

ました。

　また、東京では大規模なイベントでの出展と

なり、りんごや山菜加工品、市の推奨品などの

物産とともに平川市の観光ＰＲを行いました。

100 歳おめでとうございます

ひらかわ健康ポイント事業当選賞品贈呈式

　３月１９日、小田桐祐造さん（中佐渡）がめ
でたく１００歳を迎えられ、顕彰状と記念品が贈
呈されました。
　小田桐さんは夫婦で農業に励み、２人の子ど
もとそれぞれ４人の孫、ひ孫に恵まれました。
趣味は読書で、ジャンルを問わずに様々な本を
読んでいました。
　古川副市長が「健康に気を付けて年齢を重ね
てほしい」と顕彰状を贈呈すると、小田桐さん
は「まだまだ若いつもりです。今後もよろしく
お願いします」と述べました。

　３月３１日、市役所本庁舎において、ひらか
わ健康ポイント事業当選賞品贈呈式が行われま
した。
　ひらかわ健康ポイント事業は平成２８年度か
ら始まったもので、１，１１２人が参加しました。
このうち抽選資格者は１８３人で、３月１日に行
われた抽選で、当選者が決定しました。
　贈呈式には１等と２等の当選者代表の４人が
参加し、長尾市長から賞品を受け取りました。
長尾市長は「皆さんに参加してもらうことで、
健康づくりを進めていければ」と述べました。
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　地方交付税７３億円や国県支出金４０億８，５３０万円など、依存財源が１５７億９，２００万円と全体の約

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２２億８，１６４万円と大半を占め、繰入金（貯金の取り

崩しなど）が７億６７６万円となっています。

平
成
２９
年
度
　
一
般
会
計
当
初
予
算

歳　入

分担金、負担金、
使用料など

８億１‚９６０万円
（４.２％）

地方交付税

7３億円
（３7.３％）

国庫支出金

２８億４‚１7４万円
（１４.５％）

県支出金

１２億４‚３５６万円
（６.３％）

市　債

３６億９‚６7０万円
（１８.９％）

地方譲与税など

7億１‚０００万円（３.６％）

市　税

２２億８‚１６４万円
（１１.６％）

依存財源

１５7億９‚２００万円
（８０.６％）

繰入金

7億６7６万円
（３.６％）

自主財源

３８億８００万円
（１９.４％）

総　額

１９６億円

１９６億円
（前年度比１０．１％増）

一般会計
当初予算は

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」、国や県から交付され
たり、金融機関などから借り入れ
るお金を「依存財源」という。

■地方交付税
　税収入が少ない市でも市民に一
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
融機関などから借り入れるお金。

■地方譲与税
　国が徴収した自動車重量税などか
ら、一定基準により市に交付される
お金。

市民１人当たり

区　分 金　額

使われる

お　　金
６１４，２６６円

（前年度５５１‚４４２ 円）

納める

税　金
７１，５０７円

（前年度7０‚１２８円）

※市の人口３１，９０８人（平成２９年３月
　末日現在）で計算

問合せ：企画財政課　財政係　　　　　
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　少子高齢化対策などに支出される民生費が５７億４，５６４万円と全体の約３割を占めており、学校

教育などに使われる教育費が４２億４２８万円、庁舎の整備などに使われる総務費が２３億３，５２８万円、

市の借金返済のために使われる公債費が２２億２，３０４万円などとなっています。

歳　出

総　額

１９６億円

議会費、商工費ほか

９億５‚１０２万円（４.８％）

民生費

５7億４‚５６４万円
（２９.３％）

総務費

２３億３‚５２８万円
（１１.９％）

公債費

２２億２‚３０４万円
（１１.３％）

土木費

１５億４‚５４３万円
（7.９％）

教育費

４２億４２８万円
（２１.５％）

衛生費

９億４‚８６４万円
（４.９％）

農林水産業費

８億7‚7０５万円
（４.５％）

消防費

7億６‚９６２万円
（３.９％）

会　計　名 予　算　額

水 道 事 業

収益的収入 ５億６‚８３３万円

収益的支出 ４億7‚６６１万円

資本的収入 １‚４５１万円

資本的支出 １億１‚６３４万円

下水道事業

収益的収入 ９億４‚８０１万円

収益的支出 １０億３‚９２６万円

資本的収入 ４億５‚４６５万円

資本的支出 7億２‚7８０万円

会　計　名 予　算　額

国民健康保険特別会計 ４7億7‚7８１万円

介護保険特別会計 ３８億２‚４３４万円

後期高齢者医療特別会計 ２億６‚９８４万円

診療所特別会計 ３億１‚３３４万円

学校給食センター特別会計 ３億１‚６８7万円

尾上地区住宅団地温泉事業特別会計 １‚１４０万円

簡易水道特別会計 １‚６7９万円

特別会計 企業会計

　平成２９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１９６億円で、前年度と比べて１８億円（１０．１％）増となりました。

　予算編成にあたっては、平成２９年度がスタートとなる第２次平川市長期総合プランの将来像

「あふれる笑顔　くらし輝く　平川市」の実現に向けて、７つの目指す「平川らしさ」に特別枠

１億５千万円を設け、予算を重点配分しました。

　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

ご紹介します。

問合せ：企画財政課　財政係　　　　　　　　　　☎４４‐１１１１（内線１４３１・１４３２）
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今
年
度
実
施
さ
れ
る
事
業
の
概
要

活力あるしごとづくり

合併特例債充当予定事業

こども医療費給付事業

ピロリ菌検査事業

平賀東小学校改築事業

保育料等軽減事業

歯周疾患検診事業

インバウンド推進事業

猿賀小学校改築事業

水稲Ｖ溝乾田直播栽培普及事業

さるか荘改修事業

加工技術高度化支援事業

ハグメグ応援事業

木造住宅耐震リフォーム等促進支援事業

６，０７４万円

１４５万円

１２億２，１８９万円

２億１，４６９万円

１０３万円

２，６４５万円

１１億５，４７６万円

３３９万円

１億５，１１７万円

１２３万円

３３４万円

４１１万円

対象となる全世帯の所得制限を撤廃し、医療費全額給付につい
ては小学生まで拡充します。

胃がん発症の原因とされるピロリ菌の無料検査を実施して、市
民の健康増進を図ります。

校舎と屋内体育館の改築を行います。平成３１年度完成予定で、
総額は２０億１，００５万円を見込んでいます。

第２子以降の保育料等無料化や国徴収基準の緩和により保護者
負担を軽減します。

４０～７０歳（１０歳きざみ）の市民を対象に、糖尿病や循環器疾
患との関連性があるとされている歯周疾患に係る無料検診を実
施して、市民の健康増進を図ります。

民間宿泊施設や観光施設が行う看板・設備の多言語化整備に対する
補助、中国語講座の開催などにより、外国人観光客受け入れ態勢を
整備します。また、台湾台中市で開催されるランタンフェスティバ
ルへのねぷたの出展などにより市のＰＲと観光情報発信を行います。

