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　９月６日、広船地区のりんご園地で「広船
観光りんご園」の開園式が行われました。観
光りんご園の外川孝昌会長が「朝晩の寒暖差
で色づきの良いりんごができた」とあいさつ
すると、長尾市長や平賀あすなろ保育園園児
のテープカットで開園を祝いました。
　式後、園児たちは真っ赤に色づいたりんご
「つがる」の収穫体験とりんごの試食を行い
ました。参加した小笠原碧くん（６歳）は「り
んごを取るのは楽しかったし、甘くてとても
おいしかった」と話しました。
　今後、広船観光りんご園では11月の下旬
まで「サンふじ」などの収穫が楽しめます。

　８月14日から20日までアイルランドで開催された、船
越義珍杯第14回少年・少女世界空手道選手権大会の12歳
女子組手の部において、日本空手協会平賀支部に所属する
船水明莉さん（小和森小6年）が準優勝の成績を収め、９
月27日に長尾市長を表敬訪問しました。
　船水さんは「自分の試合をした結果だと思う。今後は上
の選手と練習を重ねてもっと強くなりたい」とさらなる飛
躍を誓いました。長尾市長は「武道の教えである守破離
（しゅはり）を意識して練習に励み、世界で優勝できる選
手になってほしい」と今後の活躍へ期待を寄せました。

世界空手道選手権大会で準優勝

広船観光りんご園開園 わんぱくたちの農業体験
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市内の話題

　９月22日、弘南鉄道館田駅近くにある平
賀地域モデル展示圃で「わんぱくたちの農
業体験」と題して、サツマイモの収穫体験
が行われました。これは食育の推進のため
に毎年行われているもので、今回は松崎保
育園の園児20人のほか農業委員、農地利用
最適化推進委員らが参加しました。
　柴田農業委員会会長のあいさつの後、園
児たちはサツマイモの収獲を行い、「大きな
サツマイモとれたよ」と声を上げながら、
楽しく収穫を行いました。
　収穫したサツマイモは園児たちが家庭に
持ち帰るほか、保育園で子どもたちの食育
のために提供されます。
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（市民から）
　農家が潤わないとまちづくりもうまくいかないと考え
る。市として水稲に関して今後どのような政策を進めて
いくのか。農地集積の推進を一層図ってほしい。農業委
員会を通して交換分合は行ってきたが、何かメリットが
あればより交換分合も進んでいくと思う。

（市から）
・平川市は第一次産業に従事している方が多く、農業の
　まちである。青天の霹靂のブランド化により米１俵あ
　たりの単価は増えてきてはいるが、米の消費量に対し
　て販売量が多いという問題を解決できなければこの状
　況は打破できない。よって、農地集積によるコスト削
　減や野菜との複合経営など、今までと方法を変えてい
　かないといけないと考えているが、市でどのような補
　助ができるのかとなると、なかなか効果的な補助が難
　しい状況にあるということは理解していただきたい。

農業政策・振興について

（市民から）
　消防団員が減少してきているため、市で何か対策を講
じてもらえないだろうか。例えば、市のイベントに消防
団を活用したり、広報紙に活動内容や入団者の紹介を掲
載できないものか。弘前市ではイベント会場にはしご車
を用意し、子どもたちを乗せたりしている。弘前市と同
じ消防事務組合になったことであるし、はしご車を手配
することはできるのではないか。イベントをもっと活用
することができれば若い人が消防団に興味を持つと思
う。

（市から）
・消防団員の減少は大きな課題である。イベントに関し
　ては、はしご車をどういうイベントで活用できるのか
　検討していきたい。また、広報紙については今年度シ
　ティプロモーションの一環で、出し方や作り方を検討
　していくことになっているので、要望を踏まえながら
　どういうことができるのか検討していきたい。

消防団員の確保について

懇談会で出された意見と回答

（市民から）
　新聞に平川市の観光客は県内10市の中で一番少ないと
掲載されていた。近隣の自治体では年中観光客が集まっ
てきているようだが、平川市もメインになるような観光
地を作る計画は無いのか。

（市から）
・観光客が少ないのは大きな悩みである。平川市に多くの
　観光客が来るのは盛美園や猿賀公園で、イベントではお
　のえ花と植木まつり、蓮の花まつりである。志賀坊森林
　公園は年中夜景を見に来る人がいるが、そこでお金が落
　ちるわけでもない。また、白岩森林公園はまつりのとき
　は人が来るが、それ以外の時期はそうでもない。
・弘前のような観光資源を作るのは難しいが、継続して
　人が来るようにしなければいけないと思っている。ア
　イデアがあればよろしくお願いしたい。
・平川市には他にも三笠山公園、矢立峠の歴史の道など
　隠れた名所もあるのだが、情報発信が上手くなかった
　ため、知名度があまり高くなかった。今年度からはシティ
　プロモーションを担当する部署を作り、平川市をアピー
　ルしていく。そういったことを考えながら、観光を地
　域経済につなげていくことは大きな目標である。

観光地の新設について

（市民から）
　市ではどのような建物を空家として捉えているのか。
また、町会では空家の対策に苦慮しているが、市では何
らかの対策案があるか。

空家の捉え方について

（市民から）
　家庭用のコンポストはあるようだが、農家が使える事業
者用のものはないのか。昔あったときはよく利用していた
のだが、何年も使っている間に雪で潰れてしまい、その後
もまたあれば良いなと周りで話をしていた。また助成をい
ただいて、生ごみの減量化をもっと進めてはどうか。

（市から）
・以前は農家用のコンポストを用意していたこともあっ
　たが、現在はない。今行っているごみ減量化としては、
　家庭の生ごみについて、コンポストや水切り器を用意
　している。事業者用については、それなりのルートや
　助成を含めてどういう流れを作って行けるか、これか
　ら検討していくことになる。

