
・式典、精神保健福祉事業功労者の表彰
・講演「依存症の現状と対応について」
　講師　原宿カウンセリングセンター
　　　　所長　信田さよ子氏
・事例発表
　①藤代健生病院地域連携室主任
　　竹田沙織氏
　②青森労働局職業安定部職業対策課
　　地方障害者雇用担当官　豊島幸弘氏
　③NPO法人ほほえみの会理事長
　　藤林百合子氏
その他
　入場無料ですが、事前の申し込み（名
前、人数、連絡先）が必要です。
申込み・問合せ
　▷青森県精神保健福祉協会事務局

☎017-787-3951

　市では、災害に強いまちづくりを推
進するため、木造住宅の耐震診断を実
施しています。
対象住宅
　昭和56年５月31日以前に建築された
住宅であることなどの条件があります
ので、詳しくは都市計画課建築係へお
問い合わせください。
診断費用　自己負担額　8,000円
※診断費の総額118,000円のうち、市が
　110,000円を負担します。
※建物の延べ面積が200㎡を超える場合
　は割増しになります。
募集件数　５件（先着順）
申込締切　10月20日(金)
申込み・問合せ　都市計画課建築係

＜防衛大学校（一般前期）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　11月４日(土)、５日(日)
＜防衛医科大学校医学科学生＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　10月28日(土)、29日(日)
＜防衛医科大学校看護科学生（自衛官
候補看護学生）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)

　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
　９月29日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　９月24日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　県と県精神保健福祉協会では、地域
の方々、精神保健福祉関係者および障
がい者の参加のもと、精神保健福祉に
ついての理解を深めるとともに、精神
障がい者が共に地域で暮らせる社会づ
くりを目指し、併せて、地域住民のこ
ころの健康づくりを促すことを目的と
して、毎年、県内各地で「青森県精神
保健福祉大会」を開催しています。
　今年度は弘前市で開催しますので、
ぜひご参加ください。
日時　10月11日(水)
　　　12時30分～ 15時30分
場所　弘前文化センター（弘前市下白
　　　銀町19-4）
内容
大会テーマ「みんなでめざそう　ここ
ろの健康」

　津軽広域連合では、圏域住民の皆さ
んを対象として「籐工芸体験教室」を
開催します。ぜひご応募ください！
日時　11月29日(水)　10時～ 12時
場所　ヒロロ３階　健康ホール
材料費　１人1,000円（参加者負担）
募集人数　20名程度
応募方法
「ハガキ」または「電子メール」に①郵
便番号・住所②氏名(ふりがな）③年齢④
電話番号を記入しお申し込みください。
※１回の応募で２名まで申し込みできま
　す。応募者多数の場合は、抽選により
　決定します。
申込締切　10月31日(火)
※当日消印有効です。
申込み・問合せ
　〒036-8003　弘前市大字駅前町9-20
　ヒロロ３階　津軽広域連合「籐工芸」
　体験教室係　☎31-1201
　Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

※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
　ジからになります。
事前講習会
日時　10月26日(木)、27日(金)
　　　９時30分～ 16時30分(２日間)
場所　黒石消防署２階　大会議室
※車での来庁の際は、庁舎裏の駐車場を
　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・テキスト代
　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)
※受講料などは講習日１日目に会場にて
　徴収します。
受付期間　９月25日(月)～10月17日(火)
申込先
　弘前消防本部予防課(平日８時30分～
17時)、弘前地区消防事務組合管内の消
防署および分署(８時30分～ 17時)
問合せ
　弘前消防本部予防課　☎32-5104

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

相　談

募　集

休日・夜間納税窓口

第 58回青森県精神保健福祉大会

木造住宅の耐震診断希望者
再募集

消費税の軽減税率制度に関する
説明会を開催します

試験日　10月14日(土)
＜自衛官候補生＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　11月17日(金)
試験日　12月3日(日)
　受験資格など細部については、自衛
隊弘前地域事務所へお問い合わせくだ
さい。
＜自衛隊受験相談会＞
　受験対象者などに対して、自衛隊受
験相談会を次のとおり行います。相談・
質問のほか、体験試乗・装備品展示・
体験喫食を予定していますので、ぜひ
お申し込みください。
日時　11月５日(日)　９時30分～ 14時
場所　陸上自衛隊弘前駐屯地
対象　15歳以上27歳未満の対象者およ
び保護者など
申込締切　10月18日(水)
※体験喫食は１人400円かかります。
申込み・問合せ
　自衛隊弘前地域事務所　☎27-3871