校舎の改築を行います。平成３１年度完成予定で、総額は１６億９，４３５万
円を見込んでいます。

水稲Ｖ溝乾田直播栽培の実証ほ場の設置と機械購入の補助を行
い、稲作農家の作業効率向上と経費削減のための栽培技術を普
及します。

老朽化した建物の改修工事を行います。

「食ラボひらかわ」を６次産業化拠点施設として活用し、食品衛生に
関する基礎知識や加工技術の研修会を開催します。

独身男女の出会いをサポートする「ハグメグ支縁員」の交流と
情報交換の場を設け、男女の新たなマッチングを探ります。

耐震診断により上部構造評点が 1.0 未満と診断された住宅を補
強する工事などを行う市民を対象に、工事費用の一部を助成し
ます。今年度からは建て替え工事も対象とします。

魅力あるひとづくり

住み続けたいまちづくり

問合せ：企画財政課　財政係　☎４４‐１１１１（内線１４３１・１４３２）
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問合せ：平川市運動施設　管理係　☎４３‐０６６０問合せ：企画財政課　財政係　☎４４‐１１１１（内線１４３１・１４３２）

平川市陸上競技場・平賀多目的広場
　平成２９年５月１４日に平川市陸上競技場・平賀多目的広場がオープンします。

　日本陸上競技連盟の第４種公認陸上競技場に認定され、写真判定器も備えております。競技場では各種競

技会や記録会を行うことができます。

平川市陸上競技場

４００ｍトラック、８レーン、全天候型。夜間照明有り。

インフィールドは天然芝で、フィールド競技のほか、サッカー競技にも使用できます。

個人使用 － 無料
団体使用　小・中・高校生 １時間 ５５０円
団体使用　大学生・一般 １時間 １，１００円
照 明 料　全灯 １時間 ６５０円
照 明 料　半灯 １時間 ３２０円

平賀多目的広場

多目的広場は、広さが３．４ｈａあり天然芝です。野球とソフトボール競技にも使用できます。

団体使用　小・中・高校生 １時間 ６８０円
団体使用　大学生・一般 １時間 １，３７０円

スポーツ以外での利用は別料金となります。詳しくは平川市運動施設までお問い合わせください。

○受　　付　ひらかドーム事務室にて使用申請してください。

　　　　　　（有料・無料・個人・団体すべて受け付けが必要です）

○使 用 料　支払いは、事務室前の券売機をご利用ください。

○開館時間　陸上競技場　９時～２１時

　　　　　　多目的広場　９時～日没

○休 館 日　月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間、年末年始。

○駐 車 場　大型車１８台、普通車２４３台。

○注　　意　団体の専有使用の時間は個人使用ができません。

　　　　　　今年度中、陸上競技場はサッカー競技が芝養生

　　　　　　のため使用できません。

（団体利用のみ）

５月オープン
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　定住の促進、人口増加・子育て支援を図るため、住宅を新築または購入する場合にかかる経費の一部を補助します。

※新築の場合は着工前、購入の場合は売買契約前に申請をする必要があります。

　なお、個人から中古住宅を購入する予定の方は必ず事前の相談をお願いします。

［募集内容］

□ 補助対象者 申請時点で、住宅を所有する見込みがあり、次のいずれかを満たす方が対象となります。
①平川市へ移住予定の方
②平川市への移住者で、転入から２年以内の方
※移住者とは、５年以上平川市に住民登録がなかった方です。
③平川市へ転入予定かつ中学生以下の子どもまたは妊婦がいる世帯
④中学生以下の子どもまたは妊婦がいる世帯
※税を滞納していない方（同居する方を含む。転入予定の方は、申請時に住民登録している市町村の

税を滞納していない方）。

□ 補助対象住宅 平川市内にあり、申請する方が所有し居住する住宅（新築住宅・建売住宅・中古住宅）
※住宅の延べ床面積７５㎡以上で、店舗併用住宅は住宅部分の延べ床面積が２分の１以上であることが

必要です。

□ 補助金額

※補助金の額は、この表に定める額または補助対象経費の１０分の１に相当する額（１，０００円未満切り
捨て）のいずれか低い額となります。

※市内業者…平川市内に本社、本店、支店、営業所などを置く建築・不動産事業者です。
※土地購入、外構工事、家具・電化製品の購入などに要する費用は、補助対象外となります。
※申請者の他に住宅の所有者がいる場合、補助金額が変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

平川市すこやか住宅支援補助金

移住者
市内の

子育て世帯
県　　外 県内（市外）

子育て世帯 子育て世帯以外 子育て世帯 子育て世帯以外

市内業者 １００万円 ６０万円 ６０万円 ３０万円 ３０万円

市内業者以外 　８０万円 ４０万円 ４０万円 ２０万円 ２０万円

申込み・問合せ：企画財政課　企画調整係　☎４４‐１１１１（内線１４３４）

平川市住宅用太陽光発電システム導入支援補助金
太陽光発電システムの設置費用の一部を補助します！

　平川市では、環境にやさしいまちづくりを推進するため、市内に居住している方、または居住予定の方を対
象に、自らが住む住宅に「太陽光発電システム」を設置する場合、設置費用の一部を補助します。
※本補助金は平成３０年度で終了する予定です。
［募集内容］

□補助対象者 次の条件を全て満たす方が対象となります。
①太陽光発電システムを居住する住宅（もしくは居住予定の住宅）に設置する方
②税を滞納していない方
③太陽光発電に係る電力需給に関する契約を結ばれる方

□補助対象システム ①補助対象経費が１kW あたり５０万円以下の対象システムであること
②合計値が１０kW 未満の太陽光発電システムであること
③未使用品であること（中古品は対象外です）
④市が交付申請を受け付け、交付決定通知した日以降に設置工事の着工または補助対象システ

ム付住宅などの引き渡しを受けること
⑤一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）の行う太陽電池モジュール認証に相当する認証

を受けているものまたはこれと同等以上の性能および品質が確認されているものであること

□申請期間 ４月１７日㈪から受付開始

□補助金額 ①市外施工業者を利用される場合
補助金の額＝１ｋＷ当たり２．５万円×対象システムを構成する太陽電池の最大出力（上限１０万円）
②市内施工業者を利用される場合
補助金の額＝１ｋＷ当たり３万円×対象システムを構成する太陽電池の最大出力（上限１２万円）

□募集件数 約２０件程度（予算の範囲内で実施します）

□交付決定方法 先着順

区　分

対象者
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申込み・問合せ：企画財政課　企画調整係　☎４４‐１１１１（内線１４３４） 問合せ：税務課　収納係　☎４４‐１１１１（内線１２６１・１２６２）