生ごみの減量化について

（市民から）
　ニュースなどで、ふるさと納税の返礼品で豪華なもの
を送っているような問題も出てきているようだが、平川
市はどのような考え方でどのような品物を送っているの
か聞きたい。

（市から）
・平成27年度は１億６千万円、平成28年度は２億８千万
　円の寄附をいただいた。１万円をふるさと納税してい
　ただければ、りんご5kgや桃2.5kgなどを送っているが、
　ふるさと納税で一番人気なのはりんごである。
・ふるさと納税の寄附を頂いていることを加味して、り
　んごの木の雪被害やねずみ被害に対する苗木助成とい
　うことで、特別に今年６月の補正で約１万本分の予算

ふるさと納税について

（市から）
・市でも対応に苦慮している。市では実態調査を行い、
　空家の認定を行っている。空家については誰も住んで
　おらず、様子を見に来る人もいないものを調査した結
　果、465件を空家として認定した。さらにそのうち、
　使用可能なものと使用が困難なものに分類を行った。
・あくまでも個人の財産であることから、行政が勝手に
　処理できないという問題がある。また、仮に行政が撤
　去の対応を行った場合、所有者に撤去費用を請求する
　こととなる。その際に所有者に費用を負担してもらえ
　ない場合、税金での対応となってしまう。これらのこ
　とから、市が積極的に撤去を行うという対応は、緊急
　性のあるものを除き、制度上難しい状況となっている。
・空家の捉え方として、町会などから情報提供があった
　場合は、職員が建物の外観や郵便物の状況などの現場
　の確認を行い、空家か否かについての判断を行ってい
　る。その後、所有者に対し意向調査を行った結果、465
　件を空家として認定した。

　化をした。農協で補助している700円にプラスして市
　の方でも補助をしたいと思っている。１反歩あたり、
　わい化３本、丸葉２本、１町歩で30本まで補助を出す
　予定である。農協の補助と合わせて使うと、品種によっ
　てはほとんど自己負担がなく買うことができる。
・お礼の品のりんごは、農協のみならず個人でも提供し
　てもらっている。その他、肉や米、桃などもある。ま
　だ実績はないが、空家の管理などもある。
・今年から企業版のふるさと納税をお願いしており、平川
　市でも「世界一の扇ねぷた知名度アッププロジェクト」
　と「ひらかわ住みたい・産みたい・育てたいまちプロジェ
　クト」の２件が国で認定された。青森県で認定された企
　業版ふるさと納税３件のうち２件が平川市であった。

　各地でまちづくり懇談会が開催され、5月11日から9月28日までの間、12会場
で182人の方が参加し、まちづくりについて質問や意見交換を行いました。
　懇談会の際にお寄せいただいた貴重なご意見を今後の市政に活かしながら、活
力ある地域づくりを進めていきます。
　今年度の懇談会は11月30日まで開催されます。お住まいの地域に市長が伺い
ますので、ご近所お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

市民が主役の
まちづくりを目指して
平成29年度平川市まちづくり懇談会で出された意見です
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　うことで、特別に今年６月の補正で約１万本分の予算

ふるさと納税について

（市から）
・市でも対応に苦慮している。市では実態調査を行い、
　空家の認定を行っている。空家については誰も住んで
　おらず、様子を見に来る人もいないものを調査した結
　果、465件を空家として認定した。さらにそのうち、
　使用可能なものと使用が困難なものに分類を行った。
・あくまでも個人の財産であることから、行政が勝手に
　処理できないという問題がある。また、仮に行政が撤
　去の対応を行った場合、所有者に撤去費用を請求する
　こととなる。その際に所有者に費用を負担してもらえ
　ない場合、税金での対応となってしまう。これらのこ
　とから、市が積極的に撤去を行うという対応は、緊急
　性のあるものを除き、制度上難しい状況となっている。
・空家の捉え方として、町会などから情報提供があった
　場合は、職員が建物の外観や郵便物の状況などの現場
　の確認を行い、空家か否かについての判断を行ってい
　る。その後、所有者に対し意向調査を行った結果、465
　件を空家として認定した。

　化をした。農協で補助している700円にプラスして市
　の方でも補助をしたいと思っている。１反歩あたり、
　わい化３本、丸葉２本、１町歩で30本まで補助を出す
　予定である。農協の補助と合わせて使うと、品種によっ
　てはほとんど自己負担がなく買うことができる。
・お礼の品のりんごは、農協のみならず個人でも提供し
　てもらっている。その他、肉や米、桃などもある。ま
　だ実績はないが、空家の管理などもある。
・今年から企業版のふるさと納税をお願いしており、平川
　市でも「世界一の扇ねぷた知名度アッププロジェクト」
　と「ひらかわ住みたい・産みたい・育てたいまちプロジェ
　クト」の２件が国で認定された。青森県で認定された企
　業版ふるさと納税３件のうち２件が平川市であった。

　各地でまちづくり懇談会が開催され、5月11日から9月28日までの間、12会場
で182人の方が参加し、まちづくりについて質問や意見交換を行いました。
　懇談会の際にお寄せいただいた貴重なご意見を今後の市政に活かしながら、活
力ある地域づくりを進めていきます。
　今年度の懇談会は11月30日まで開催されます。お住まいの地域に市長が伺い
ますので、ご近所お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

市民が主役の
まちづくりを目指して
平成29年度平川市まちづくり懇談会で出された意見です

特集
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（市民から）
　県立高校の統廃合についてのニュースがあったが、市
では学校の統廃合に関する長期的な構想はあるか。

（市から）
・現在のところ考えていない。しかし、地域の事情によっ
　てはこれから議論になっていくと思う。碇ヶ関地域は
　子どもが少なくなってきているが、学校の老朽化によ
　り建て替えを予定している。
・地域から学校をなくすことは難しいが、複式学級が多く
　なると色々な支障があると考える保護者がいたため広船
　小学校を平賀東小学校に統合した経緯もある。統廃合は
　行政が子どもの人数だけで判断すると、様々な反発が出
　てくるが、教育効果を含め、対人間的な人づくりのよう
　なことを考えた中にあっても、小さい学校のままでいい
　のかという議論は出てくる。その際は、地域住民、ＰＴ
　Ａの皆さんを含めての話し合いになっていく。