　ひらかわ健康ポイント事業の健康づ
くり関連事業の対象事業に、次の事業
が追加されました。
事業名　平川市スポーツデー
開催日　10月１日(日)
主催　平川市・平川市教育委員会
※イベントの詳細は８月15日(火)配布
　のチラシなどでご確認ください。
問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、若い人を対象に慢性胃炎や胃
潰瘍、十二指腸潰瘍および胃がんのリス
クを高める主な原因とされるヘリコバク
ター・ピロリ感染の有無を確認するピロ
リ菌検査を無料で実施します。
対象者　市内に住所を有する昭和53年４
月１日～平成10年３月31日生まれの方
※広報ひらかわ８月号で、対象の生年
　月日を「昭和54年３月31日から平成
　９年４月１日」としていましたが、
　上記が正しいものとなります。お詫
　びして訂正いたします。
検査方法　検便
料金　無料

自衛官募集

申込締切　平成30年３月20日(火)
※過去にピロリ菌の除菌治療を受けた
　方、胃または十二指腸の病気で治療
　を受けている方や手術歴のある方は
　対象外となります。
申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

　７月５日付で民生委員・児童委員が
委嘱となりました。
　広船　　外川　敬三　☎44-8567
　民生委員・児童委員はみなさんにとっ
て身近な相談員です。悩みごとや困り
ごとがありましたら、お気軽にご相談
ください。
問合せ　福祉課福祉総務係

　市と黒石税務署では、事業者の方を
対象として、消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度で
すので、ぜひ説明会にお越しください。
　なお、会場の都合上、席に限りがあり
ますことをあらかじめご了承ください。
日にち・場所
10月16日(月)
　市役所本庁舎４階　第４会議室
10月17日(火)
　碇ヶ関総合支所２階　第１会議室
時間
　10時～11時30分、13時30分～15時
※説明内容は、いずれも同じ内容です。
問合せ　黒石税務署法人課税部門

　☎52-4111

危険物取扱者試験
日時　11月４日(土)、11日(土)
※両日受験が可能です。
場所　弘前東高等学校
種類
　甲種(受験資格必要)、乙種(第１類～
６類)、丙種
受験料　甲種5,000円、乙種3,400円、
　　　　丙種2,700円
受付期間　９月27日(水)～10月６日(金)
※電子申請は９月24日(日)～ 10月３日
　(火)となります。
願書配付先
　弘前消防本部予防課、消防署および分署

ピロリ菌検査がはじまりました

お知らせ

民生委員・児童委員が
委嘱されました

ひらかわ健康ポイント
対象事業が追加されました

topic 国民年金

死亡一時金・未支給年金請求手続き
●死亡一時金
　保険料を３年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その方の遺族基礎年
金、寡婦年金を受けられない場合に支給されます。請求できるのは生計を共に
していた遺族で、死亡日の翌日から２年以内です。
　　　　保険料納付済期間　　　　　死亡一時金の額
　　　　３年以上１５年未満　　　　１２０,０００円
　　　１５年以上２０年未満　　　　１４５,０００円
　　　２０年以上２５年未満　　　　１７０,０００円
　　　２５年以上３０年未満　　　　２２０,０００円
　　　３０年以上３５年未満　　　　２７０,０００円
　　　３５年以上　　　　　　　　　３２０,０００円
●未支給年金の請求
　年金を受給されている方が亡くなった場合に、亡くなった方と生計を共にし
ていた遺族（同居・別居でも可）がいれば、亡くなった月までの分を請求して
受け取ることができます。請求できるのは、年金受給者の年金支払い日の翌月
の初日から５年以内です。
●遺族の範囲と順位
　死亡した人と生計を同じくする３親等以内の親族
①配偶者　② 子  ③ 父母　④孫　⑤祖父母 　⑥兄弟姉妹　⑦その他３親等以内
の親族（甥・姪、子の配偶者、おじ・おば、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟
姉妹の配偶者など）
※死亡一時金の場合、請求できるのは①～⑥の遺族に限ります。

　手続きに必要な書類などは、死亡届出の際に説明いたしますが、戸籍謄本作
成に日数を要するので、実際の手続きはその後に行います。
　詳しくは国保年金課年金係にお問い合わせください。