市税のコンビニ収納が始まります
　平成２９年５月以降に届く納付書から順次、これまで利用されていた金融機関などに加え、全

国のおもなコンビニでも市税が納付できるようになります。

コンビニで納付できる税金 利用できるコンビニ（順不同）

納付書の様式が変わります

注意！次の場合はコンビニでは納付できません

　軽自動車税、固定資産税、市県民税（普通

徴収分）、国民健康保険税

　各納期の納付書はつづられておりませんので、納期の取り違えのない

ようお確かめのうえ、納付される納付書だけをコンビニのレジにお出し

ください（ホチキスなどでとめるとコンビニ納付はできません）。

　セブンイレブン、ファミリーマート、サー

クルＫ、サンクス、デイリーヤマザキ、ロー

ソン、ミニストップ　など

※納付書の裏面に全て記載されています。市

内だけでなく全国どこの店舗でも納付でき

ます。
　コンビニ収納対応のバーコード入りの納付

書に変わりますが、これまでどおり金融機関で

も納付できます。

○コンビニ収納用バーコードが印字されていないもの

○納付書１枚あたりの金額が３０万円を超える

もの（バーコードが印字されません）

○破れたり汚れたりしてバーコードが読み取

れないもの

○納付書に記載された納期限を過ぎたもの

○金額を訂正したもの

○ミシン目を切り離したもの

安心・便利な口座振替もおすすめしています！
　つい、うっかりの納め忘れがなく、金融機関やコンビニに出かける手間が省けます。

一度申し込めばずっと口座振替が続きます。

市では口座振替キャンペーンを実施します
　キャンペーン期間　５月１日㈪～７月３１日㈪

　期間中に新規で市税の口座振替を申し込まれた方の中から

抽選で３０名様にＱＵＯカード（１，０００円分）を、１００名様に

図書カード（５００円分）をプレゼントします。取扱金融機関で口座振替の申し込み

をすると応募となります。詳細は市ホームページまたは今後発送する納税通知書へ同

封するチラシをご確認ください。

SAM
PLE
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▼対象となる車両

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一にする方

が所有する軽自動車のうち、１台について

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（本庁舎税務課および尾上・碇ヶ関総合支

所市民生活課にあります）と、次の書類などをご持参く

ださい。

①一般の軽自動車など

　納税義務者の個人番号（マイナンバー）確認書類およ

び本人確認書類、印鑑、運転する方の運転免許証、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は、

生計同一証明書（福祉課障がい支援係で発行）も必要

となります。

②特殊用途の軽自動車

　納税義務者の個人番号確認書類および本人確認書類

（納税義務者が法人の場合は法人番号確認書類）、印鑑、

車検証、軽自動車税納税通知書

軽自動車税減免のおしらせ
　身体障害者手帳、療育（愛護）手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者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、その障がいの程度や車両の使用状況などが一定の条件に該当すると

きには、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

▼申請受付期間

　５月８日㈪～５月２４日㈬（土・日曜日、祝日を除く）

※上記期間を過ぎますと、その年度の減免を受けること

ができなくなります。

▼申請窓口

　◇税務課住民税係

　◇尾上総合支所市民生活課総務係

　◇碇ヶ関総合支所市民生活課総務係

▼留意事項

　◇減免を受けるための申請は、毎年必要となります。

　◇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のでご注意ください。

　◇既に納付された税については減免を受けられません

ので、納税組合などに加入されている方は特にご

注意ください。

　◇平成２９年４月２日以降手帳の交付を受けている場

合は、翌年度より減免対象となります。

　◇申請を受け付けした場合でも、減免基準に合致しな

いことが判明した場合は減免が受けられません。

※障がいの程度や車両の使用状況によっては、障害者手

帳をお持ちであっても減免とならない場合がありま

す。詳しくはお問い合わせください。

問合せ：税務課　住民税係　☎４４‐１１１１（内線１２４１〜１２４３）

申込み・問合せ：平川市観光協会　 ☎４０‐２２３１

　平成２７年度税制改正で実施された軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の適用期限が１年間延長になりました。

　これにより、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車な

どで、排出ガス性能および燃費性能に優れたものについては、以下のとおり、平成２９年度分の軽自動車税に

限りグリーン化特例（軽課）が適用されます。

車種区分 標　準

・電気自動車
・天然ガス自動車（ポス
ト新長期規制（自動車
排出ガス規制）から窒
素酸化物１０％低減）

概ね７５％軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

・平成３２年度燃費基準＋
２０％達成（乗用車）
・平成２７年度燃費基準＋
３５％達成（貨物車）

概ね５０％軽減

・平成３２年度燃費基準達
成（乗用車）
・平成２７年度燃費基準＋
１５％達成（貨物車）

概ね２５％軽減

三輪 ３，９００円 １，０００円 ２，０００円 ３，０００円

四輪
乗用

営業用 ６，９００円 １，８００円 ３，５００円 ５，２００円
自家用 １０，８００円 ２，７００円 ５，４００円 ８，１００円

貨物
営業用 ３，８００円 １，０００円 １，９００円 ２，９００円
自家用 ５，０００円 １，３００円 ２，５００円 ３，８００円

軽自動車税のグリーン化特例
（軽課）が延長されました
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申込み・問合せ：平川市観光協会　 ☎４０‐２２３１

だいご

ヤーヤくん

ひらりん

５月５日のこどもの日は
ゆるキャラ大集合！

みんな遊びにきてね♪

第３６回平川市おのえ

花と植木まつり
さくら

第２０回平川市広船

 志賀坊まつり
と　き　４月２９日㈯・３０日㈰　９時〜１６時
ところ　志賀坊森林公園 
開会式　４月２９日㈯　１１時〜

広船獅子踊保存会による獅子踊り披露

【催し物】

地元案内人による
「志賀坊散策」随時受付

無料でご案内します

新コース「志賀坊古道」がおすすめ♪

山野草・盆栽展示即売

・無料駐車場あり

【催し物】

植木市

フォトコンテスト　

わくわく冒険宝探しゲーム

４/２９・３０・５/３〜７

フリーマーケット　〃　　

無料観光ガイド　　〃

包丁研ぎチャリティ　５/３

ねぷた運行　５/３

ご当地キャラ全員集合　５/５

春のカヌー体験教室
４/３０・５/５

・無料駐車場２００台・見晴ヶ池

ボート有料貸出

と　き　４月２９日㈯〜５月７日㈰
　　　　９時〜１７時（夜間照明２１時まで）

ところ　猿賀公園
開会式　４月２９日㈯　９時３０分〜
八幡崎郷土芸能保存会による獅子踊り披露

鉢花プレゼント　先着１５０名

広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課広報広聴係までお問い合わせください。

見晴ヶ池
カヌー乗場

春のカヌー体験教室
カヌーに乗って見晴ヶ池を一周しよう♪

　小学生以上ならどなたでも。濡れても
いい服装でご参加ください。
※詳しくはＮＰＯ法人平川市体育協会・

Ｂ＆Ｇ尾上海洋クラブへ　☎５７－４６３３

４月３０日㈰・５月５日㈮
１０時〜１２時　１３時３０分〜１５時３０分

１人乗３００円　２人乗５００円

１回１５分程度の予約制となります（当日受付可）
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問合せ：市民課　環境衛生係　☎４４‐１１１１（内線１２２５・１２２６）

　日本では、狂犬病予防法により、生後９１日以降の犬を飼う時は生涯１回の登録と
年１回の狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。毎年、忘れずに予防注射をしましょう。