学校の統廃合について

（市民から）
　市でバイオマスエナジーに出資していると聞いている
が、経営実績はどのようになっているか。また、財産区
でも山林を所有しているが、財政状況が厳しいため売却
を検討しているが、買い手が見つからない状況である。

（市から）
・発電事業は順調に行っており、電力会社に売電してい
　るほか、市内の学校など、市役所を除く18か所の公共
　施設に送電することで、年間200～ 300万円の経済効
　果が発生している。
・市では、バイオマス産業都市構想を国に提出し、認可を
　得たところである。バイオマス産業都市構想とは、発電
　事業を中心とし、それを活用しながら他の産業を行って
　いくというものである。具体的には、発電施設から排出
　される熱エネルギーを活用し、ハウスで野菜の栽培や、
　木材の皮を発酵させたバイオガスによる発電、あるいは
　家庭の廃油を軽油の代替品とする計画を進めている。
・発電のための木材調達については、山林を全て伐採し
　てしまうと木が育たないため、長期的に発電を行う意
　味でも間伐材を利用しながらの発電を考えている。

バイオマス産業都市構想について

（市民から）
　市のホームページを使いやすくしてほしい。慣れてい
ないと、どこにどの情報があるのか分からない。体育館
が開放されている日かどうか確認したいと思ってもどこ
を見ればいいのか分からない。ついついアクセスして見
たくなるようなホームページにしてほしい。

（市から）
・総務課の中にシティプロモーションの係を創設して、
　ホームページ改修や、市の情報発信を活性化できるよ
　うな担当を設けている。今年の春から体制をスタート
　したので今後の成果に注目していただきたい。

市のホームページのレイアウトについて

（市民から）
　最近の小・中学生は、ドジョウやフナを捕えて遊ぶな
ど、自然に触れる機会が極端に減っているように感じる。
教室で金魚などを飼育している話は聞いているが、屋外
で自然に触れる機会を増やす工夫が必要ではないか。

（市から）
・子どもたちが自然と触れあい、その中で学ぶことは非
　常に重要なことだと思う。ただ、昔のように外に行け
　ばすぐに生き物や自然と触れ合えた時代と違い、今は
　自然環境や生活環境の変化により子どもたちが外で遊
　ぶ時間が減ってきたように感じる。学校では総合学習
　の中で自然と触れあい学ぶ時間を確保しているが、学
　校以外の時間となると各家庭の協力がないと子どもた
　ちに浸透していくことはなかなか難しいと考える。

子どもたちが自然と触れ合うことについて

今後のまちづくり懇談会の日程
開催場所
さるか交流館

荒田農業研修センター
小和森多目的研修集会施設
大光寺コミュニティセンター
本町コミュニティセンター

対象地区
猿賀
荒田
小和森
大光寺
本町

※開催時間は18時30分から20時の予定です。
※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。
◆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。
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44 -1111（内線1353）

開催日
10月19日(木)
10月26日(木)
11月２日(木)
11月16日(木)
11月30 日(木)

弘前消防本部からのおしらせ

問合せ：黒石税務署　法人課税部門(源泉所得税担当)　☎52-4111（代表）
※自動音声によりご案内しておりますので、メッセージに従い「２」番を選択してください。

問合せ　▶弘前消防本部予防課　　☎32-5104
　　　　▶平川消防署　　　　　　☎44-3122
　　　　▶平川消防署碇ケ関分署　☎45-2240

事業者の皆さんへ
年末調整説明会のおしらせ

平成 29 年分の年末調整関係事務の説明会を次の日程により開催いたします。

開催月日　　受付開始時間　　  説明会開始・終了時間　 　　　　　　　 　　　　対象地域など

11月 15 日
( 水 )

11 月 16 日
( 木 )

９時 30 分 10 時 00 分～ 12 時 00 分 黒石市

黒石市

平川市

・法人事業者：名称の頭文字が
　「あ行」から「さ行」まで

・法人事業者：名称の頭文字が
　「た行」から「わ行」まで
・個人事業者：すべて

・すべての事業者10時 00 分～ 12 時 00 分９時 30 分

13 時 00 分 13 時 30 分～ 15 時 30 分

藤崎町
田舎館村

・すべての事業者13時 30 分～ 15 時 30 分13 時 00 分

※会場の収容人数の都合上、対象地域などを指定させていただいておりますが、日程などのご都合が合わない場合は、
　他の開催日時への出席が可能です。

スポカルイン黒石
２階 大会議室

説明会で使用する書類は次のとおりですので、忘れずにご持参ください。
①年末調整のしかた
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
③給与支払報告書 ( 総括表 ) の書きかた
④源泉徴収票・支払調書提出のチェックポイント
⑤国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のリーフレット

※年末調整関係書類に不足がある場合は、説明会場および黒石税務署で配布いたします。
　なお、国税庁ホームページに掲載されている平成 30 年分源泉徴収簿などを印刷して使用していただいても差し支え
　ありません。

会
　場

必 

要 

書 

類

　10 月 16 日から 22 日までの１週間、県下一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。
この季節は日増しに寒くなり、火を取り扱う機会が多くなります。暖房器具の点検はお済み
ですか？ちょっとした油断や火の取り扱いの不注意が火災の原因になることがあります。
　住宅用火災警報器はもう取り付けましたか？尊い命や貴重な財産を失うことのないよう、
もしもの時に備え、まだ取り付けていない人は早めの設置をお願いします。また、家族みん
なで避難方法や消火器の位置などをもう一度確認し、次の「住宅防火  いのちを守る  ７つの
ポイント」を実行し、自分の家は自分で守るよう心掛けてください。

