
2 0 1 7
６月号

NO.138

・平成２８年度中山間地域等直接支払制度取組状況報告

・地域おこし協力隊を紹介します

・一緒にねぷたを盛り上げませんか？

今月号の主な内容
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１０ 後期高齢者医療保険料の軽減率が変
わります
戦没者等のご遺族の皆さまへ第十回
特別弔慰金が支給されます

１１ 平成２９年度国民健康保険税のおしらせ
情報公開・個人情報保護制度の開示
状況公表
今後のまちづくり懇談会の日程

１２ 津軽広域連合だより

１３ 体育協会だより
文化協会だより
食育通信
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を利用
した緊急地震速報の訓練放送を実施します

１４〜１８ 今月のおしらせ

１９ 戸籍だより

２０ ６月で１歳になる我が家のアイドル

５月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　３１，８３１人（−２３）　■世帯数　１１，８２１世帯（＋４）　

　※５月中の届け出については1９ページをご覧ください。

５月の交通事故件数

　■交通事故　　６件（負傷者７人、死者０人）

５月の出動件数　

　■火災出動　１件　■救急出動　　６０件　

　■救助出動　１件　■そ　の　他　　１６件

６月の納期　※納期限６月３０日㈮　

　■市県民税　　　　　　　第１期
今月の表紙

　国の中山間地域等直接支払制度を活用した農

業体験学習が町居地区の水田で行われ、平賀東

小学校５年生の児童が昔ながらの田植えを体験

しました。

　詳しい内容は４、５ページで紹介しています。

問合せ：高齢介護課　地域包括支援係　　
　　　　☎４４‐１１１１（内線１１４７）　　　

開 催 日 時　間 会　　　場 対象地区
７月　５日㈬

１８時～
１９時３０分

葛川支所 東部地区
７月　７日㈮ 健康センター 柏木小学区
７月１０日㈪ 飛鳥会館 平賀東小学区
７月１２日㈬ 健康センター 小和森小学区
７月１８日㈫ 鳥海会館 竹館小学区
７月１９日㈬ 大坊コミュニティセンター 大坊小学区
７月２１日㈮ 平賀農村婦人の家 松崎小学区
７月２４日㈪ さるか交流館 猿賀小学区
７月２６日㈬ 南田中ふれあいセンター 金田小学区
７月２８日㈮ 碇ヶ関地域福祉センター 碇ヶ関小学区

　平川市は、全国平均を上回るペースで高齢化が進んでいます。

　近い将来、施設サービスなど、介護サービスの不足が予測される

なかで、介護保険事業者の専門的なサービスのほか、住民やさまざ

まな団体による地域の実情に合った生活支援サービスが必要とされ

ています。

　高齢となっても住み慣れた地域で生きがいを持って暮らすことが

できるよう、支え合いの地域づくりについて一緒に考えてみません

か。お気軽にご参加ください。

内　容

・高齢介護課職員による説明

　「いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるために」

・グループワーク「みんなで考えよう！これからの地域のこと」

【テーマ】高齢者が在宅で生活する上での困りごとはなにか、

　　　　　地域にはどんな支え合いがあるか　など

対象者

　平川市にお住まいの方であれば、どなたでも参加できます。

参加される会場について

　どちらの会場に参加していただいても構いません。

支え合いの地域づくり
意見交換会を開催します
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市内の話題

新陸上競技場と多目的広場がオープン
　５月１４日、平川市陸上競技場と平賀多目的
広場がオープンし、落成式が行われました。
　全天候型の陸上競技場は日本陸上競技連盟公
認競技場で、多目的広場はソフトボールなど
様々なスポーツが可能な施設となっています。
　式では長尾市長が「市民の体力や健康づくり
の拠点となることを願っています」と述べた後、
テープカットで完成を祝いました。また、同日
は第３３回全国小学生陸上競技交流大会津軽南
ブロック予選会が開催され、小学生たちが新た
な競技場で記録に挑みました。

花の植栽

白岩まつり

　５月１８日、柏木農業高校の生活科学科の２
年生１５人が弘南鉄道平賀駅前で花の植栽を行
いました。
　この活動は毎年園芸ボランティアの一環とし
て行われており、学校で育てた花を植えること
を通じて街の美化に取り組んでいます。
　生徒たちは平賀駅周辺の２か所にマリーゴー
ルドやサルビアなど５種類の色とりどりの花を
植えつけました。参加した生徒の一人は「きれ
いに見えるように配色に気を付けたので、ぜひ
見てもらいたい」と語りました。

　５月２７日と２８日の２日間、白岩森林公園で白岩
まつりが開催されました。当日はあいにくの空模
様でしたが、平川市観光協会の山田忠利会長は「雨
の中でも白岩は素晴らしい景色を見せてくれるの
で、ぜひ楽しんでほしい」と歓迎のあいさつを述
べました。
　会場では尾崎獅子踊保存会の祝舞やＡＯＭＯＲＩ花
嵐桜組のよさこい披露、カラオケ大会などのイベ
ントが行われました。また、白岩遊歩道散策ツアー
も行われ、参加者は白い岩肌とツツジの花、新緑
のコントラストが美しい風景を楽しみました。
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中山間地域等直接
支払制度取組状況報告