平成２９年度春

予防注射日程狂犬病

※ 飼い犬が死亡されている場合はお知らせください。（電話でもかまいません。）

【注意点】　送付されたハガキをご持参ください。

   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。

◇決められた日時に都合のつかない場合は、他の地区でも注射

できます。また、動物病院で注射をした場合は注射済票交付

申請をする必要があります。申請する際は注射済証と交付手

数料 550円が必要となります。

申請受付場所は次のとおりです。

　▷市役所本庁舎　　市民課　環境衛生係

　▷尾上総合支所　　市民生活課　市民係

　▷碇ヶ関総合支所　市民生活課　市民係

　また、集合注射の各会場でも申請する事ができます。

【料金】　　予防注射のみの場合　１匹 3‚100円
　　　　　（注射料金 2,550円、注射済票交付手数料550円）

　 　 　 　 ・未登録の場合は登録料１匹3,000円が別途必要と

なります（合計6,100円）。

月日 対象地区 会　　　場 時　　間

平 賀 地 域

５
月
９
日
㈫

本　　町 本町コミュニティセンター  8：30~ 8：45

本　　町 旧老人福祉センター  8：55~ 9：05

平 成 町 平成町コミュニティセンター  9：15~ 9：25

小 和 森 小和森多目的研修集会施設  9：35~ 9：45

光　　城 文化センター駐車場  9：55~10：10

大 光 寺 大光寺コミュニティセンター 10：20~10：35

大 光 寺 六羽川沿い団地公園入口付近 10：45~10：50

杉　　館 杉館集会施設 11：00~11：10

松　　館 松館農業研修センター 11：20~11：30

館山・松崎 平賀農村婦人の家 11：40~11：50

柏 木 町 柏木町コミュニティセンター 13：00~13：20

吹上・高畑 向陽多目的研修集会施設 13：30~13：45

沖　　館 鳥海会館 13：55~14：10

新　　館 新館集落センター 14：20~14：35

向　　野 向野町会集会所 14：40~14：50

藤野・南田町 市民体育館入口付近 14：55~15：05

荒　　田 荒田農業研修センター 15：15~15：25

５
月
10
日
㈬

苗 生 松 苗生松多目的集会所  8：30~ 8：40

館　　田 館田地区農業推進拠点施設  8：50~ 9：00

小杉・石畑 三町会農業研修センター  9：10~ 9：20

四 ツ 屋 四ツ屋集会所  9：30~ 9：35

大　　坊 大坊コミュニティセンター  9：45~10：00

岩　　館 岩館地区構造改善センター 10：10~10：20

原　　田 原田農業研修センター 10：30~10：40

石　　郷 石郷多目的研修集会施設 10：50~11：00

５
月
11
日
㈭

平 田 森 平田森多目的集会所  8：30~ 8：40

新　　屋 新屋多目的集会所  8：50~ 9：00

町　　居 つつみの家  9：10~ 9：20

尾崎・松野 松野地区集会所  9：30~ 9：40

尾　　崎 尾崎多目的研修集会施設  9：50~10：10

広　　船 広船地区構造改善センター 10：20~10：40

唐　　竹 唐竹多目的集会所 10：50~11：00

大 木 平 大木平集会所 13：00~13：05

温　　川 温川地区多目的集会所 13：15~13：20

井 戸 沢 井戸沢集会所 13：30~13：35

一 本 木 一本木コミュニュティセンター 13：45~13：50

切　　明 切明消防屯所付近 14：00~14：05

葛　　川 葛川支所入口（国道側）付近 14：15~14：25

小　　国 小国消防屯所付近 14：35~14：45

月日 対象地区 会　　　場 時　　間

尾 上 地 域

５
月
12
日
㈮

新　　山 新山地区担い手センター  8：45~ 8：55

蒲　　田 蒲田地区担い手センター  9：00~ 9：10

日　　沼 日沼地区コミュニティ施設  9：15~ 9：25

西野曽江 西野曽江十文字  9：30~ 9：35

八 幡 崎 八幡崎地区農業研修センター  9：45~ 9：55

長　　田 長田地区担い手センター 10：05~10：15

中 佐 渡 中佐渡集落会館 10：20~10：30

猿　　賀 西猿賀屯所 10：35~10：45

みなみの みなみの地区公園 10：50~11：05

南　　田 尾上農村婦人の家 11：10~11：20

金　　屋 金屋地区多目的研修施設 12：45~13：05

南 田 中 南田中ふれあいセンター（旧東公民館） 13：15~13：35

李　　平 李平地区集落改善センター 13：45~14：00

高　　木 高木集落会館 14：10~14：20

尾　　上 商工会尾上支所駐車場 14：30~14：40

新 屋 町 新屋町会館 14：45~14：55

碇ヶ関地域

５
月
10
日
㈬

古　　懸 古懸地区公民館 12：45~12：55

久　　吉 久吉消防屯所 13：10~13：20

船　　岡 船岡集会所 13：30~13：40

湯 ノ 沢 旧碇ヶ関関所裏駐車場 13：50~14：00

全　　域 碇ヶ関総合支所 14：20~14：40

市 内 全 域
５
月
14
日
㈰

碇ヶ関地区 碇ヶ関総合支所  9：15~10：00

尾上地区 尾上総合支所 11：00~11：45

平賀地区 平川市役所 12：45~13：45
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問合せ：市民課　環境衛生係　☎４４‐１１１１（内線１２２５・１２２６）