『火の用心　ことばを形に　習慣に』
秋の
火災予防
運動

平成 29年度
統一標語

■３つの習慣
① 寝たばこは絶対やめる
② ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
③ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

■４つの対策
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
　 置する
② 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐた
　 めに、防火品を使用する
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
　 などを設置する
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
　 近所の協力体制をつくる

紙類×

衣類

寝たばこ×

×
ガスコンロの
消し忘れ！

ｚｚｚ
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（市民から）
　県立高校の統廃合についてのニュースがあったが、市
では学校の統廃合に関する長期的な構想はあるか。

（市から）
・現在のところ考えていない。しかし、地域の事情によっ
　てはこれから議論になっていくと思う。碇ヶ関地域は
　子どもが少なくなってきているが、学校の老朽化によ
　り建て替えを予定している。
・地域から学校をなくすことは難しいが、複式学級が多く
　なると色々な支障があると考える保護者がいたため広船
　小学校を平賀東小学校に統合した経緯もある。統廃合は
　行政が子どもの人数だけで判断すると、様々な反発が出
　てくるが、教育効果を含め、対人間的な人づくりのよう
　なことを考えた中にあっても、小さい学校のままでいい
　のかという議論は出てくる。その際は、地域住民、ＰＴ
　Ａの皆さんを含めての話し合いになっていく。

学校の統廃合について

（市民から）
　市でバイオマスエナジーに出資していると聞いている
が、経営実績はどのようになっているか。また、財産区
でも山林を所有しているが、財政状況が厳しいため売却
を検討しているが、買い手が見つからない状況である。

（市から）
・発電事業は順調に行っており、電力会社に売電してい
　るほか、市内の学校など、市役所を除く18か所の公共
　施設に送電することで、年間200～ 300万円の経済効
　果が発生している。
・市では、バイオマス産業都市構想を国に提出し、認可を
　得たところである。バイオマス産業都市構想とは、発電
　事業を中心とし、それを活用しながら他の産業を行って
　いくというものである。具体的には、発電施設から排出
　される熱エネルギーを活用し、ハウスで野菜の栽培や、
　木材の皮を発酵させたバイオガスによる発電、あるいは
　家庭の廃油を軽油の代替品とする計画を進めている。
・発電のための木材調達については、山林を全て伐採し
　てしまうと木が育たないため、長期的に発電を行う意
　味でも間伐材を利用しながらの発電を考えている。

バイオマス産業都市構想について

（市民から）
　市のホームページを使いやすくしてほしい。慣れてい
ないと、どこにどの情報があるのか分からない。体育館
が開放されている日かどうか確認したいと思ってもどこ
を見ればいいのか分からない。ついついアクセスして見
たくなるようなホームページにしてほしい。

（市から）
・総務課の中にシティプロモーションの係を創設して、
　ホームページ改修や、市の情報発信を活性化できるよ
　うな担当を設けている。今年の春から体制をスタート
　したので今後の成果に注目していただきたい。

市のホームページのレイアウトについて

（市民から）
　最近の小・中学生は、ドジョウやフナを捕えて遊ぶな
ど、自然に触れる機会が極端に減っているように感じる。
教室で金魚などを飼育している話は聞いているが、屋外
で自然に触れる機会を増やす工夫が必要ではないか。

（市から）
・子どもたちが自然と触れあい、その中で学ぶことは非
　常に重要なことだと思う。ただ、昔のように外に行け
　ばすぐに生き物や自然と触れ合えた時代と違い、今は
　自然環境や生活環境の変化により子どもたちが外で遊
　ぶ時間が減ってきたように感じる。学校では総合学習
　の中で自然と触れあい学ぶ時間を確保しているが、学
　校以外の時間となると各家庭の協力がないと子どもた
　ちに浸透していくことはなかなか難しいと考える。

子どもたちが自然と触れ合うことについて

今後のまちづくり懇談会の日程
開催場所
さるか交流館

荒田農業研修センター
小和森多目的研修集会施設
大光寺コミュニティセンター
本町コミュニティセンター

対象地区
猿賀
荒田
小和森
大光寺
本町

※開催時間は18時30分から20時の予定です。
※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。
◆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。
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44 -1111（内線1353）

開催日
10月19日(木)
10月26日(木)
11月２日(木)
11月16日(木)
11月30 日(木)

弘前消防本部からのおしらせ

問合せ：黒石税務署　法人課税部門(源泉所得税担当)　☎52-4111（代表）
※自動音声によりご案内しておりますので、メッセージに従い「２」番を選択してください。

問合せ　▶弘前消防本部予防課　　☎32-5104
　　　　▶平川消防署　　　　　　☎44-3122
　　　　▶平川消防署碇ケ関分署　☎45-2240

事業者の皆さんへ
年末調整説明会のおしらせ

平成 29 年分の年末調整関係事務の説明会を次の日程により開催いたします。

開催月日　　受付開始時間　　  説明会開始・終了時間　 　　　　　　　 　　　　対象地域など

11月 15 日
( 水 )

11 月 16 日
( 木 )

９時 30 分 10 時 00 分～ 12 時 00 分 黒石市

黒石市

平川市

・法人事業者：名称の頭文字が
　「あ行」から「さ行」まで

・法人事業者：名称の頭文字が
　「た行」から「わ行」まで
・個人事業者：すべて

・すべての事業者10時 00 分～ 12 時 00 分９時 30 分

13 時 00 分 13 時 30 分～ 15 時 30 分

藤崎町
田舎館村

・すべての事業者13時 30 分～ 15 時 30 分13 時 00 分

※会場の収容人数の都合上、対象地域などを指定させていただいておりますが、日程などのご都合が合わない場合は、
　他の開催日時への出席が可能です。

スポカルイン黒石
２階 大会議室

説明会で使用する書類は次のとおりですので、忘れずにご持参ください。
①年末調整のしかた
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
③給与支払報告書 ( 総括表 ) の書きかた
④源泉徴収票・支払調書提出のチェックポイント
⑤国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のリーフレット