　山地の多い我が国では、「中山間」と呼ばれ

る地域が、国土の６９％を占めています。この

地域の農地が有する多面的機能（洪水や土壌

の浸食防止・保健休養機能・自然生態系の保

全）により、下流域の住民の財産と豊かな暮

らしが守られています。

　しかし、こうした地域は、平地に比べて生

産条件が不利な地域が多く、過疎化や高齢化

が進む中、耕作放棄地の増加や農地の荒廃な

どが懸念されています。

　そこで設けられたのが「中山間地域等直接

支払制度」です。特定農山村法、山村振興法

などで指定された「中山間」地域に対し直接

交付金を支払うことで、農業生産活動を継続

的に支援し、地域活性化や多面的機能の増進

を図ることを目的としています。

　当市では、平成２７年度より新たに第４期対

策（５年間）がスタートし、現在１８集落が本

制度に取り組んでいます。

　この制度では、集落協定を締結し、５年間

以上継続して農業生産活動などを行う農業者

を対象に、農地の斜度に応じて協定集落に交

付金が交付されます。基本活動（農業生産活

動の条件整備などや多面的機能の増進）に加

え、地域課題に対応した独自の前向きな取り

組みが可能とされており、これらを合わせて

共同取組活動といいます。

　この交付金は、半分以上を参加者の農業生

産活動などのため個人配分し、残りを集落で

の合意の基に共同取組活動に活用することと

なっています。

　平成２８年度の取組状況は、協定集落数が

１８集落、参加農業者は１，５３３名、交付金額は

１２６，１４７千円でした（右表参照）。各集落にお

いて、主に次のような共同取組活動が行われ

ました。

　○水路および農道の管理

　○農地管理（法面の点検・補修、病害虫対

策など）

　○周辺林地の草刈り

　○景観作物の作付（花壇など）

　○共同利用機械・施設の整備　ほか

　また、地域独自の取り組みとして、次のよ

うな事業が行われました。

　○町居・新館→体験学習（米）

　○新屋→体験学習（さつまいも）

　○沖館・広船・尾崎→ふらん病対策

　○唐竹・沖館→りんご苗木配布

　○切明→鳥類の餌場確保

　○小国→農産物加工・販売（直売所）

　○金屋→体験観光農園（さくらんぼ）

　○古懸→堆肥づくり

　○相沢→河川敷の雑木伐採　ほか

中山間地域等直接支払制度とは

交付金の仕組みと使い道

平成２８年度取組状況

平成２８年度
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制度を利用して体験学習が行われています

平成２８年度　中山間地域等直接支払制度　交付対象面積および交付金交付状況

協定締結
集　　落

協定参加
農業者数
（人）

交付対象農用地面積（㎡） 交付金額（千円）
田 畑 うち集落共

同取組活動
充　当　額

うち農業者
へ の 個 人
配　分　額

急傾斜
面　積

緩傾斜
面　積

急傾斜
面　積

緩傾斜
面　積

唐　竹 160 2,192,372 106,284 0 2,084,736 1,352 26,211 13,106 13,105
沖　館 128 997,802 2,248 65,838 929,716 0 11,266 5,633 5,633
新　館 73 334,857 0 26,236 305,190 3,431 2,985 1,493 1,492
広　船 153 2,147,493 0 84,132 2,063,361 0 24,402 12,201 12,201
切　明 18 130,768 130,768 0 0 0 2,746 1,098 1,648
小　国 49 433,104 429,822 0 0 3,282 9,038 2,712 6,326
井戸沢 29 262,638 60,560 202,078 0 0 2,888 1,155 1,733
大木平 17 307,837 0 0 0 307,837 1,077 754 323
尾　崎 223 1,577,101 0 726,669 756,095 94,337 14,839 7,420 7,419
新　屋 153 669,647 2,465 281,329 385,853 0 6,740 3,370 3,370
町　居 159 788,013 0 168,289 616,977 2,747 8,451 4,226 4,225
高　畑 16 48,787 0 48,787 0 0 390 273 117
金　屋 178 701,303 0 0 701,303 0 8,065 4,602 3,463
久　吉 55 289,239 0 289,239 0 0 2,314 2,314 0 
相　沢 31 139,561 0 73,163 33,740 32,658 1,088 1,088 0 

四戸橋第二 14 75,678 0 0 31,134 44,544 514 514 0 
古　懸 68 443,486 10,314 218,431 22,497 192,244 2,896 2,896 0 
阿　原 9 37,092 0 37,092 0 0 237 237 0 
合　計 1,533 11,576,778 742,461 2,221,283 7,930,602 682,432 126,147 65,092 61,055

交付金の単価：１０ａ当たり（円）

傾斜区分 田の急傾斜（１/２０以上）田の緩傾斜（１/１００以上） 畑の急傾斜（１５度以上） 畑の緩傾斜（８度以上）
単価区分 通常 ８割 通常 ８割 通常 ８割 通常 ８割
交付単価 21,000 16,800 8,000 6,400 11,500 9,200 3,500 2,800

　※新館、阿原地区のみ８割単価

問合せ：農林課　農業振興係　☎４４‐１１１１（内線２１７５）

　中山間地域等直接支払制度を利用し、協定締結集落と地元小学校が連
携して児童たちの農業体験学習が行われています。５月２４日に町居町会
と平賀東小学校、新館町会と竹館小学校でそれぞれ田植え体験が行われ
ました。
　このうち、町居地区で行われた平賀東小学校の農業体験では、５年生
の児童４１人が町居集落青年部員ら１１人とともにつがるロマンの田植え
体験を行い、苗を植える場所に印をつける作業と田植え作業の体験を行
いました。児童たちは慣れない泥の中で２、３本ずつ苗を植えつけていま
した。
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地域おこし協力隊が着任しました！
　５月１日、平川市では初となる「地域おこし協力隊」

の隊員２人が着任しました。

　市役所本庁舎で行われた委嘱状交付式では、長尾市

長が委嘱状を手渡し「外から見た市と、今後様々な人と

接する中からの視点から、にぎわい創出などで枠にと

らわれない活躍をしてほしい」と激励しました。

　２人は今後、平川市の魅力発信や地域活性化のため

に活動していきます。

「地域おこし協力隊」とは？
　人口減少や高齢化などの進む地方で地域外の方を受け入れ、地域活動や住民の生活支援などの「地域

協力活動」を行ってもらうとともに、その地域への定住・定着を図ることで、地域の充実や強化を目指

す取り組みです。

地域に新しい風

出身：青森市　配属先：平川市観光協会
　東京都で文具メーカーやイベント企画会社に勤務。ま
た、個人で飲食店を経営した経験も。
　２年前に青森市に Uターンし、あおもり藍のＰＲや商
品開発、販路拡大に従事しながら、カフェの立ち上げに
関わりました。

出身：尾上地区　配属先：総務課広報広聴係
　大阪府大阪市と宮城県大崎市で飲食店や観光公社に勤
務。前職の一般社団法人みやぎ大崎観光公社では、観光
ＰＲ活動やイベントの企画・運営、物産の販売、新商品
開発、ＳＮＳでの情報発信などに従事しました。

疊
たたみさし

指　謙
けんじ

自　さん

北
きたやま

山　詩
しの

野　さん

地域おこし協力隊に応募した理由は？

　去年の夏に平川市を訪れた際に、盛美園と岩
木山の風景に惚れ込み、平川市に興味を持ちま
した。その後、移住促進のイベントで地域おこ
し協力隊を募集していると聞き、観光で周辺市
町村とコラボなどができればと思い応募を決め
ました。
皆さんへのメッセージ

　平川市の魅力を発掘し、皆さんと一緒に楽し
める企画をし、交流人口を増やすことで経済を
活性化する仕組みを作り上げたいと思います。
　よろしくお願いします！

地域おこし協力隊に応募した理由は？

　いずれは地元に戻ることができればいいと考
えていました。そんな中、地域おこし協力隊を
募集していると知り、これまで携わってきたま
ちおこしの経験を地元で生かすことができる良
いチャンスだと思い応募しました。
皆さんへのメッセージ

　地元、平川市をもっとステキな街にしてたく
さんの人に愛されるよう広くPRし、皆が楽しい
と思える市になるよう頑張りたいと思います！

Facebook ページを開設しています！
　２人の日々の活動を発信する「平川市地域おこし協力隊」ページを開設しています。

　投稿への「いいね！」やシェアをお願いします。

今回着任した 2人をご紹介！

平川市地域おこし協力隊 検索
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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。
 

 

 求む、街の名人  
 

小さなデイサービス「ふるさと温泉」で名人芸を披露しませんか 

歌・踊り・演奏・朗読・体操・マジック・似顔絵・・・その他何でも 

                     持ち時間は 2０分 

なんと、豪華謝礼は次の２つ 

☆ 人生の先輩１０人によるこころからの拍手 

☆ 人に感謝された者だけが知る「こころ震える喜び」 

平川市唐竹 デイサービスふるさと温泉 44-0155 担当 鈴木 

～受章者をご紹介します～
　平成２９年「春の叙勲・褒章・危険業務従事者叙勲」が発表されました。
　今回は当市に関係する 4人の方が受章されましたので、ご紹介します。