　平川市陸上競技協会は、町村合併により平成１８年

４月に発足しました。本会はアマチュア陸上競技を振

興して、市民の体力向上とスポーツ精神の高揚を図る

ことを目的としています。

　現在、会員は４２名で、大会を開催・運営したり、

審判をしたりしています。

　本会には、陸上が好きな方であればどなたでも入会

できます。審判員の資格も取得することができます。

　また、本会の長年の夢でもありました全天候型の陸

上競技場も完成し、競技人口の底辺拡大も図っていき

ます。ぜひ、興味のある方お待ちしております。

会　長　佐藤成弘

問合せ　松田正志　☎５７−４１７２

体育協会だより

平川市陸上競技協会

　近年増加傾向にある外国人旅行客に対するコミュニ

ケーション能力の向上を図ることを目的に、昨年１１

月から海外出身の講師を招き、中国語講座を開催して

います。

　つきましては、新規受講生を募集しますので、興味

のある方は、ぜひお申し込みください。

開催日時　平成２９年５月～平成３０年３月

　　　　　毎週火曜日１８時３０分～２０時

　　　　　合計４０回開催　初回は５月９日㈫を予定

開催場所　生涯学習センター

対象者　平川市民、市内の事業所に勤務する方

※現在は２０代から７０代までの１８名が受講していま

す。基礎から学びますので、初めての方・年配の方

でもお気軽にお申し込みください。

受講料　無料

　ただしテキスト代（税込３，１３２円）は負担していた

だきます。

申込期限　４月２８日㈮

　　　　　まずは担当までお電話ください。

申込み・問合せ：商工観光課　観光係
☎４４−１１１１（内線２１８１）

中国語講座を開催します
～あなたの『おもてなし』が平川市の国際化を支える～

　月一回の紙上句会をメインとして活動していま

す。現在の会員数は１８名。平川市を始め弘前市、五

所川原市など津軽一円に会員がおり、八戸市にも１

名います。現在の代表、西谷是空は二代目で平成２２

年４月に前代表、福士光生の後を引き継いで７年目

になります。

　秋に会員の吟行会を催したり、今年は西津軽郡鰺ヶ

沢町の旧大然村跡や種里城址を吟行し現地での句会

を開催し親交を深めました。

　きじ鳩俳句会はみな仲間意識が強く、何事にも協

力的で、会員各自の個性を尊重し自由な作風を容認

している楽しい句会です。

問合せ　代表　西谷是空　☎５７−２４６９

文化協会だより

きじ鳩俳句会

食育通信①

　新年度になり、新しい学校や職場での生活が始まっ

た方も多いと思います。環境が変わると、緊張などで、

疲れやストレスがたまることもありますが、疲れを翌

日に持ち越さないためにも、しっかりと睡眠を取るこ

とが大切です。

　眠りには食事も大きく関わっています。

　良い睡眠のための食事には、次のようなものがあり

ます。

●大豆・魚介類・肉類・乳製品を食べる

　睡眠を促すホルモン ( メラトニン ) の分泌を促進す

る、アミノ酸やビタミンが含まれています。３食の食

事でバランス良くとりましょう。

●寝る２、３時間前に食べ終える

　１回の食事を消化するのに２、３時間かかると言わ

れています。消化しないまま眠ってしまうと、胃腸が

動いて体がしっかり休まらず、疲れが取れません。

●寝る前のお酒は控える

　寝酒は睡眠の質を下げてしまいます。お酒を飲むと

きは、適量を食事と一緒にとりましょう。

問合せ：健康推進課　健康増進係
☎４４−１１１１（内線１１４６）

質の良い眠りは食事から
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受診してみてはいかがでしょうか。

　婦人科集団検診と個別検診のお申

し込みは、４月１１日㈫より受け付

けいたします。

　なお、集団検診は、定員になり次

第締め切りますのでお早めにお申し

込みください。

問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、自殺予防対策としてうつ

病対策に力を入れています。平成

３０年３月３１日現在、３０歳、３５歳、

４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳

の方を対象に、４月から６月中旬に

かけて、無料でこころの健診（自宅

でこころの健康度自己評価票を記入

するのみ）を実施します。対象者宅

への用紙の配布と回収は、市保健協

力員が行いますので、対象地区の方

はご協力をお願いいたします。

問合せ　健康推進課健康増進係

　精神疾患治療中の方の家族が自由

に話し合い、学習しながら交流を深

められるよう家族会を開催しており

ます。

日時　５月９日㈫　１０時～１２時

※毎月第２火曜日予定。

場所　健康センター　相談室③

※日程・場所など変更の場合もあり

ますので事前にお問い合わせく

ださい。

問合せ　福祉課障がい支援係

　最近食欲の低下やよく眠れない

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、司法書士、精神保健福祉

士があらゆる相談に応じます。

対象　市内にお住まいの方

時間　８時１５分～１７時

※母子健康手帳は尾上・碇ヶ関総合

支所でも交付していますが、妊婦

窓口相談は健康センターのみと

なりますので、可能な限り健康セ

ンターへお越しください。

※妊婦以外の方が来所される場合

は、委任状が必要になりますので

ご連絡ください。

問合せ　健康推進課母子保健係

　今年度も「子宮頸がん」「乳がん」

検診を無料で実施します。これまで

受診したことのない方、平成２８年

度受診されていない方は、ぜひ一度

　母子健康手帳交付時に、保健師よ

り妊娠中の過ごし方、妊婦健診など

の説明や相談を行っています。

場所　健康センター

持ち物

　妊娠届出書（医療機関から発行）

　妊婦連絡票（県内の医療機関を受

診した方のみ）

　保険証（国保の場合のみ）

　個人番号カードまたは通知カード

と本人確認書類（運転免許証など）

健康

●母子健康手帳の

交付・妊婦窓口相談

●精神障害者家族会

●困りごと相談

各種相談

●こころの健康診査

●婦人科検診

対象　６５歳以上の方　問合せ　高齢介護課地域包括支援係

対象　６５歳以上の方　　問合せ　高齢介護課地域包括支援係

●「体力アップ運動教室」

●介護予防教室

実施日 時　間 場　所 申込先
５/ ９㈫・５/１６㈫
５/３０㈫ １４：００〜１５：００ 平賀体育館 高齢介護課地域包括支援係

（☎44-1111 内線1147・1157・1158）５/１０㈬・５/１７㈬
５/３１㈬ １４：００〜１５：００ Ｂ＆Ｇ尾上

体育館

実施日 時　間 場　所 申込先
５/１０㈬・５/１７㈬
５/２４㈬・５/３１㈬ １０：００〜１１：３０ 館田地区農業

推進拠点施設
三笠在宅介護支援センター

（☎44-8877）

５/１１㈭・５/２５㈭ １４：００〜１５：３０ 特別養護老人ホーム
緑青園　　　

平賀在宅介護支援センター
　　　（☎44-6116）

５/ ２㈫・５/１６㈫ １３：３０〜１５：００ 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/ ９㈫・５/２３㈫ １０：３０〜１２：００ 尾上地域　　
福祉センター

尾上在宅介護支援センター
　　　（☎57-5351）

５/ ６㈯・５/２０㈯ １３：００〜１５：００ 特別養護老人ホーム
さわやか園　

在宅介護支援センターさわやか園
　　　（☎43-5432）

　「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を
目的とした運動教室を開催します。
　初心者向けの楽しいプログラムです。各教室
の定員はありませんので、参加してみませんか。

　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。

●献血

項　　目 実 施 日 受付時間 場　　所

全血献血 ４/２１㈮

　９：３０〜１１：００ ㈱木村食品工業
１２：３０〜１３：３０ ㈱青森エリート
１４：００〜１５：００ 介護老人保健施設のぞみ
１５：３０〜１６：３０ ㈱日本マイクロニクス松崎工場

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　健康推進課母子保健係
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●集団検診

※詳しくは、３月初旬に市保健協力員が各世帯に配布した「検診のお知
らせ」または４月初旬に配布した「平川市健康カレンダー」をご覧く
ださい。万一届いていない場合は、健康推進課健康増進係までおしら
せください。
問合せ　健康推進課健康増進係