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

危険物取扱者試験・事前講習会

催　し 籐工芸でクッキー皿を
つくってみませんか？？

今月の
おしらせ
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・式典、精神保健福祉事業功労者の表彰
・講演「依存症の現状と対応について」
　講師　原宿カウンセリングセンター
　　　　所長　信田さよ子氏
・事例発表
　①藤代健生病院地域連携室主任
　　竹田沙織氏
　②青森労働局職業安定部職業対策課
　　地方障害者雇用担当官　豊島幸弘氏
　③NPO法人ほほえみの会理事長
　　藤林百合子氏
その他
　入場無料ですが、事前の申し込み（名
前、人数、連絡先）が必要です。
申込み・問合せ
　▷青森県精神保健福祉協会事務局

☎017-787-3951

　市では、災害に強いまちづくりを推
進するため、木造住宅の耐震診断を実
施しています。
対象住宅
　昭和56年５月31日以前に建築された
住宅であることなどの条件があります
ので、詳しくは都市計画課建築係へお
問い合わせください。
診断費用　自己負担額　8,000円
※診断費の総額118,000円のうち、市が
　110,000円を負担します。
※建物の延べ面積が200㎡を超える場合
　は割増しになります。
募集件数　５件（先着順）
申込締切　10月20日(金)
申込み・問合せ　都市計画課建築係

＜防衛大学校（一般前期）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　11月４日(土)、５日(日)
＜防衛医科大学校医学科学生＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　10月28日(土)、29日(日)
＜防衛医科大学校看護科学生（自衛官
候補看護学生）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)

　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
　９月29日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　９月24日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　県と県精神保健福祉協会では、地域
の方々、精神保健福祉関係者および障
がい者の参加のもと、精神保健福祉に
ついての理解を深めるとともに、精神
障がい者が共に地域で暮らせる社会づ
くりを目指し、併せて、地域住民のこ
ころの健康づくりを促すことを目的と
して、毎年、県内各地で「青森県精神
保健福祉大会」を開催しています。
　今年度は弘前市で開催しますので、
ぜひご参加ください。
日時　10月11日(水)
　　　12時30分～ 15時30分
場所　弘前文化センター（弘前市下白
　　　銀町19-4）
内容
大会テーマ「みんなでめざそう　ここ
ろの健康」

　津軽広域連合では、圏域住民の皆さ
んを対象として「籐工芸体験教室」を
開催します。ぜひご応募ください！
日時　11月29日(水)　10時～ 12時
場所　ヒロロ３階　健康ホール
材料費　１人1,000円（参加者負担）
募集人数　20名程度
応募方法
「ハガキ」または「電子メール」に①郵
便番号・住所②氏名(ふりがな）③年齢④
電話番号を記入しお申し込みください。
※１回の応募で２名まで申し込みできま
　す。応募者多数の場合は、抽選により
　決定します。
申込締切　10月31日(火)
※当日消印有効です。
申込み・問合せ
　〒036-8003　弘前市大字駅前町9-20
　ヒロロ３階　津軽広域連合「籐工芸」
　体験教室係　☎31-1201
　Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

※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
　ジからになります。
事前講習会
日時　10月26日(木)、27日(金)
　　　９時30分～ 16時30分(２日間)
場所　黒石消防署２階　大会議室
※車での来庁の際は、庁舎裏の駐車場を
　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・テキスト代
　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)
※受講料などは講習日１日目に会場にて
　徴収します。
受付期間　９月25日(月)～10月17日(火)
申込先
　弘前消防本部予防課(平日８時30分～
17時)、弘前地区消防事務組合管内の消
防署および分署(８時30分～ 17時)
問合せ
　弘前消防本部予防課　☎32-5104

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

相　談

募　集

休日・夜間納税窓口

第 58回青森県精神保健福祉大会

木造住宅の耐震診断希望者
再募集

消費税の軽減税率制度に関する
説明会を開催します

試験日　10月14日(土)
＜自衛官候補生＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　11月17日(金)
試験日　12月3日(日)
　受験資格など細部については、自衛
隊弘前地域事務所へお問い合わせくだ
さい。
＜自衛隊受験相談会＞
　受験対象者などに対して、自衛隊受
験相談会を次のとおり行います。相談・
質問のほか、体験試乗・装備品展示・
体験喫食を予定していますので、ぜひ
お申し込みください。
日時　11月５日(日)　９時30分～ 14時
場所　陸上自衛隊弘前駐屯地
対象　15歳以上27歳未満の対象者およ
び保護者など
申込締切　10月18日(水)
※体験喫食は１人400円かかります。
申込み・問合せ
　自衛隊弘前地域事務所　☎27-3871