※年末調整関係書類に不足がある場合は、説明会場および黒石税務署で配布いたします。
　なお、国税庁ホームページに掲載されている平成 30 年分源泉徴収簿などを印刷して使用していただいても差し支え
　ありません。
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　10 月 16 日から 22 日までの１週間、県下一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。
この季節は日増しに寒くなり、火を取り扱う機会が多くなります。暖房器具の点検はお済み
ですか？ちょっとした油断や火の取り扱いの不注意が火災の原因になることがあります。
　住宅用火災警報器はもう取り付けましたか？尊い命や貴重な財産を失うことのないよう、
もしもの時に備え、まだ取り付けていない人は早めの設置をお願いします。また、家族みん
なで避難方法や消火器の位置などをもう一度確認し、次の「住宅防火  いのちを守る  ７つの
ポイント」を実行し、自分の家は自分で守るよう心掛けてください。
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近くの建物の中か
地下に避難。 

メッセージが流れたら

弾道ミサイル落下時の
行動について

首相官邸 
ホームページ

Twitter アカウント 
首相官邸災害・危機管理情報 

@Kantei_Saigaiwww.kantei.go.jp/

❶速やかな避難行動
❷正確かつ迅速な情報収集

国民保護ポータルサイト

行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。

http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/
hogo_manual.html

武力攻撃やテロなどから身を守るために

ミサイル落下時には、こちらから政府の対応状況をご覧になれます

事前に確認しておきましょう。

物陰に身を隠すか、
地面に伏せて頭部を守る。 

窓から離れるか、
窓のない部屋に移動する。 

屋外に 
いる場合

建物が 
ない場合

屋内に 
いる場合

落ち着いて、直ちに行動してください。

近くに
ミサイル
落下！ 

※できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くになければ、
　それ以外の建物でも構いません。

（例）直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物
の中、または地下に避難してください。ミサイルが落下
する可能性があります。直ちに避難してください。

Jアラート  

　弾道ミサイルは、発射からわずか 10 分もしないうちに到達
する可能性があります。ミサイルが日本に落下する可能性が
ある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える「 J アラート」
を活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッ
セージを流すほか、緊急速報メールなどにより緊急情報をお
しらせします。

●屋外にいる場合：口と鼻をハンカチで覆い、現場から
　直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。
●屋内にいる場合：換気扇を止め、窓を閉め、目張りをし
　て室内を密閉する。

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

　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(スピーカー )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。

11月１日 (水 )
10 時頃

次の日程で訓練放送を行います。

※気象・地震活動の状況により、国の判断で
　配信訓練を中止する場合があります。

( 上り４音チャイム )

( 下り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。

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。

( 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回繰り
返します )

×３

　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1352・1354）

全国瞬時警報システム (J アラート ) とは

放
送
内
容

地域防災力の向上を目指して
　大規模災害時の指定避難所となっている小和森小学校で９月３日、避難所設置・運営訓練が行われました。
　今回は、災害対応全般にわたる従来の総合訓練から趣向を変え、避難所運営の中心として期待される自主防災
組織や市役所避難所担当を対象に、避難所での対応に焦点を絞った個別訓練を実施しました。
　訓練には、青森県防災士会弘前支部長をはじめ支部会員、青森県危機管理局職員、八戸地域広域市町村圏事務
組合八戸消防署員らを講師に迎え、小和森小学校を最寄りの避難所とする自主防災組織５団体(大光寺、光城、平
成、小和森、荒田)と市役所避難所担当職員ら約70名が参加しました。
　避難所設営の考え方や実践的な設営・役割分担などを学び、またゲーム型式のHUG(避難所運営ゲーム)を通じ、
避難所での対応能力の向上を目指しました。

問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1352・1354）

■平川市避難所設置・運営訓練が行われました

▶避難所実地訓練 ▶炊き出し訓練

▶HUG( 避難所運営ゲーム ) 訓練

実際の避難所となる体育館で、避難者の受入時の手順を学びました。

案内誘導班では、テープを使って居住区エリアを区分けし、実際にダン
ボールで避難スペースの間仕切りを行いました。

大光寺町会自主防災会では、実際の災
害用炊き出し釡を使用したカレーライ
スの調理が行われ、昼食時には参加者
らに振舞われました。

避難所のレイアウトを自由に決め、様々
な事情を抱える避難者をスペースに配
置していく作業が行われ、対応の難し
さを経験しました。

皆で
防災
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問合せ：平賀公民館　☎44 -1221

問合せ：平賀公民館　☎44-1221

　一般財団法人自治総合センター
は、宝くじの社会貢献事業として、
地域のコミュニティ活動に必要な
備品などの整備に助成を行ってい
ます。
　今年度助成を受けた光城町会で
は、はんてんと太鼓が整備されま
した。
※当事業は、今年度葛川町会でも
　実施しております。

　平成29年度の花壇コンクールは21団体の参
加があり、８月18日(金)に審査をした結果、
次のようになりました。

優秀賞　：　新館女性部、新屋町環境保全会、向陽公民館、館田白寿会
奨励賞　：　日沼高砂クラブ、平田森公民館、日沼地域共同活動組織、光城婦人会、
　　　　　　小和森すみれ会、町居公民館、金屋高砂クラブ、みなみの町会、荒田自治公民館、
　　　　　　原田町会、館山・松崎町会、沖館自治公民館、大坊自治公民館、三町会子ども会、
　　　　　　館田婦人会、杉館福祉会