項　目 対象者 実施日 受付時間 場　　所 持ち物

集団検診
特定健診
後期高齢者健
康診査
生活保護受給
者健康診査
各種がん検診
肝炎ウイルス
検査

検診の内容に
より対象者が
異なりますの
で、詳しくは
お問い合わせ
ください。

４/２３㈰

　６：４５〜　８：００

医師診察
開始時間
　７：００〜

葛川支所

◆健康保険証
◆受診票

５/ ８㈪ 久吉地区公民館
５/ ９㈫ 古懸地区公民館
５/１０㈬

碇ヶ関地域福祉
センター

（ハッピイハウス）

５/１１㈭
５/１２㈮
５/１４㈰
５/１７㈬

健康センター
５/２０㈯

婦人科集団検診
子宮頸がん検診
乳がん検診

子宮頸がん
２０歳以上で前
年度受診して
いない方
乳がん
４０歳以上で前
年度受診して
いない方

５/３０㈫ １２：３０〜１３：３０
碇ヶ関地域福祉

センター
（ハッピイハウス）

◆バスタオル
◆受診票

●弘前保健所からのおしらせ
　弘前保健所では各種相談・検査を実施します。

種　　　別 実 施 日 受付時間
ウイルス性肝炎検査 ５月１７日㈬ １０：３０〜１１：３０
エイズ相談（即日検査・予約制）

エイズ相談専用電話　☎38-2389
４月１９日㈬
５月１７日㈬ １７：３０〜１８：３０

女性健康相談 ４月２６日㈬ １３：００〜１３：３０

精神保健福祉相談（予約制） ４月１８日㈫
５月１１日㈭ １３：００〜１４：００

　相談・検査をお考えの方や詳細については弘前保健所までお問い合わせ・
お申し込みください。
申込み・問合せ　弘前保健所　☎︎３３−８５２１

日にち　５月１７日㈬、６月１４日㈬

時間　１８時～１９時２０分

※１週間前までに要予約。

場所　健康センター　相談室③

申込み・問合せ

　健康推進課健康増進係

　誰かとゆっくり話がしたい、悩み

を聴いてほしい、自分のことを分

かってほしいなど、あなたは誰かに

聴いてほしいことはありませんか？

　養成講座で研修を積んだ傾聴ボラ

ンティアが、あなたのお話をお聴き

します。

日時　５月３０日㈫　１３時～１５時

※時間内に随時。

場所　健康センター　ふれあい交流室

申込み　不要

その他

　秘密は厳守します。どなたでもお

越しください。

問合せ　健康推進課健康増進係

　「これって、うつ？」「眠れない」「お

酒がやめられない」「ひどく落ち込

む・・・」などの生活上の困りごと

や福祉サービスの利用等について、

精神保健福祉士が相談に応じます。

日時　５月１０日㈬、５月２４日㈬

　　　１３時３０分～１５時３０分

場所　健康センター　相談室③

※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　福祉課障がい支援係

　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、毎月夜間および休日における

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　税務課収納係（本庁舎２階）

■夜間窓口

日時　４月２８日㈮　１７時～１９時

■休日窓口

日時　４月３０日㈰　８時３０分～１７時

問合せ　税務課収納係

　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

うな時、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。

　相談は、行政相談委員および人権

擁護委員ともに、２か月に１回開設

される「行政・人権合同相談所」で

相談に応じています。

　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２１日㈮、６月１日㈭

８月２５日㈮、１０月２７日㈮

１２月１日㈮、２月２３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　月曜日～金曜日

●お気軽にご相談ください

～行政・人権相談～

●傾聴サロン

●こころとからだの相談

●休日・夜間納税窓口
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今月のおしらせ

※祝日や年末年始を除く。

時間　８時３０分～１７時１５分

場所　青森地方法務局弘前支局

※相談は無料です。相談内容につい

ての秘密は厳守します。

行政相談委員

古川　鉄美（町居）　　☎４４−７５５９

葛西　光雄（李平）　　☎５７−５３３５

葛原　信一（三笠）　　☎４５−２８７９

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

問合せ　▷市民課市民係

　　　　▷青森地方法務局弘前支局

　☎０５７０−００３１１０

　個々の労働者と事業主との間に生

じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・ 

長時間労働・パワハラなど）につい

て、青森県労働委員会委員が無料で

相談に応じます。

対象者　県内の労働者、事業主

日時　５月９日㈫

　　　１３時３０分～１５時３０分

場所　青森県労働委員会（国道県庁

　　　向い みどりやビル７階）

相談員　青森県労働委員会委員（弁護士、

　　　　労働組合役員、会社経営者等）

利用方法　随時受付（事前予約も可）

問合せ　青森県労働委員会事務局

☎０１７−７３４−９８３２

　市では、鹿児島県南九州市でホー

ムステイをしてみたい中・高校生を

募集します。

派遣期間　７月２２日㈯～２５日㈫

（３泊４日のうちホームステイは２泊）

対象者　市内在住の中学生・高校生

内容　ホームステイ、特攻平和会館見

　　　学、マリンスポーツなど（予定）

募集人員　７人

参加費用　３５，０００円

申込期限　５月２６日㈮

※必要書類は平賀・碇ヶ関公民館と

市ホームページにあります。なお、

文化センター工事中のため、窓口

は尾上総合支所１階となります。

申込み・問合せ　平賀公民館　☎４４−１２２１

　市では、空家等対策を総合的かつ

計画的に推進するため、平川市空家

等対策計画の策定を進めています。

　このたび、平川市空家等対策協議

会の意見を踏まえ作成した平川市空

家等対策計画（案）がまとまりまし

たので、市民の皆さまのご意見・ご

提案を募集するため、パブリックコ

メント（意見募集）を実施します。

募集期間　４月１４日㈮～５月１２日㈮

閲覧方法

⑴市ホームページ

⑵本庁舎総務課

⑶尾上総合支所市民生活課、都市計画課

⑷碇ヶ関総合支所市民生活課

⑸葛川支所

※⑵～⑸については土・日曜日、祝

日を除きます。

意見を提出できる方

⑴市内に住所を有する方

⑵市内に事務所または事業所を有す

る個人および法人その他の団体

⑶市内の事務所または事業所に勤務する方

⑷市内の学校に在学する方

⑸市に対して納税義務を有する方

⑹パブリックコメント手続きに係る

事案に利害関係を有する個人お

よび法人の団体

意見の提出方法

　市パブリックコメント意見提出様

式に、案件名のほか、氏名および住

所（法人などの場合は名称および代

表者名、所在地）などを漏れなく記

入し、次のいずれかの方法でご提出

ください（５月１２日㈮必着）。

⑴郵便

　〒０３６−０２４２ 平川市猿賀南田１５番地１

　建設部都市計画課　宛て

⑵電子メール

　toshikeikaku@city.hirakawa.lg.jp

⑶ファクシミリ　４３−５００５

⑷都市計画課窓口へ直接持参

意見提出の際のご注意

・電話などでの口頭のご意見はお受

けできません。

・記入漏れがある場合は受け付けら

れません。

・お寄せいただいたご意見について

個別回答はいたしかねます。

結果の公表

　氏名・住所を除き、結果を集約した

ものを市ホームページに掲載します。

問合せ　都市計画課建築係

　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

募集

●青少年国内派遣参加者募集

●乳幼児健康診査・子育て広場

種　　別 対　　象 実 施 日 受付時間
子育て広場※要予約
（体重測定、育児相談、離乳食
の講話・試食、親子遊びなど）

妊娠中、子育て中の方など ５月１８日㈭ １０：００〜１１：３０

４か月児健診 平成２９年１月生まれ ５月２３日㈫ １２：２０〜１２：４０
１歳児健診 平成２８年５月生まれ ５月１０日㈬ １２：１０〜１２：３０
１歳６か月児健診 平成２７年１０月生まれ ５月２４日㈬ １２：２０〜１２：４０
３歳児健診 平成２５年１０月生まれ ５月１２日㈮ １１：５０〜１２：２０
※伝染性疾患または熱のある方は日程を変更いたしますので、係までご連絡ください。
※３歳児健診は３歳６か月〜７か月児が対象で、個別通知は３歳児健診のみとなります。
※健診の予約は不要で、健診は無料となります。
持ち物
▽子育て広場…母子健康手帳、バスタオル、離乳食の試食をされる方は