春の叙勲・褒章・危険業務従事者叙勲

　名誉市民である長谷川氏は技術者として多くの特

許を出願したほか、㈱日本マイクロニクスを立ち上

げ、電子技術産業の発展に寄与されました。

　「この度、叙勲の栄に浴し身に余る光栄と存じます。

昭和４５年に会社を興し、１９８１年昭和５６年に旧平賀

町に主力の青森工場を開設、半導体検査機器の開発・

製造を行ってきました。これも一重に、関係者皆様

のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。今後も

半導体業界、郷土の発展の為に尽くしていきたいと

存じます」とコメントされました。

　消防団員として３５年間にわたり地域の消防活動に

尽力され、現在は平川市消防団第６方面本部長を務

めています。

　「一番心に残っているのは入団直後に経験した山火

事での出動で、そこで火の恐ろしさを実感しました。

しかし、消防団員として続けてこられたのは先輩や

仲間、そして、家族の後押しがあってこそ。これか

らは後進のために、自分がやってきたことを伝えて

いきたいと思います」と話されました。

　３８年にわたり、特別養護老人ホーム「弘前大清水

ホーム」で利用者の福祉向上のため尽力され、現在

は同施設で介護主任として主に介護士のサポートを

行っています。

　「上司からは、受章したのは今まで頑張ってきたこ

とに対するプレゼントだという言葉をかけて頂き、

本当に嬉しく思っています。上司やスタッフ、そして、

入所者の皆さんの笑顔が支えとなって受章すること

ができたと思うので、これからも体が続く限り仕事

で返していきたいです」と話されました。

　昭和４５年から平賀・尾上地区消防等事務組合に勤

務され、３８年間主に現場での消防活動に従事されま

した。

　「これまで尾上分署や平賀消防署で勤務してきた中

で、家族や同僚の支えがあったことを強く実感して

います。支えてくれた周りの皆さんにとても感謝し

ています。これからは様々な面で後輩たちのサポート

をしていきたいと思います」と話されました。

長谷川　義榮さん

白川　秋徳さん

福士　京子さん

清藤　英明さん

産業振興功労

消防功績

社会福祉功労

消防功労

神奈川県川崎市　78歳

久吉地区　58歳

日沼地区　62歳

尾上地区　70歳

旭 日 小 綬 章

藍 綬 褒 章

瑞 宝 双 光 章

瑞 宝 単 光 章

（春の叙勲）

（春の褒章）

（春の叙勲）

（危険業務従事者叙勲）
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申込み・問合せ：平川市観光協会　☎４０‐２２３１

　　　申込み・問合せ：世界一の扇ねぷた運行実行委員会事務局（商工観光課内）
☎４４‐１１１１（内線２１８４）　　

■予約方法■
　予約受付開始：６月１９日㈪

　受付時間：平日８時１５分～１７時

　①希望日②代表者氏名③電話番号④席数をおしらせください。

　※満席になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

■お願いとご注意■
　・席数は、代表者１名につき最大５席までとさせていただきます。 

　・座席はパイプいすまたはアルミ階段席となります。座席の指定はできません。 

　・ベビーカーは１席とさせていただきます。予約時にお伝えください。 

　・お子様はひざ上のみ無料です。

　・当日の１９時までに来場受付されない場合は、キャンセル扱いとさせていただいたうえで、当日席として

販売させていただきます。 

　・ペットは観覧席に入場できません。 

　・全席禁煙です。喫煙される際は、所定の喫煙場所にてお願いします。

　・まつりは雨天でも開催される場合があります。カッパなどの雨具をご用意ください。（観覧席での傘の使

用は禁止させていただきます。） 

　・２日が中止（順延）となった場合、２日の予約は４日に繰り越されます。３日が中止の場合、３日の予

約は４日に繰り越されます。２・３日ともに中止の場合、２日の予約が４日に繰り越され、３日の予約

は無効となります。

　・まつり情報、交通規制、駐車場などについては、平川ねぷたまつり実行委員会（平川市商工会内　☎４４

−３０５５）にお問い合わせください。

①「世界一の扇ねぷた運行実行委員会」会員募集
　世界一の扇ねぷた運行実行委員会では、平川ねぷたまつりに出陣する「世界一の扇ねぷた」の運行にご協

力いただける会員を募集しています。

　活動内容　「世界一の扇ねぷた」の絵張りや、ねぷたまつりでの運行など

　年 会 費　個人会員　２，０００円

　　　　　　賛助会員（法人および団体など）　１０，０００円

②囃子練習会
　ねぷた囃子練習会を開催いたしますので、初めての方でもお気軽にご参加ください。

　日　時　７月の毎週金曜日　１９時～２０時まで

　場　所　ねぷた展示館前

日程：８月２日㈬・３日㈭

時間：１７時から運行終了まで

（当日は１７時～１９時までに受付を行ってください）

席数：２００席（いすまたは階段席）

場所：平川市商工会隣

料金：１，０００円（いす席、お土産付き）

一緒にねぷたを盛り上げませんか？

平川ねぷたまつりの有料観覧席を販売します

一緒にねぷたを盛り上げませんか？
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　特定健診とは

　特定健診は、生活習慣病のリスクを高めるメタボリッ

クシンドロームに着目した健康診査です。糖尿病や心臓

病、脳卒中といった深刻な病気を防ぐため、市では右表

の項目を検査し、メタボリックシンドロームの人やその

予備群の人を早期発見することを目的としています。　

　
　特定保健指導とは

　特定健診の結果は、保健師などが全ての受診者に説明

をします。特に生活習慣病やメタボリックシンドローム

のリスクが高い方には、面接や電話により特定保健指導

を行います。

　特定保健指導には、メタボリックシンドロームを予防

するための「動機づけ支援」、改善するための「積極的

支援」の２種類があります。

　特定健診を受診するには

　市の特定健診は、国民健康保険加入者の３０歳以上の

方を対象としており、集団健診のほか、各医療機関で行

う個別健診で受診できます（３０歳～３９歳の方は集団健

診のみ）。

　今年度は、４０歳以上の対象者の方に、「特定健康診査

受診券（むらさきの用紙）」と「集団健診の日程」および「個

別健診実施医療機関一覧」を送付していますのでご確認

ください。

　なお、受診券が送付された方でも、すでに集団健診を

お申し込みされている方は、あらためてお申し込みして

いただく必要はありません。

　社会保険の被扶養者の方へ

　市の集団健診では、協会けんぽ、健保連、共済組合などの被扶養者の方の特定健診も受け付けています。

　　料　金　一部負担あり

　　　　　　協会けんぽの場合、特定健診（基本項目）は無料

　　申込先　健康推進課健康増進係

　詳しくは係までお問い合わせください。　

【特定健診の基本的な健診項目】

検査項目 調べる内容

身体計測
身長・体重・ＢＭＩ

肥満ややせ過ぎでない
かを調べます

腹囲
内臓脂肪の蓄積を調べ
ます

血　　圧
収縮期血圧 血圧計で血管にかかる

圧力を調べます拡張期血圧

血中脂質

中性脂肪

血液中に含まれる脂質
の量から動脈硬化の危
険度などを調べます

ＨＤＬコレステ
ロール

ＬＤＬコレステ
ロール

肝 機 能

ＡＳＴ（ＧＯＴ）

血液を採取して肝臓の
機能を調べます

ＡＬＴ（ＧＰＴ）

γ−ＧＴ
（γ−ＧＴＰ）

糖 代 謝

空腹時血糖 血液を採取して糖尿病
の危険度を調べますＨｂＡ１ｃ

尿糖
尿を採取して糖尿病の
危険度を調べます

腎 機 能 尿たんぱく
尿を採取して腎臓の機
能を調べます

※平川市では上記基本的な健診項目に、クレアチニン検査、
尿酸検査、心電図検査、貧血検査、尿潜血の各検査項目
を追加し、より充実した内容として実施しています。

問合せ：健康推進課　健康増進係　☎４４‐１１１１（内線１１４１・１１４５・１１４６）

受けよう！

特定健診・特定保健指導
　市では、がん、脳卒中、心臓病などの生活習慣病の早期発見と改善のために特

定健診と特定保健指導を実施しています。自分の健康を守るのは自分自身です。

「面倒くさい」「必要ない」などと敬遠せず、年に１回は特定健診を受診しましょう。　

■集団健診

　特定健診と各種がん検診が同時に受診でき

ます。

　料　金　無料

　申込先　健康推進課健康増進係

■個別健診

　平川市、弘前市、黒石市および周辺町村の

実施医療機関で特定健診を受診できます。

　料　金　無料

　申込先　受診を希望する医療機関
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後期高齢者医療保険料の軽減率が変わります