花
壇
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
結
果

最優秀賞

石郷町会

表彰式は、２月に開催予定のコミュニティ講座で行う予定です。

おめでとうございます！

コミュニティ助成事業で
備品などが整備されました

　光城町会の→
　はんてん

↑祭りなどで
　使用する三尺太鼓

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。

　市では、食産業振興センター「食ラボひらかわ」駐車場で「ひらかわトラックマーケット」を開催
しています。地産地消を目的に昨年から行われており、今年は９月から11月まで開催します。
　9月24日に行われたトラックマーケットでは、市認定農業者連絡協議会など10の団体・個人が出店
し、野菜や果物、加工品、市内で生産された製品を販売しました。
　手ごろな価格で新鮮な農産物や加工品が手に入ることもあり、来場者は商品を次々と買い求めてい
ました。

問合せ：農林課　食産業振興係　☎44-1111（内線2177 ）

トラックマーケット
今後の開催予定

日　時　10月29日(日)　７時～９時
　　　　11月26日(日)　７時～ 11時
場　所　食産業振興センター
　　　　「食ラボひらかわ」駐車場

応募資格　原則として、市内に在住の方
申込締切　11月７日(火)
申込方法　出店申込書を農林課食産業振興係窓口
　　　　　までお持ちください。

地元の

おいしいもの

たくさん
！

出店者
募集中!

11月開催分の出店者を募集してい
ます。詳しくは市ホームページを
ご覧いただくか、農林課食産業振
興係までお問い合わせください。

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。
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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。
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大鰐観光りんご園
大鰐町

町民力の結集！
第５回ふじさき秋まつり

藤崎町

青天の霹靂を使った「ジャンボおにぎり」

津軽
　広域

　今年も実りの秋がやってきました。大鰐町にて９月６
日から11月中旬まで、４つのりんご園で観光りんご園を
開催します。入園料は、大人１人500円（りんご３個付き）
となっています。
　なお、各りんご園では箱詰めりんご（５kg、10kg）の
販売を行っています（500円/kg）。また、宅配便での発
送も承ります。
　まだ大鰐のりんごを食べたことのない方！「もぎたて
のりんご」にかぶりついてみませんか？
開催期間　９月６日(水)～ 11月中旬の期間にて開催
開園時間　各りんご園にお問い合わせください。
問 合 せ　①山田薫園（大鰐町大字宿川原字山下109-８）
　　　　　　☎47-6563または☎080-5572-8244
　　　　　②山田梅雄園（大鰐町大字長峰字前田110-１）
　　　　　　☎48-3717または☎090-2028-5947
　　　　　③原子一行園（大鰐町大字長峰字山辺133-1）
　　　　　　☎48-3707または☎090-8922-6203
　　　　　④山田敏彦園（大鰐町大字長峰字下川原60-２）
　　　　　　☎48-3751または☎090-2026-0666

　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝祭、「ふじさき秋まつり」が今年も２日間にわたって
開催されます！
　「ふじ」のりんごを使った「ジャンボアップルパイ」づ
くりや、青森県産特Ａ米「青天の霹靂」を使った日本一
の「ジャンボおにぎり」づくりのほか、文化芸能発表会
や健康コーナーなど、様々なイベントが楽しめます。農
産物直売コーナーや出店なども充実し、藤崎町の魅力を
堪能できる内容となっていますので、皆さんぜひお越し
ください！
日　時　11月18日(土)、19日(日)
　　　　９時30分～15時（予定）
場　所　スポーツプラザ藤崎、藤崎町文化センター、
　　　　藤崎町役場駐車場　など
問合せ　ふじさき秋まつり実行委員会事務局
　　　　(藤崎町企画財政課内)　☎88-8258

※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。

10
月

11
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

中野もみじ山ライトアップ
「光のファンタジー」

紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を色とりどりのムービングライトが彩ります。　【 】

月 弘前城菊と紅葉まつり 今年は舞台背景にねぷた絵を採用し、初めて「ねぷたと菊人形」のコラボを実施します。　【弘前市立観光館 ☎37-5501】

全国伝統こけし工人フェスティバル 全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけしの展示即売会を行います。　【津軽こけし館 ☎54-8181】

白神山地ビジターセンターふれあいデー 大型映像で見る特別映像上映や体験コーナー、グルメなど様々な催しが行われます。　【白神山地ビジターセンター ☎ 85-2810】

金平成園秋の一般公開
かつて津軽地方を風靡した大石武学流。その作風を伝える貴重な庭園が一般公開されます。

【黒石市文化スポーツ課 ☎ 52-2111 (内線 622）】

津軽の食と産業まつり（弘前市） 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テント村や催しも多数あります。　【同運営協議会事務局 ☎ 33-4111】

ひらかわハロウィン 平賀駅前通りを中心に老若男女が楽しめるハロウィンイベントを開催します。　【平川市経済部商工観光課 ☎44-1111】

弘南鉄道キャラ電の日 弘南鉄道車両基地見学、クイズ大会、宝探しゲームなどを行います。　　【弘南鉄道株式会社 ☎ 44-3136】

日 黒石りんごまつり
りんごの即売会やふるさと物産展の他、三味線演奏など多数のイベントが開催されます。

】）704線内（1112-25☎ ）課光観工商市石黒（局務事会員委行実同【

日 収穫感謝祭&シクラメン市 シクラメンなど約5,000鉢の花々を展示販売！その他たくさんのイベントが目白押しです。  【田舎館村企画観光課 ☎58-2111】

第47回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます。　　　  【西目屋村教育委員会 ☎85-2858】

食＆農フェスタ2017 板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催しが盛りだくさんです。　【板柳町産業振興課 ☎73-2111】

第44回町民祭（板柳町） 町民の活動や成果を披露します。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります。    【板柳町総務課 ☎73-2111】