小皿とスプーン、筆記用具
▽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　健康推進課母子保健係

●平川市空家等対策計画（案）の

パブリックコメントを実施します

おしらせ

●春のわくわくおはなし会

●労働相談会
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わくわくおはなし会』を開催します。

日時　４月２２日㈯　１４時から

場所　平賀農村環境改善センター

　　　１階　多目的ホール

内容

　絵本の読み聞かせ、紙芝居など

参加費　無料

申込締切　４月２１日㈮

申込み・問合せ　平賀図書館

　☎４４−７６６５

　平成２９年４月からの手当額は、

次のとおりになります。

・障害児福祉手当（１４，５８０円）

・特別障害者手当（２６，８１０円）

※この手当は、身体・知的・精神に

著しく重度で永続する障がいが

あり、日常生活上、常時特別の介

護を必要とする在宅の方に申請

により支給する制度です。指定の

診断書内容や、所得制限により認

定されない場合がありますので、

詳しくは事前にお問い合わせく

ださい。

問合せ　福祉課障がい支援係

　人と農地問題解決のための未来の

設計図といわれる「人・農地プラン」

が更新されました。

　その内容について閲覧ができま

す。

期間　４月２０日㈭～２８日㈮

※土、日曜日を除きます。

時間　９時～１６時

場所　農林課

問合せ　農林課農業振興係

　市では、びわの平ゴルフ倶楽部（小

国）の利用券を配布しています。通常

よりも安く利用できますので、ご希望

の方はお早めにお申し込みください。

※先着順となります。

利用可能人数　１日４人まで

申込み・問合せ　企画財政課企画調整係

　４月２５日㈫、２８日㈮の両日、９

時３０分～１２時に岩館地内の平川河

川公園広場において、青森県防災

航空隊との連携訓練が行われます。

訓練の実施にあたり、ヘリコプター

が飛来し、騒音などのご迷惑をお

かけしますが、ご協力をお願いし

ます。

　なお、一般の方の見学はご遠慮く

ださい。

問合せ　平川消防署　 ☎４４−３１２２

　自動車税・不動産取得税・個人事

業税はコンビニエンスストアでも納

付できます。ぜひご利用ください。

　また、便利で安全・確実な口座振

替もご利用できます。

口座振替を利用できるのは

個人事業税…定期賦課分

法人県民税・事業税（地方法人特別

税を含む）…中間申告・確定申告分

自動車税…６月納期分

　年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金などの保険料納付済

期間や免除期間を合算した資格期間が２５年以上必要でしたが、８月１

日からは、必要な資格期間が１０年に短縮されます。

「資格期間」とは

　①国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間

　②船員保険を含む厚生年金保険や共済組合などの加入期間

　③年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間

　　（カラ期間）

　これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が１０年

（１２０月）以上あれば、納付した期間に応じた年金を受け取ることがで

きます。

年金を受け取るには手続きが必要です

　新たに年金を受け取れるようになる、資格期間が１０年以上２５年未満

の方には、日本年金機構より「期間短縮年金請求書」が郵送されますの

で、手続きをしてください。

　請求書が送付される時期と対象者は以下のとおりです。

期間短縮年金請求書が送付される方 送付時期

① 大正１５年４月２日〜昭和１７年４月１日生まれ ２月下旬〜３月下旬

② 昭和１７年４月２日〜昭和２３年４月１日生まれ ３月下旬〜４月下旬

③ 昭和２３年４月２日〜昭和２６年７月１日生まれ ４月下旬〜５月下旬

④
昭和２６年７月２日〜昭和３０年８月１日生まれ【男性】
昭和２６年７月２日〜昭和３０年１０月１日生まれ【女性】

５月下旬〜６月下旬

⑤
昭和３０年１０月２日〜昭和３２年８月１日生まれ【女性】
大正１５年４月１日以前生まれ

６月下旬〜７月上旬

●国民年金保険料の「後納制度」を実施しています

　過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる

「後納制度」が平成２７年１０月から平成３０年９月まで実施されています。

　過去の保険料を納付することで、年金を受け取るために必要な資格を

得られたり、将来受け取る年金額が増える場合があります。

　なお、６０歳以上で老齢基礎年金を受けている方は後納制度は利用で

きません。

　後納制度を利用される場合は申し込みが必要となります。

　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎︎２７−１３３９）に

お問い合わせください。

●年金を受け取るために必要な資格期間が１０年以上になります

国 年民 金

●障害児福祉手当・特別障害者手当の

手当額が改定されます

●人・農地プランが

閲覧できます

●ゴルフで健康づくりを

してみませんか

●平川消防署からのおしらせ ●県税のコンビニ納税・

口座振替制度
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※平成２９年度は、４月２８日㈮まで

に申し込みが必要です。

軽油引取税

　申込用紙は、各取扱金融機関・中

南地域県民局県税部の窓口に備え付

けてありますので、お気軽にお問い

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

危険物取扱者試験

日にち・場所

　６月１０日㈯、１７日㈯　弘前東高校

　９月２日㈯　弘前工業高校

種類

　甲種、乙種（第１類～６類）、丙種

※甲種は受験資格が必要です。

受験料

　甲種５，０００円、乙種３，４００円、丙

種２，７００円

受付期間　６月１０日、１７日実施分

　　　　　４月２６日㈬～５月１２日㈮

（電子申請４月２３日㈰～５月９日㈫）

　　　　　９月２日実施分

　　　　　７月２６日㈬～８月４日㈮

（電子申請７月２３日㈰～８月１日㈫）

願書配付先

　弘前消防本部予防課、消防署およ

び分署

※インターネットによる電子申請

は、( 一財 ) 消防試験研究センター

ホームページで受け付けします。

事前講習会

日時　５月１８日㈭・１９日㈮

　　　９時３０分～１６時３０分（２日間）

場所　弘前消防本部３階　大会議室

※車での来庁はできませんので最寄

りの駐車場をご利用ください。

対象者

　乙種第４類の受験者のうち受講を

希望する方

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

　１，６００円（テキストのみの購入は

不可）

※受講料などは講習初日に会場で徴

収します。

受付期間　４月１４日㈮～５月９日㈫

申込先

　弘前消防本部予防課、消防署およ

び分署

甲種防火管理新規講習

日時

　５月１１日㈭・１２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」

　（弘前市賀田一丁目１８番地４）

申込期間　４月１７日㈪～４月２８日㈮

　弘前消防本部予防課か最寄りの消

防署・分署で受け付けします。なお、

申し込み受付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。

受講料　講習料は無料ですが、事前