①年収に応じた部分（所得割）について

　基礎控除後の所得が５８万円以下（収入が公的年

金のみの場合は年額２１１万円以下）の方は、平成

２８年度までは５割軽減とされていましたが、平

成２９年度は２割軽減となります。

②定額部分（均等割）について

　後期高齢者医療制度へ加入する前日まで、ご家

族の社会保険（会社の健康保険や共済組合など）

の被扶養者だった方は、平成２８年度までは９割

軽減とされていましたが、平成２９年度は７割軽

減となります（ただし、世帯の所得状況によって、

９割または８．５割軽減となる場合もあります）。

　今回の見直しは、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するため、世代間の公平が図られ

るよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要性から行われたものです。皆さまのご理解をお願いい

たします。

　なお、詳細につきましては、国保年金課または青森県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせくだ

さい。

平成２９年４月から、後期高齢者医療保険料の軽減率が以下のとおり見直されました。

問合せ：国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）
青森県後期高齢者医療広域連合　☎０１７‐７２１‐３８２１　

問合せ：福祉課　福祉総務係　☎４４‐１１１１（内線１１６４）

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金が支給されます

〇特別弔慰金の趣旨

　戦後７０周年に当たり、今日のわが国の平和と繁

栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいた

し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者な

どの遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するもの

です。

　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔

慰を表すため、償還額を年５万円に増額するととも

に、５年ごとに国債を交付することとしています。

〇支給対象者

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成２７年４

月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶

助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族

年金」などを受ける方（戦没者などの妻や父母など）

がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お

一人に支給となります。

１．平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族

等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

２．戦没者などの子

３．戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　④兄弟

姉妹

※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているこ

となどの要件を満たしているかどうかにより、順

番が入れ替わります。

４．上記１から３以外の戦没者などの三親等内の親

族（甥、姪など）

※戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上の生計

関係を有していた方に限ります。

〇支給内容

　額面２５万円、５年償還の記名国債

〇請求期間

　平成２７年４月１日から平成３０年４月２日まで

※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けるこ

とができなくなります。

※平成２７年４月１日以降に上記支給対象者が亡く

なった場合、相続人による請求および受給が可能

です。

〇請求窓口

　▷健康センター　　福祉課福祉総務係　

　▷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　

　▷葛川支所

広報　ひらかわ　２０１７．６10



　平成２９年度の平川市国民健康保険税の税率は次のとおりです。

　国民健康保険税は納期限内に忘れず納めましょう。

平成２９年度国民健康保険税のおしらせ

　国民健康保険税は、世帯の所得額（世帯主および国

保加入者の所得の合計額）に応じて、均等割額（加入

者１人につき課税）と平等割額（１世帯につき課税）

が軽減されます。

　この軽減の基準が次のとおり改正され、５割軽減と

２割軽減の対象世帯が拡大されます。

区　分
軽減対象者の要件（世帯の所得額）

改　正　前 改　正　後

７割軽減 ３３万円以下 ３３万円以下（改正なし）

５割軽減
３３万円＋（被保険者数）
×２６．５万円以下

３３万円＋（被保険者数）
×２７万円以下

２割軽減
３３万円＋（被保険者数）
×４８万円以下

３３万円＋（被保険者数）
×４９万円以下

　税率については、昨年度と同率です。

課税の分類 区　　分 税 率 等

①医療給付費分

所　得　割 ８．２０％

資　産　割 １８．５０％

均　等　割 ２３，８００円

平　等　割 ２７，８００円

課税限度額 ５４０，０００円

②後期高齢者支
援金分

所　得　割 ２．７５％

資　産　割 ７．００％

均　等　割 ６，６００円

平　等　割 １０，０００円

課税限度額 １９０，０００円

③介護納付金分

所　得　割 ２．６０％

資　産　割 ５．７０％

均　等　割 ９，０００円

平　等　割 ８，４００円

課税限度額 １６０，０００円

問合せ：国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）

地区名 開催場所 開催日
唐竹 唐竹多目的集会所 ６月２２日㈭

新館・向野 新館集落センター ６月２９日㈭

広船 広船地区構造改善センター ７月６日㈭

新屋 新屋多目的集会所 ７月２０日㈭

尾崎 尾崎多目的研修集会施設 ７月２７日㈭

今後のまちづくり懇談会の日程

※開催時間は１８時３０分から２０時までの予定です。
※都合により開催場所、開催日などが変更となる場合が
あります。

　皆さまがお住まいの地域に市長が出向き、意見を伺う
「まちづくり懇談会」を次の日程で開催します。ぜひ、
ご近所お誘いあわせの上ご来場ください。

情報公開・個人情報保護制度の
開示状況公表

◆これまでのまちづくり懇談会の内容については、
市役所本庁舎および尾上・碇ヶ関総合支所、葛川
支所でご覧になることができるほか、市ホーム
ページで公開しています。

○情報公開制度

　請求に応じて市が保有している情報を公開するもの
です。
平成２８年度の開示状況
▷開示請求件数…５件（うち部分開示５件）
▷開示決定等に対する不服申立て件数…０件
○個人情報保護制度

　市が保有している個人情報全般についての基本的な
ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己
に関する情報の開示や訂正などを求めることができる
ものです。
平成２８年度の開示状況
▷書面による開示請求件数…０件
▷口頭による開示請求件数…６件

ご不明な点などありましたら、

担当までお問い合わせください。

◆平成２９年度国民健康保険税の税率 ◆国民健康保険税の軽減対象の拡大

問合せ：総務課　行政係
☎４４‐１１１１（内線１３４２）

問合せ：総務課　広報広聴係
☎４４‐１１１１（内線１３５３）
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　 市町村イベントカレンダー

だより
“津軽”の
話題満載合

津軽
　広域 連

黒石市
　クラシックカークラブ青森と黒石商店街協同組合

は、「第２６回クラシックカークラブ青森ミーティング

in こみせ」を、黒石商店街と中町こみせ通りを会場

に開催します（雨天決行）。

　このイベントは、懐かしい名車約２００台が全国から

集結する県内随一のクラシックカーの祭典です。

　当日は、クラシックバスの無料乗車体験や自衛隊に

よる特殊車両の展示、ステージイベントなど楽しい催

しが盛りだくさん。

　イベントの最後には、参加したクラシックカーによ

る一斉パレードも行われますので、ご家族、お友達を

お誘いあわせのうえ、お

気軽にお越しください。

日時　７月１６日㈰

　　　９時～１５時

問合せ　黒石商店街協同組合

　☎５３−６０３０

クラシックカークラブ
青森ミーティング in こみせ

平川市
　猿賀神社の鏡ヶ池に咲く蓮の花は、群生地として北

限といわれており、毎年夏の風物詩として親しまれて

います。ちょうど見頃を迎える７月下旬に開催される

このまつりでは、ガイドと一緒に盛美園などを歩くミ

ニツアーや特産品の販売、フォトコンテストなど、さ

まざまなイベントが行われる予定です。まつりの詳細

については、決まり次第ホームページなどでおしらせ

します。

　ぜひこの機会に足を運んでいただき、北限に咲く優

雅で可憐な蓮の花を堪能してはいかがでしょうか。

期間　７月２３日㈰～

　　　３０日㈰

場所　猿賀公園

問合せ　平川市観光協会

　☎４０−２２３１

クラシックカーがこみせ通りをパレード

何千もの蓮の花が皆さんの来場を
お待ちしています

６
月

７
月

８
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

30日まで 板柳町ふるさとセンター農業収穫体験 カラフルなミニトマト収穫体験は１人200円。利用可能日や時間はお問い合わせください  【板柳町ふるさとセンター（☎72-1500）】

１７日 第１2回古都ひろさき花火の集い 悪戸河川敷運動公園を会場に開催。大輪の花火が初夏の弘前を彩ります【ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局（☎33-4111）】

１７日〜
７月１７日

〜明治、写実（リアル）に出会う〜日本近代
洋画の誕生−山岡コレクションを中心に−

初期洋画の宝庫として知られる「山岡コレクション」を中心に、髙橋由一、黒田清輝、青木繁、藤島武
二ら、日本の近代洋画を築いた画家たちの作品を紹介します　　　　【弘前市立博物館（☎35-0700）】