アップルフェアin鰐come
大鰐農家による農産物の販売、その他アトラクションを用意してお待ちしております。

【同実行委員会事務局(ＪＡつがる弘前大鰐購買センター) ☎48-3164】

11月下旬
～２月上旬
（予定）

ひらかわイルミネーション
プロムナード

平賀駅前通りをイルミネーションが彩ります。幻想的な雰囲気をお楽しみください。
【平川市経済部商工観光課 ☎44-1111】

市町村イベントカレンダー

赤々と実る
大鰐産りんご

食育通信

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

長尾市長に受賞を報告した
古川代表監査委員（写真左）

体育協会だより 文化協会だより

碁を楽しむ会員達

　糖尿病、高血圧、脂質異常症などの「生活習慣病」
は、日ごろの食生活との関連が深い病気です。食欲
の秋に一度見直してみましょう。

【食事のポイント】
①適正なエネルギーの範囲で
　　…適正体重の維持を目標に。
②バランスのよい食事
　　…主食・主菜・副菜を揃えた食事を。
③1日3食を規則正しく食べる
　　…夜遅くの飲食や、欠食は控えましょう。
④ゆっくりよく噛んで食べる
　　…食後高血糖や過食の予防に効果的。

【食べる順番は野菜を最初に】
　野菜を先に食べ、炭水化物が多いものを後からゆっ
くり食べることで、食後の高血糖を抑える効果があ
ります。野菜やきのこなどに多く含まれる食物繊維
が糖の吸収をおだやかにしてくれるからです。
　1日350ｇの野菜摂取を目指しましょう。

平川市サッカー協会 日本棋院平賀支部
　平川市サッカー協会では、毎週金曜日19時30分
から21時まで、金田小学校体育館で大学生・社会人
がフットサルを行っています。
　高校の部活動を終えた3年生も一緒にプレーしてみ
ませんか？
連絡先　天内伸光　☎080-1854-6357

　また、平川市には尾上ＳＣ（園児～中学生）・平賀
ＦＣ（園児～小学生）のサッカーチームがあり、サッ
カーに興味のある子どもさんのために、随時体験を
行っています。お気軽にご連絡ください。
連絡先　尾上ＳＣ　天内和宏　☎090-4312-2975
　　　　平賀ＦＣ　工藤智広　☎090-8257-4406

　日本棋院平賀支部の会員は、現在約20名。主なる
活動は毎月２回、第１と第３の日曜日、平賀農村環
境改善センターで９時から例会が行われます。例会
では自由に相手を選んで５局の対局をします。対局
の勝敗は年間を通して記録され、３月最後の例会日
の総会で、成績優秀者が表彰されます。例会の内「名
人戦」「支部長杯戦」が前期と後期にトーナメント戦
で４回開催されます。囲碁のルールはそれほど難し
くありません。碁を打つことで脳細胞が働き、子ど
もさんは集中力がつき、学力向上につながりますし、
高齢者は認知症予防になるといわれています。会費
などは年間5,000円と例会参加費が1,000円（昼食付）
です。
　碁を覚えたいと思っている方、ご家族に体験させ
てみたいと思っている方は下記にご連絡ください。
問合せ　会長　　　鳴海　七郎　　☎44-7444
　　　　事務局長　藤木　義行　　☎44-2829

生活習慣病の
予防・治療は食事が大切！

代表監査委員が
表彰されました

　古川敏明代表監査委員（荒田）が８月24日に東
京都品川区で行われた平成29年度全国都市監査委
員会会員の表彰を受けました。
　これは、都市監査委員として多年にわたり尽力
された功績が認められたものです。
　9月28日に長尾市長を訪れ、受賞報告を行った
古川代表監査委員は「これを機に、より一層公正
かつ能率的な行政実現のための監査業務に励みた
い」と語りました。

表彰
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大鰐観光りんご園
大鰐町

町民力の結集！
第５回ふじさき秋まつり

藤崎町

青天の霹靂を使った「ジャンボおにぎり」

津軽
　広域

　今年も実りの秋がやってきました。大鰐町にて９月６
日から11月中旬まで、４つのりんご園で観光りんご園を
開催します。入園料は、大人１人500円（りんご３個付き）
となっています。
　なお、各りんご園では箱詰めりんご（５kg、10kg）の
販売を行っています（500円/kg）。また、宅配便での発
送も承ります。
　まだ大鰐のりんごを食べたことのない方！「もぎたて
のりんご」にかぶりついてみませんか？
開催期間　９月６日(水)～ 11月中旬の期間にて開催
開園時間　各りんご園にお問い合わせください。
問 合 せ　①山田薫園（大鰐町大字宿川原字山下109-８）
　　　　　　☎47-6563または☎080-5572-8244
　　　　　②山田梅雄園（大鰐町大字長峰字前田110-１）
　　　　　　☎48-3717または☎090-2028-5947
　　　　　③原子一行園（大鰐町大字長峰字山辺133-1）
　　　　　　☎48-3707または☎090-8922-6203
　　　　　④山田敏彦園（大鰐町大字長峰字下川原60-２）
　　　　　　☎48-3751または☎090-2026-0666

　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝祭、「ふじさき秋まつり」が今年も２日間にわたって
開催されます！
　「ふじ」のりんごを使った「ジャンボアップルパイ」づ
くりや、青森県産特Ａ米「青天の霹靂」を使った日本一
の「ジャンボおにぎり」づくりのほか、文化芸能発表会
や健康コーナーなど、様々なイベントが楽しめます。農
産物直売コーナーや出店なども充実し、藤崎町の魅力を
堪能できる内容となっていますので、皆さんぜひお越し
ください！
日　時　11月18日(土)、19日(日)
　　　　９時30分～15時（予定）
場　所　スポーツプラザ藤崎、藤崎町文化センター、
　　　　藤崎町役場駐車場　など
問合せ　ふじさき秋まつり実行委員会事務局
　　　　(藤崎町企画財政課内)　☎88-8258

※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。

10
月

11
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

中野もみじ山ライトアップ
「光のファンタジー」

紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を色とりどりのムービングライトが彩ります。　【 】

月 弘前城菊と紅葉まつり 今年は舞台背景にねぷた絵を採用し、初めて「ねぷたと菊人形」のコラボを実施します。　【弘前市立観光館 ☎37-5501】

全国伝統こけし工人フェスティバル 全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけしの展示即売会を行います。　【津軽こけし館 ☎54-8181】