　　　　に書店などでテキストを購

　　　　入していただきます。

※講習についての詳細は弘前地区消

防事務組合のホームページをご

覧ください。

問合せ

▷弘前消防本部予防課　☎３２−５１０４

▷平川消防署　　　　 ☎４４−３１２２

▷碇ヶ関分署　　　　 ☎４５−２２４０

　皆さんは、文化センターや公民

館、集会所、福利厚生施設を利用

していますか。「津軽の名人・達人

バンク」は、地域の皆さまが自発

的に、学校・幼稚園・福祉施設・

町会などで楽しく交流しながら学

べるように、地元から人材を広く

募って登録しています。

　こぎん刺し、津軽塗、金魚ねぷた

などの伝統工芸や、フラワーアート、

クラフト製作、さまざまな趣味や健

康づくりの指導、郷土史など専門分

野の講師が必要な時は、登録者名簿

の連絡先までお気軽にお問い合わせ

ください。

　なお、「講師活用事業」による助

成を行っていますので、ぜひご利用

ください。

　また、自分の特技を人に指導でき

る「名人・達人」を募集しています。

　名簿は津軽広域連合ホームペー

ジ、または、ヒロロ３階の事務室入

口でご覧になれます。ぜひ一度ご覧

ください。

申込み・問合せ　津軽広域連合

☎３１−１２０１

　市観光協会では、平川市の魅力を

ＰＲする観光ガイドを育成する講座

を開催します。

開催日程（予定）

　５月２４日㈬　開講式・講義

　６月１４日㈬　生け垣と庭園コース

　　　　　　　演習

　６月２８日㈬　講義

　７月１２日㈬　商家と津軽グルメコ

　　　　　　　ース演習

　７月２６日㈬　講義

　８月　９日㈬　ねぷたと平賀大光寺

　　　　　　　城址コース演習

　８月２３日㈬　講義

　９月１３日㈬　碇ヶ関歴史旧跡コー

　　　　　　　ス演習

　９月２７日㈬　講義

１０月１１日㈬　羽州街道矢立コース

時間　１０時～１２時

※開催日時および内容は変更になる

場合があります。

場所　生涯学習センター

対象

　平川市に興味のある２０歳以上の

健康な方（年齢の上限はありません）

講師　ひらかわ案内人　

受講料　無料（ただし演習時の昼食

などで実費負担の場合あり）

申込期限　５月１７日㈬

申込み・問合せ　平川市観光協会

　☎４０−２２３１

今月のおしらせ

●『津軽の名人・達人バンク』で、

楽しく学んでみませんか

●「ひらかわ案内人養成講座」

参加者募集
●危険物取扱者試験、事前講習会、

甲種防火管理新規講習

スマートフォンで

広報ひらかわ
アプリのダウンロード
はこちらから
※詳しくは市ＨＰをご覧
ください。
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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　　3１‚９０８人　（−７２）　■男性　１４‚８７９人　■女性　１７‚０２９人

　■世帯数　１１‚８０４世帯（＋２４）　■転入　１０９人　　　■転出　１５２人　　

柏木町　瑛
え れ な

怜愛ちゃん小山内　大　隆

柏木町　千
ち ふ ゆ

冬ちゃん　工　藤　祥　多

柏木町　健
けんしん

慎くん　　柴　田　恭　宏

柏木町　健
けんせい

誠くん　　柴　田　恭　宏

高畑　　颯
そ う や

也くん　　木　村　武　雄

四ツ屋　采
さ ら

良ちゃん　太　田　　　智

沖館　　茉
ま の あ

乃愛ちゃん山　谷　秀　一

広船　　七
い ろ は

羽ちゃん　外　川　隆　生

新屋　　梛
な ぎ ら

楽くん　　工　藤　隆　進

町居　　敦
あ つ せ

聖くん　　百　田　真　樹

町居　　奏
そうすけ

友くん　　大　澤　　　樹

金屋　　然
ぜん

くん　　　成　田　健　吾

高木　　日
ひ よ

陽くん　　西　谷　充　顕

高木　　奏
か な う

叶くん　　須　藤　一　貴

長田　　啓
け い と

人くん　　對　馬　　　公

八幡崎　理
り お

央ちゃん　福　士　康　太

　柏木町　　　工　藤　佳　之

　金屋　　　　佐　 　睦　美

　大坊　　　　大　湯　和　彦

　東津軽郡平内町　後　藤　めぐみ

　大光寺　　　鎌　田　慎　也

　大坊　　　　葛　西　舞瞳蘭

　大光寺　　　小田桐　和　也

　黒石市　　　村　元　夏　生

　新館　　　　中　田　聖　也

　南津軽郡藤崎町　小笠原　由　依

　青森市　　　坪　村　　　淳

　新屋　　　　葛　西　由　姫

　平田森　　　古　川　　　豊

　弘前市　　　對　馬　　　睦

　町居　　　　今　井　伸　男

　弘前市　　　三　上　紗　織

　尾上　　　　山　口　貴　一

　田舎館村　　三　浦　麻　美

　原　　　　　工　藤　雄　飛

　弘前市　　　村　田　　　唯

　猿賀　　　　工　藤　俊　也

　青森市　　　櫛　引　宏　美

岩館　　　齋　藤　ミ　ツ　９５

柏木町　　赤　平　芳　勝　７３

柏木町　　須　藤　秀　文　９３

原田　　　相　馬　富　雄　８９

小和森　　船　水　ト　キ　９２

大光寺　　小山内　　　久　６９

大光寺　　瀧　本　て　る　８９

館田　　　葛　西　　　勉　７７

苗生松　　古　川　みち子　６６

苗生松　　古　川　麗　子　９２

本町　　　須々田　ミ　ネ　１０１

本町　　　齋　藤　　　弘　９３

沖館　　　對　馬　幸　則　３７

唐竹　　　桑　田　キ　ヌ　８６

新館　　　木　村　丹次郎　８２

広船　　　中　嶋　柾　一　８１

広船　　　外　川　忠　三　７２

新屋　　　齋　藤　　　健　５４

新屋　　　鎌　田　清　正　８３

尾崎　　　三　浦　光　雄　９２

尾崎　　　木　村　テツヨ　８８

町居　　　丹　代　ミツエ　８４

金屋　　　佐　藤　勝　彦　５８

南田中　　小田桐　ふ　ぢ　９０

南田中　　外　川　　　登　８３

高木　　　阿　部　キヨヱ　９４

高木　　　清　藤　安　治　９０

尾上　　　西　谷　富美子　９１

尾上　　　清　藤　律　朗　８０

新屋町　　小田桐　トキエ　８４

猿賀　　　工　藤　恵美子　５６

中佐渡　　清　藤　鐵　男　８１

日沼　　　樋　口　鐵　郎　８５

碇ヶ関　　赤　石　力　藏　８１

碇ヶ関　　秋　元　きぬゑ　９０

碇ヶ関　　秋　元　ヒサエ　８５

●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、総務課広報広聴係までお問い合わせください。

　　　をめざして

お詫びと訂正

　広報ひらかわ３月号１０ページ「ごみゼロキャンペーン環境標語の優秀作品を紹介します」に

おいて、掲載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

　関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

【誤】

松崎小５年　　　渋谷　胡春

平賀東小５年　　今井　美羽

【正】

松崎小５年　　　渋谷　胡陽

平賀東小５年　　今井　未羽
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問合せ：商工観光課　観光係　☎４４‐１１１１（内線２１８４）

　平川市観光キャラクター「ヤーヤくん」のＬＩＮＥスタンプ
の販売を開始しました。一度ダウンロードすると４０種類のス
タンプが使い放題です。ご家族、ご友人との会話でぜひご活
用ください。
価格　１２０円
検索方法
　ＬＩＮＥスタンプショップで「平川市」または「ヤーヤ」で
検索後、「クリエイターズ」から購入できます。
※ＬＩＮＥアカウントをお持ちでない場合は購入できませんの
でご了承ください。

平川市観光キャラクター

「ヤーヤくん」LINEスタンプの
販売を始めました
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