１８日〜2１日 東アジアカップ女子ソフトボール大会20１７ リニューアルされる「はるか夢球場」で女子ソフトボールの国際大会を開催します【弘前市文化スポーツ振興課（☎40-7115）】

2４・2５日 文化財庭園フォーラム 文化財庭園の維持管理を行っている様子を公開するほか、シンポジウムを開催します【弘前市教育委員会文化財課（☎８2-1６42）】

2４・2５日
20１７カヌースラロームジャパンカップキョクヨーシリー
ズ第４戦・ワイルドウォータージャパンカップ第３戦

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手たちが、激流に挑み熱戦を繰り広げます
【同実行委員会事務局（西目屋村教育委員会内）（☎８5-2８5８）】

2５日 第１８回よさこい津軽 土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します【よさこい津軽実行委員会事務局（☎33-4111）】

2５日 たけのこマラソン大会 老若男女問わずに参加でき、マラソン終了後は、たけのこ汁と温泉に癒されます【同実行委員会（碇ヶ関公民館内）（☎4６-2104）】

2５日 ふじワングランプリ20１７ 町内の店舗・団体が町の特産品を使ってメニューを考案し、Ｂ−１形式でふじさきグルメ№１を決める食の祭典です！【藤崎町企画財政課（☎８８-８25８）】

１６日 星まつりinそうま20１７ 星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライブを開催します【同実行委員会事務局（☎８2-3325）】

2１日〜８月１７日 20１７ 大鰐温泉サマーフェスティバル 納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバンド等イベント盛り沢山です【大鰐温泉サマーフェスティバル実行委員会事務局（大鰐町企画観光課内）（☎4８-2111）】

23日〜
９月3日

画家　安野光雅展「ふしぎなえ」
から「旅の絵本」

代表作である「ふしぎなえ」など、その幅広い学識と豊かな表現力で生み出された作品が世界各国で高い人気
を誇る画家・安野光雅の画業５0年の軌跡を紹介します　　　　　　　　　 【弘前市立博物館（☎35-0700）】

23日 丑湯まつり（温湯温泉地区） 無病息災を願い、丑の御神体を乗せた御輿を引く伝統の行事です　　　　【温湯共同浴場受付（☎54-８5９1）】

23日 どろリンピック 夏休みの思い出に、親子、友人同士でどろまみれになって楽しみませんか？【田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎5８-4６８９）】

23日〜30日 北限に観る蓮の花まつり 群生地としては北限の和蓮が咲き誇る猿賀公園で、多くのイベントが予定されています【平川市観光協会（☎40-2231）】

下旬 浅瀬石川ダム湖ふれあいデー 浅瀬石川ダム周辺で、出店やいわなのつかみどりなどのさまざまな催しが楽しめます【岩木川ダム統合管理事務所浅瀬石川ダム管理支所（☎54-８7８2）】

30日 ちびっ子ねぷたのお通りだい 土手町通りを会場に子どもたちが元気いっぱいにねぷたを運行します　　　【弘前青年会議所（☎34-445８）】

30日〜８月５日 黒石ねぷた祭り 扇・人形型を併せて、県内最大規模の５0台以上のねぷたが出陣。合同運行は７/30と８/2です【黒石青年会議所（☎52-33６９）】

１〜７日 弘前ねぷたまつり 大小約８0台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます　　　　　　　　【弘前市観光政策課（☎35-112８）】

１〜７日 大鰐温泉ねぷたまつり 町内各団体の扇ねぷたによる合同運行が行われます【大鰐温泉観光協会事務局(大鰐町企画観光課内)（☎4８-2111）】

2・3日 平川ねぷたまつり 約30台の大小さまざまなねぷたに加え、高さ１１ｍの世界一の扇ねぷたも出陣します【同実行委員会（平川市商工会）（☎44-3055）】

3・５日 藤崎町ねぷた合同運行 ８月３日は常盤地区、８月５日は藤崎地区で、それぞれ約2５台のねぷたが出陣します【藤崎町商工会（☎75-2370）】

４日 第４2回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内外からねぷたが集結します【田舎館村中央公民館（☎5８-2250）】

５日 梅沢富美男・花魁（おいらん）道中 町応援大使の梅沢富美男さんが、ねぷた合同運行の先陣を切って、花魁道中を行います【藤崎町商工会（☎75-2370）】

６日 第４回大森勝山じょうもん祭り 史跡大森勝山遺跡で、火起こしや野菜焼、遺跡探検隊等、多くのイベントを行います【弘前市教育委員会文化財課（☎８2-1６42）】

９・１0日 20１７りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で町内を練り歩く『りんご山笠』は１0日夕方に運行します【板柳町産業振興課地域振興係（☎73-2111）】

１１日 20１７りんごの里いたやなぎ花火大会 3，000発の花火が夏の夜空を彩ります　　　　　　　　　　　　　　　　　【板柳町商工会（☎73-3254）】

１４・１５日 碇ヶ関御関所祭り 津軽の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催しを開催。関所太鼓や江戸御輿は必見です【平川市商工会碇ヶ関支所（☎45-2044）】

いろんなイベントに出掛けよう！

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の 8市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、
各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

北限に観る蓮の花まつり
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　平川市グラウンド・ゴルフ協会では、平川市民の健康

保持と増進を図るとともに、愛好者相互の親睦を図り、

生涯スポーツとしての関心を一層高めてもらうため、今

年度も第９回平川市民グラウンド・ゴルフ大会の参加者

を募集します。

　要項は下記の通りです。

	

実施期日　７月２０日㈭

会　　場　平川市運動施設平賀多目的広場

　　　　　（ひらかドーム裏）

参加資格　平川市民であればどなたでも参加できます

時　　間　集合　　　　９時００分

　　　　　開会式　　　９時１５分

　　　　　プレー開始　９時３０分

参 加 料　１人５００円

申込締切　７月１４日㈮

申 込 先　平賀地域の方：對馬　修　☎０９０−５３５９−７３５６

　　　　　尾上地域の方：小田桐　彰　☎５７−５２１２

　　　　　碇ヶ関地域の方：對馬　弘　☎４６−２６３７

体育協会だより

グラウンド・ゴルフ協会

　消防庁・気象庁では、全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）を利用した緊急地震速報の配信訓練を全国一斉に実
施します。
　この訓練に併せて、市内全域の防災無線子局および公
共施設などに設置される戸別受信機より、訓練用の緊急
地震速報が自動的に放送されますが、訓練放送ですので
ご注意ください。
■放送日時
　７月５日㈬　１０時１５分頃
※ただし、気象・地震活動の状況などによっては、国の
判断で配信訓練を中止する場合があります。

■放送内容（予定）
　（上り４音チャイム）	
　こちらは、ぼうさいひらかわです。
　ただ今から訓練放送を行います。
　「（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。これは訓練放送です」
×３回

　こちらは、ぼうさいひらかわです。
　これで訓練放送を終わります。
　（下り４音チャイム）
■全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは
　津波警報、緊急地震速報、弾道ミサイル情報などと
いった対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報
を、消防庁から人工衛星を用いて送信し、市区町村の
同報系防災行政無線を自動的に起動させることにより、
住民に瞬時に伝達するシステムです。

問合せ：総務課　消防防災係　☎４４−１１１１（内線１３５４）

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を利用した
緊急地震速報の訓練放送を実施します

　私たちの会は平川市高齢者の陶芸クラブの後に「や
きものサークル陶遊会」として発足し４年が経ち、現
在は２０名で活動しています。地域の皆さんと交流し、
保育園児から高齢の方々が土に触れ、楽しみながら作
品づくりをするお手伝いをしています。
　この度、尾崎町会の皆さんのご厚意により平川市の
名所である白岩森林公園の白砂採取と白岩の名前を使
用することを快諾していただきました。試行錯誤の末
に完成した「津軽白岩焼」は粘土、釉薬に白砂を混ぜ
ています。焼締、燻焼（炭化焼締）にした場合は渋く
安定感があり染付、絵付を施すと明るく、ポップな印
象があります。今後更に工夫をして使い勝手のよい日
用の器づくりを目指していきます。
　昨年の平川市民文化祭では１００個の湯呑み茶碗をご
来場の皆さんに手渡しすることができました。これか
ら、多くの皆さんに使っていただき、「津軽白岩焼」
を広く普及できたらと願い、作陶を続けていきます。
活動日　月曜日〜金曜日　１０時〜１５時
問合せ　代表　木村れい子　☎０９０−８５１５−６４４３