　ひらかわ健康ポイント事業の健康づ
くり関連事業の対象事業に、次の事業
が追加されました。
事業名　平川市スポーツデー
開催日　10月１日(日)
主催　平川市・平川市教育委員会
※イベントの詳細は８月15日(火)配布
　のチラシなどでご確認ください。
問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、若い人を対象に慢性胃炎や胃
潰瘍、十二指腸潰瘍および胃がんのリス
クを高める主な原因とされるヘリコバク
ター・ピロリ感染の有無を確認するピロ
リ菌検査を無料で実施します。
対象者　市内に住所を有する昭和53年４
月１日～平成10年３月31日生まれの方
※広報ひらかわ８月号で、対象の生年
　月日を「昭和54年３月31日から平成
　９年４月１日」としていましたが、
　上記が正しいものとなります。お詫
　びして訂正いたします。
検査方法　検便
料金　無料

自衛官募集

申込締切　平成30年３月20日(火)
※過去にピロリ菌の除菌治療を受けた
　方、胃または十二指腸の病気で治療
　を受けている方や手術歴のある方は
　対象外となります。
申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

　７月５日付で民生委員・児童委員が
委嘱となりました。
　広船　　外川　敬三　☎44-8567
　民生委員・児童委員はみなさんにとっ
て身近な相談員です。悩みごとや困り
ごとがありましたら、お気軽にご相談
ください。
問合せ　福祉課福祉総務係

　市と黒石税務署では、事業者の方を
対象として、消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度で
すので、ぜひ説明会にお越しください。
　なお、会場の都合上、席に限りがあり
ますことをあらかじめご了承ください。
日にち・場所
10月16日(月)
　市役所本庁舎４階　第４会議室
10月17日(火)
　碇ヶ関総合支所２階　第１会議室
時間
　10時～11時30分、13時30分～15時
※説明内容は、いずれも同じ内容です。
問合せ　黒石税務署法人課税部門

　☎52-4111

危険物取扱者試験
日時　11月４日(土)、11日(土)
※両日受験が可能です。
場所　弘前東高等学校
種類
　甲種(受験資格必要)、乙種(第１類～
６類)、丙種
受験料　甲種5,000円、乙種3,400円、
　　　　丙種2,700円
受付期間　９月27日(水)～10月６日(金)
※電子申請は９月24日(日)～ 10月３日
　(火)となります。
願書配付先
　弘前消防本部予防課、消防署および分署

ピロリ菌検査がはじまりました

お知らせ

民生委員・児童委員が
委嘱されました

ひらかわ健康ポイント
対象事業が追加されました

topic 国民年金

死亡一時金・未支給年金請求手続き
●死亡一時金
　保険料を３年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その方の遺族基礎年
金、寡婦年金を受けられない場合に支給されます。請求できるのは生計を共に
していた遺族で、死亡日の翌日から２年以内です。
　　　　保険料納付済期間　　　　　死亡一時金の額
　　　　３年以上１５年未満　　　　１２０,０００円
　　　１５年以上２０年未満　　　　１４５,０００円
　　　２０年以上２５年未満　　　　１７０,０００円
　　　２５年以上３０年未満　　　　２２０,０００円
　　　３０年以上３５年未満　　　　２７０,０００円
　　　３５年以上　　　　　　　　　３２０,０００円
●未支給年金の請求
　年金を受給されている方が亡くなった場合に、亡くなった方と生計を共にし
ていた遺族（同居・別居でも可）がいれば、亡くなった月までの分を請求して
受け取ることができます。請求できるのは、年金受給者の年金支払い日の翌月
の初日から５年以内です。
●遺族の範囲と順位
　死亡した人と生計を同じくする３親等以内の親族
①配偶者　② 子  ③ 父母　④孫　⑤祖父母 　⑥兄弟姉妹　⑦その他３親等以内
の親族（甥・姪、子の配偶者、おじ・おば、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟
姉妹の配偶者など）
※死亡一時金の場合、請求できるのは①～⑥の遺族に限ります。

　手続きに必要な書類などは、死亡届出の際に説明いたしますが、戸籍謄本作
成に日数を要するので、実際の手続きはその後に行います。
　詳しくは国保年金課年金係にお問い合わせください。

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

危険物取扱者試験・事前講習会

催　し 籐工芸でクッキー皿を
つくってみませんか？？

今月の
おしらせ
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