文化協会だより

やきものサークル陶遊会

食育通信③

問合せ：平賀学校給食センター　☎４４−２８３５

６月は食育月間
〜毎月１９日は食育の日〜

　平成１７年に制定された「食育基本法」では、「子どもたちが
豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくためには、
何よりも『食』が重要である」とし、「食育を、生きる上での
基本であって、知育、徳育、および体育の基礎となるべきもの
と位置付ける」としています。
　生涯にわたって心身ともに健康で豊かな人間性を育むため
に、子どものころから、さまざまな「食」に関する経験を積ん
でいくことが大切になります。

６/２８㈬は「ふるさと産品給食の日」平賀地域

 青森県にはおいしい食材がたくさんあります。「食べ
る」ことから、自分たちのふるさとのよさを学びます。

★メニュー★
・ごはん
・さけの塩焼き
・長いもとぶた肉の炒め煮
・せんぎり汁
・お米のムース

　この日の食材は、ほとんどが青
森県産です。なかでも、ごはんと
デザートに使われているお米が、
平川市産のつがるロマンです。ま
た、せんぎり汁のキャベツ、にん
じん、ねぎが平川市産です。

広報　ひらかわ　２０１７．６ 13



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

場所　工房「わにっこ」

　　　（大鰐町大字大鰐字大鰐９－４）

　１０時に健康センターから送迎バ

スが出ます。

※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

　「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などについて、

精神保健福祉士が相談に応じます。

日にち・場所

　７月　５日㈬

　健康センター　相談室③

　７月１９日㈬

　碇ヶ関地域福祉センター　相談室

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　６月３０日㈮　１７時～１９時

■休日窓口

日時　６月２５日㈰　８時３０分～１７時

問合せ　税務課収納係

日時　

〈１回目〉

自分にあったご飯の量について知ろう！

７月１２日㈬　１３時３０分～１５時

〈２回目〉

血糖値をあげにくい食べ方と間食など

７月２１日㈮　１３時３０分～１５時

場所　碇ヶ関地域福祉センター

　　　（ハッピイハウス）

講師　市管理栄養士

申込締切　７月７日㈮

※土・日曜日、祝日を除きます。

申込み・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　７月１１日㈫　１０時～１２時

※毎月第２火曜日を予定。

内容　施設見学

　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）

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。

※妊婦以外の方がお越しになる場合

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

健康

●母子健康手帳の交付・

妊婦窓口相談

●健康講座「学んで実践！

高血糖を改善する食事」

●精神障害者家族会

●休日・夜間納税窓口

各種相談

●こころとからだの相談

対象　６５歳以上の方　　問合せ　高齢介護課高齢福祉係

対象　６５歳以上の方　　問合せ　高齢介護課高齢福祉係

●「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
７/ ４㈫・７/１１㈫
７/２５㈫ １４：００〜１５：００ 平賀体育館 高齢介護課高齢福祉係

（☎44-1111 内線1170）７/ ５㈬・７/１２㈬
７/２６㈬ １４：００〜１５：００ Ｂ＆Ｇ尾上

体育館

実施日 時　間 場　所 申込先
７/ ５㈬・７/１２㈬
７/１９㈬・７/２６㈬ 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）

７/１３㈭・７/２７㈭ 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）

７/ ４㈫・７/１８㈫ 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）

７/１１㈫・７/２５㈫ 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）

７/ １㈯・７/１５㈯ 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。
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　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

日にち　７月１９日㈬、８月２３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

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。

　秘密は厳守します。どなたでもお

越しください。

日時　７月２５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

問合せ　健康推進課健康増進係

＜ＮＨＫラジオ第一で生放送！みんな集まれ！！＞

日にち　８月１４日㈪

時間

５時３０分～５時５０分　開場・整列

６時００分～６時１０分　開会式

６時１０分～６時３０分

　講師等の紹介およびリハーサル

６時３０分～６時４０分

　ラジオ体操（ＮＨＫラジオ第一で

生放送）

６時４０分～６時５０分

　ラジオ体操優良団体表彰式

６時５０分～７時１０分

　ラジオ体操ポイントレッスン

７時１０分～７時４０分

　元気あっぷる体操収録（後日県内放映）

７時４０分～　解散、記念品配布

会場　陸上競技場

　　　（雨天時：ひらかドーム）

申込締切　７月１４日㈮

申込方法

　ラジオ体操チラシ下部の申込書に

必要事項を記入の上、最寄りの申込

受付場所へ持参してください。

　当日参加も可能ですが、参加者全

員に記念品を用意する準備があるた

め、必ず申込書を提出してください。

受付場所

　市役所本庁舎、尾上総合支所、

碇ヶ関総合支所、葛川支所、ひら

かドーム、平賀体育館、Ｂ＆Ｇ尾

上体育館、ゆうえい館

問合せ　ひらかドーム

☎４３－０６６０　ＦＡＸ４３－０６６１

団地名　西の平団地

所在地　平川市苗生松下東田４１番地２

募集戸数

　３戸（１階：１戸、２階：１戸、

４階：１戸）　間取り３ＤＫ

※募集期間中の空き室の状況により、

募集戸数が増えることがあります。

申込資格

・現に住宅に困窮していることが明

らかな方（持ち家がないこと）

・現に同居し、または同居しようと

する親族がいる方 

・単身入居は６０歳以上の方

・世帯の合計所得が月額１５８，０００円

以下の方

※高齢者、障がい者、子育て世帯（未

就学児童がいる世帯）は２１４，０００

円以下。

●集団検診

※集団検診のがん検診は全て無料です。
※乳がん・子宮頸がん共に無料です。婦人科検診は指定の医療機関でも
受診可能です。
　集団検診の受診を希望する方は、検診日の１０日前までお申し込みく
ださい。
　詳しくはお問い合わせください。
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。

６/１７㈯

　６：４５〜　８：００

医師診察
開始時間
　７：００〜開始

尾上地域福祉センター
◆健康保険証
◆特定または
後期高齢者
健診受診券

◆受診票

６/１９㈪
６/２７㈫
７/ ２㈰ 健康センター
７/ ５㈬ 金屋地区多目的研修施設
７/１３㈭ 新屋町会館
７/１９㈬ 飛鳥会館（町居）
７/２３㈰ 健康センター

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歳以上の方
乳がん
４０歳以上の方

７/１６㈰ 　９：００〜１０：００ 尾上地域福祉センター
◆バスタオル
◆受診票

７/３０㈰ 　９：００〜１０：００ 健康センター

●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 ７月　５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
７月　５日㈬
７月１９日㈬

１３：００〜１４：００
１７：３０〜１８：３０

女性健康相談 ６月２８日㈬ １３：００〜１３：３０

精神保健福祉相談（予約制） ６月２０日㈫
７月１３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

●夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

（ひらかわ健康ポイント対象事業）

募集

●困りごと相談

●傾聴サロン

●市営住宅入居者募集
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・入居者または同居しようとする親

族が暴力団員でない方

・住民税を滞納されていない方

※ペットなどを飼う事はできません。

使用料（家賃）

　世帯の合計所得の月額に応じて決

定されます（１６，３００円～３２，６００円

程度）。

※使用料とは別に共益費などが必要

になります。

提出書類

・市営住宅入居申込書

・住民票（入居予定者全員分、本籍

が記載されているもの）

・所得課税証明書（平成２９年度分、

高校生以下の方を除く全員分）

・納税証明書（平成２８～２９年度

分、課税されている方全員分）

・住宅の困窮事情報告書

・誓約書

・連帯保証人確約書

・障がい者の場合は、障害者手帳の

写し

・アパートに住んでいる場合はア

パートの契約書の写し

・その他申込者の状況により、必要

と思われる書類

※市内に住んでいる方は、市営住宅

入居申込書にマイナンバーを記

載することで、住民票の提出が不

要となります。

・個人番号カードまたは通知カード

および本人確認書類（運転免許

証など）

申込締切　７月１４日㈮

※土・日曜日、祝日を除きます。

受付時間　８時１５分～１７時

入居の決定

　「平川市営住宅入居者選考委員会」

の意見を聞き、市長が決定します。

入居予定時期　８月下旬～９月上旬

※状況により変更することがありま

す。

入居決定後の手続き

敷金…使用料の３か月分を入居前に

納入していただきます。

連帯保証人…市内に居住し、独立の

生計を営み、かつ、入居申込者と同

程度以上の収入を有する方 2 人が

必要になります。

※郵送、電子メールでの申し込みは

できませんので、ご注意願います。

※申し込み書類は市ホームページよ

りダウンロードするか、都市計画

課で配布しておりますので窓口

までお越しください。

※詳しくは、ホームページをご覧い

ただくか、都市計画課までお問い

合わせください。

申込み・問合せ　都市計画課建築係

日時　７月２３日㈰　

　９時～９時３０分　受付

　９時４０分～１０時　開会式

　１０時～１２時　　　教室

会場　陸上競技場（荒天時：ひらかドーム）

講師

　為末大氏（世界陸上選手権大会

４００ｍＨ銅メダリスト）

運営協力

　長谷川体育施設㈱陸上競技部選手

参加資格　市内在住の小・中学生

申込方法

　チラシ下部の申込書に必要事項

を記入の上、ひらかドーム窓口へ

持参または、市ホームページより

ダウンロードしてお申し込みくだ

さい。

申込締切　７月１２日㈬

問合せ　ひらかドーム

☎４３－０６６０　ＦＡＸ４３－０６６１

　市では、平成３０年１月７日㈰に開

催される成人式の企画・運営などに

携わっていただく実行委員を募集し

ます。

　新成人となられる皆さんの手で、

自分たちの成人式を演出してみませ

んか。実行委員の打ち合わせは９月

中旬から計４回程度で平日１９時頃

から開催予定です。

　一生に一度の成人式です。みんな

で話し合い、思い出に残る成人式に

しましょう。

対象

　平成９年４月２日から平成１０年

４月１日生まれの方

※原則として、市内の中学校を卒業

または市内在住の新成人で、会議

に参加できる方に限ります。

今月のおしらせ

●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 ７月１３日㈭ １０：００〜１１：３０

４か月児健診 平成２９年３月生まれ ７月１１日㈫ １２：２０〜１２：４０
１歳児健診 平成２８年７月生まれ ７月　５日㈬ １２：１０〜１２：３０
１歳６か月児健診 平成２７年１２月生まれ ７月２６日㈬ １２：２０〜１２：４０
３歳児健診 平成２５年１２月生まれ ７月　７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

●献血

項　　目 実 施 日 受付時間 場　　所

全血献血 ６/２２㈭
　９：３０〜１０：３０ ㈱ＪＷＰ
１１：１５〜１２：３０ ㈱タカシン本社工場
１４：００〜１６：３０ ㈱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　健康推進課母子保健係

●平成２９年度平川市成人式の

実行委員を募集します

●トップアスリートによる

ジュニア陸上教室
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活動内容

⑴打ち合わせへの参加 ( 実施内容の

企画・検討など )

⑵前日の会場設営や事前準備

⑶式典の運営 ( 司会・誓いのことば・

参加者の受付など )

申込締切　８月１０日㈭

申込み・問合せ　生涯学習課社会教育係

☎４４－１２２１

日時　７月１３日㈭　８時３０分

　　　文化センター駐車場（光城前）

　　　出発

内容　「百万人の作家」石坂洋次郎

　　　の文学の源流を求めて

場所　弘前市立郷土文学館周辺　他

講師　齋藤三千政氏（弘前医療福祉大学教授）

対象　市内在住の方

参加料　１，５００円（昼食代など含む）

定員　３０人（先着順）

交通手段　市有バス

申込締切　７月６日㈭

申込み・問合せ

▷平賀図書館　　　　 ☎４４－７６６５

▷尾上図書館　　　　 ☎５７－５９８０

「ひらかわ元気ファミリー」レシピ

コンテスト募集

　食育、地産地消の推進と平川市産

の農産物の消費拡大を目的に、レシ

ピコンテストを開催します。

募集部門

・ひらかわ元気ファミリー料理部門

・津軽の桃スイーツ部門

募集要件

・１個人（グループ）につき各部門で

　それぞれ１作品まで。

・指定食材を１品以上使用。

・未発表のオリジナル作品。

・材料は手軽に購入でき家庭で調理

できること。

・食材が４人分で２，０００円以内。

・レシピに関する諸権利は、平川市

に帰属することに応諾すること。

指定食材

・ひらかわ元気ファミリー料理部門

　リンゴ、コメ、ダイコン、ニンジ

ン、トマト

・津軽の桃スイーツ部門

　桃

応募資格

　どなたでも応募できます。

応募方法

　応募用紙（市ホームページからダ

ウンロード可）に必要事項を記入し

作品の写真を貼付して応募ください。

応募締切　７月３１日㈪

審査方法

・予備審査

　書類審査により各部門３点ずつ

決定

・本審査・表彰（９月３日㈰）　

　ひらかわフェスタ２０１７でのレシピ

　展示による来場者投票と審査員な

どの試食による投票の併用によ

り審査。

　平成２９年度の保険料は、月額１６，４９０円です。

　保険料の納付が困難なときは ･･･全額免除・一部免除・納付猶予

　納付書が届いたけれど納めることが困難な場合には、申請手続によっ

て、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

　保険料免除によって、受け取る年金額は定額を納めている方よりは少

なくなりますが、年金受給資格は確保できます（一部免除の場合は、免

除された後の保険料を納付しないと、その期間は未納期間となり、免除

期間として取り扱われないこととなります）。

　免除または猶予を受けた期間は、追納制度により１０年以内であれば、

あとから納めることができ、年金額を増やすことができます。

　また、保険料の納付猶予については、平成２８年７月から、対象者が

３０歳未満から５０歳未満に拡大されました。

　保険料の免除または猶予は、申請時点の２年１か月前の月分までさか

のぼって申請ができるようになっています。

　７月からは、平成２７年６月分から平成２９年６月分までの２年１か月

分に加え、２９年度分（平成２９年７月〜平成３０年６月分）の申請ができ

ます。

　なお、平成２７年６月分の申請期限は７月末までです。

　免除または猶予できるかどうかは申請者・配偶者・世帯主の所得が基

準以下である必要があります。また、仕事を辞めた方は、離職票または

雇用保険受給者証の写しを添付することによって、所得がゼロとみなさ

れる失業特例を利用しますと、免除ができる可能性は高くなります。

　詳しくは、国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎︎２７−１３３９）

までお問い合わせください。

●国民年金保険料免除・納付猶予について

国 年民 金

●文学散歩青森県参加者募集

●ひらかわフェスタ２０１７

新館地区宅地（１区画）を売却します

問合せ：管財課　管財係　☎４４−１１１１（内線１４１５）

　市有地を抽選により売却します。
　売却にあたり説明会を開催します
ので、購入を希望する方はご出席く
ださい。
売却地
場所　平川市新館藤山６２番１４
面積　４９６．０４㎡（約１５０坪）
地目　宅地
売却価格　５，２５８，０２４円
売却説明会
日時　７月６日㈭　１０時～

場所　平川市役所４階　第４会議室
※現地案内はいたしません。
申込受付
期間　７月７日㈮～７月３１日㈪
場所　平川市役所４階　管財課
抽選
日時　８月８日㈫　９時３０分～
場所　平川市役所４階　第４会議室
※申し込みが１者の場合は抽選を行
いません。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

広報　ひらかわ　２０１７．６ 17



賞・表彰

各部門でそれぞれ

最優秀賞…１点（副賞／平川市特産

品セット１万円相当）

優秀賞…２点（副賞／同５千円相当）

申込み・問合せ　農林課食産業振興係

　公益財団法人みちのく・ふるさと

貢献基金では、新興企業並びに事業

拡大を目指し新規事業参入や開発・

研究を行う県内の個人、ＮＰＯ法人

および企業などに対し必要な費用を

助成しています。

応募期間　７月１日㈯～９月３０日㈯

応募方法

　財団のホームページから申請書を

ダウンロードし、必要事項を記入し

て財団事務局へ送付してください。

助成金

　必要経費の２分の１以内で、

３００万円を限度とします。

申込み・問合せ

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局

☎０１７－７７４－１１７９

　検診や健康づくり関連事業に参加

することでポイントを獲得し、ポイ

ント数に応じ参加賞や抽選で素敵な

賞品がもらえる事業です。

　５月１５日に毎戸配布された「ひら

かわ健康ポイントチラシ」をご覧にな

り、ぜひチャレンジしてみましょう。

問合せ　健康推進課健康増進係

　春から初夏にかけて、有毒植物を

食用の植物と誤って食べたことによ

る食中毒が多く発生しています。食

用と確実に判断できない植物につい

ては、絶対に「採らない」・「食べな

い」・「売らない」・「人にあげない」

ようにしましょう。

問合せ　健康推進課健康増進係

　８月１日から子どもの通院医療費

の給付対象が拡大されます。

　新たに助成の対象になると思わ

れる方には４月下旬に申請書類な

どを送付していますので、お早め

に申請してください（未就学児童

で所得制限限度額超過などの理由

により助成を受けていない方は申

請不要です）。

※申請書類の提出がない場合は、子

ども医療費の受給資格の認定が

８月１日以降になる場合があり

ますのでご注意ください。

○受給資格証の認定が８月１日以降

になる場合（受給資格証がない方）

　医療機関などの窓口で一部負担金

を支払う必要があります（申請によ

り還付されますが、申請には期限が

あります）。

○受給資格証の交付を受けている場合

　８月１日から保険証とあわせて提

示することにより、医療機関などの

窓口で一部負担金の支払いは不要と

なります。

持参するもの

・子ども医療費受給資格証交付（更

新）申請書（窓口にあります）

・口座振込依頼書（窓口にありま

す）

・振込先の通帳などの写し

・対象となる子どもの保険証の写し

・対象となる子ども・保護者のマイ

ナンバー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）

・印鑑（スタンプ式を除く）

・平成２８年度所得課税証明書（未

就学児童の保護者で、平成２８年

１月２日以降に平川市に転入さ

れた方）

提出先

▷子育て支援課子育て支援係（健康

センター内）

▷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

▷葛川支所

問合せ　子育て支援課子育て支援係

　現況届は、現在農業者年金を受給

している方へ５月末日までに送付さ

れます。

　必要事項を記入の上、期限までに

忘れずに提出してください。

　期限内に提出されない場合は、年

金が差し止められますのでご注意く

ださい。

※平成２８年７月１日以降の裁定請

求者の方は提出不要です。

提出期限　６月３０日㈮

提出場所

▷本庁舎総務課行政係

※本庁舎の提出場所は、広報５月

号（１８ページ）で「２階案内窓口」

と表記していましたが、「総務課

行政係」に変更になりました。

▷尾上総合支所農業委員会事務局

▷碇ヶ関総合支所市民生活課

▷葛川支所

受付時間　平日８時１５分～１７時

問合せ　農業委員会事務局

　７月１日㈯から、休日の死亡届受

理および埋火葬許可書交付について

は、市役所本庁舎および碇ヶ関総合

支所での対応となり、尾上地域につ

いては本庁舎での受け付けとなりま

すのでご注意ください。

　なお、婚姻届や出生届など各種届

出については引き続き尾上総合支所

で受領します。

問合せ　総務課行政係

今月のおしらせ

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。

●有毒山野草による食中毒に

注意しましょう！

●ひらかわ健康ポイント

事業からのおしらせ

●現況届（農業者年金）の

提出を忘れずに

おしらせ

●「子ども医療費」の申請を

忘れていませんか？

●尾上総合支所の休日窓口が

変わります

●「みちのく・ふるさと貢献基金」

助成事業募集
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戸 籍

だ よ り

５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。

５月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　3１‚８3１人　（−２3）　■男性　１４‚８４５人　■女性　１６‚９８６人

　■世帯数　１１‚８２１世帯（＋４）　■転入　3８人　　　■転出　４０人　　

原田　　琉
り く

空くん　　齋　藤　高　志

吹上　　瀬
せ な

凪くん　　成　田　瑛　飛

小和森　朝
あ さ ひ

陽くん　　松　本　郁　人

杉館　　偉
い お り

織くん　　佐々木　拓　也

本町　　晴
は る あ

空くん　　田　中　　　翼

沖館　　十
と き

輝くん　　岩　渕　新　也

唐竹　　華
は る

ちゃん　　畑　中　　　司

唐竹　　望
の あ

愛ちゃん　桑　田　博　之

光城　　彪
あ や と

斗くん　　成　田　将　也

金屋　　唯
ゆ い

ちゃん　　森　内　　　功

南田中　蒲
た ん ぽ ぽ

公英ちゃん 下　山　翔　平

新屋町　春
は る

琉くん　　對　馬　毅　施

猿賀　　優
ゆ う な

凪ちゃん　石　田　吉　男

碇ヶ関　史
し お り

栞ちゃん　小　竹　優　也

　弘前市　　　齋　藤　　　駿

　新館　　　　山　口　奏　恵

　南田中　　　松　本　　　衛

　青森市　　　木　村　のぞみ

岩館　　　中　畑　キ　ミ　８２

柏木町　　井　筒　　　勲　７２

大坊　　　岩　渕　四　郎　８０

大坊　　　成　田　と　み　９２ 

大坊　　　小　坂　ア　サ　８６

原田　　　相　馬　ツ　マ　９６

杉館　　　相　馬　幸　雄　７９

大光寺　　鳴　海　チ　ヨ　９０

館田　　　松　山　るり子　６９

本町　　　佐　藤　　　 　７１

沖館　　　對　馬　敏　夫　８１

沖館　　　山　谷　宗　春　７５

沖館　　　阿　部　ト　ミ　８６

沖館　　　上　林　真理子　５６

唐竹　　　武　田　つ　る　９４

唐竹　　　内　山　友　則　５７

葛川　　　谷　川　テ　ツ　７９

広船　　　桑　田　さ　き　８９

新屋　　　丹　代　　　仁　６７

新屋　　　葛　西　ウ　メ　８４

尾崎　　　三　浦　繁　雄　８１

町居　　　櫛　引　や　ゑ　９２

南田中　　大　里　ミチヱ　８７

南田中　　佐　藤　　　一　８５

南田中　　小田切　健　一　６８

李平　　　田　辺　キミヱ　８８

李平　　　木　村　喜八郎　９２

中佐渡　　工　藤　ハチヱ　８６

中佐渡　　小田桐　春　江　８８

八幡崎　　白　川　昭　彦　５１

新山　　　福　士　明　子　７４

碇ヶ関　　北　川　キヨヱ　８９

碇ヶ関　　櫻　庭　八千代　７１

碇ヶ関　　山　田　ユ　キ　８７

●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
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