白神山地ビジターセンターふれあいデー 大型映像で見る特別映像上映や体験コーナー、グルメなど様々な催しが行われます。　【白神山地ビジターセンター ☎ 85-2810】

金平成園秋の一般公開
かつて津軽地方を風靡した大石武学流。その作風を伝える貴重な庭園が一般公開されます。

【黒石市文化スポーツ課 ☎ 52-2111 (内線 622）】

津軽の食と産業まつり（弘前市） 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テント村や催しも多数あります。　【同運営協議会事務局 ☎ 33-4111】

ひらかわハロウィン 平賀駅前通りを中心に老若男女が楽しめるハロウィンイベントを開催します。　【平川市経済部商工観光課 ☎44-1111】

弘南鉄道キャラ電の日 弘南鉄道車両基地見学、クイズ大会、宝探しゲームなどを行います。　　【弘南鉄道株式会社 ☎ 44-3136】

日 黒石りんごまつり
りんごの即売会やふるさと物産展の他、三味線演奏など多数のイベントが開催されます。

】）704線内（1112-25☎ ）課光観工商市石黒（局務事会員委行実同【

日 収穫感謝祭&シクラメン市 シクラメンなど約5,000鉢の花々を展示販売！その他たくさんのイベントが目白押しです。  【田舎館村企画観光課 ☎58-2111】

第47回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます。　　　  【西目屋村教育委員会 ☎85-2858】

食＆農フェスタ2017 板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催しが盛りだくさんです。　【板柳町産業振興課 ☎73-2111】

第44回町民祭（板柳町） 町民の活動や成果を披露します。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります。    【板柳町総務課 ☎73-2111】

アップルフェアin鰐come
大鰐農家による農産物の販売、その他アトラクションを用意してお待ちしております。

【同実行委員会事務局(ＪＡつがる弘前大鰐購買センター) ☎48-3164】

11月下旬
～２月上旬
（予定）

ひらかわイルミネーション
プロムナード

平賀駅前通りをイルミネーションが彩ります。幻想的な雰囲気をお楽しみください。
【平川市経済部商工観光課 ☎44-1111】

市町村イベントカレンダー

赤々と実る
大鰐産りんご

食育通信

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

長尾市長に受賞を報告した
古川代表監査委員（写真左）

体育協会だより 文化協会だより

碁を楽しむ会員達

　糖尿病、高血圧、脂質異常症などの「生活習慣病」
は、日ごろの食生活との関連が深い病気です。食欲
の秋に一度見直してみましょう。

【食事のポイント】
①適正なエネルギーの範囲で
　　…適正体重の維持を目標に。
②バランスのよい食事
　　…主食・主菜・副菜を揃えた食事を。
③1日3食を規則正しく食べる
　　…夜遅くの飲食や、欠食は控えましょう。
④ゆっくりよく噛んで食べる
　　…食後高血糖や過食の予防に効果的。

【食べる順番は野菜を最初に】
　野菜を先に食べ、炭水化物が多いものを後からゆっ
くり食べることで、食後の高血糖を抑える効果があ
ります。野菜やきのこなどに多く含まれる食物繊維
が糖の吸収をおだやかにしてくれるからです。
　1日350ｇの野菜摂取を目指しましょう。

平川市サッカー協会 日本棋院平賀支部
　平川市サッカー協会では、毎週金曜日19時30分
から21時まで、金田小学校体育館で大学生・社会人
がフットサルを行っています。
　高校の部活動を終えた3年生も一緒にプレーしてみ
ませんか？
連絡先　天内伸光　☎080-1854-6357

　また、平川市には尾上ＳＣ（園児～中学生）・平賀
ＦＣ（園児～小学生）のサッカーチームがあり、サッ
カーに興味のある子どもさんのために、随時体験を
行っています。お気軽にご連絡ください。
連絡先　尾上ＳＣ　天内和宏　☎090-4312-2975
　　　　平賀ＦＣ　工藤智広　☎090-8257-4406

　日本棋院平賀支部の会員は、現在約20名。主なる
活動は毎月２回、第１と第３の日曜日、平賀農村環
境改善センターで９時から例会が行われます。例会
では自由に相手を選んで５局の対局をします。対局
の勝敗は年間を通して記録され、３月最後の例会日
の総会で、成績優秀者が表彰されます。例会の内「名
人戦」「支部長杯戦」が前期と後期にトーナメント戦
で４回開催されます。囲碁のルールはそれほど難し
くありません。碁を打つことで脳細胞が働き、子ど
もさんは集中力がつき、学力向上につながりますし、
高齢者は認知症予防になるといわれています。会費
などは年間5,000円と例会参加費が1,000円（昼食付）
です。
　碁を覚えたいと思っている方、ご家族に体験させ
てみたいと思っている方は下記にご連絡ください。
問合せ　会長　　　鳴海　七郎　　☎44-7444
　　　　事務局長　藤木　義行　　☎44-2829

生活習慣病の
予防・治療は食事が大切！

代表監査委員が
表彰されました

　古川敏明代表監査委員（荒田）が８月24日に東
京都品川区で行われた平成29年度全国都市監査委
員会会員の表彰を受けました。
　これは、都市監査委員として多年にわたり尽力
された功績が認められたものです。
　9月28日に長尾市長を訪れ、受賞報告を行った
古川代表監査委員は「これを機に、より一層公正
かつ能率的な行政実現のための監査業務に励みた
い」と語りました。

表彰
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■警察に相談したくない場合
　あおもり性暴力被害者支援センター
　「りんごの花ホットライン」
　　☎017-777-8349（やさしく）
　専門の研修を受けた相談員が対応し
ます。
相談受付時間
　月・水曜日　10時～ 21時
　火・木・金曜日　10時～ 17時
※年末年始・祝日を除きます。
　性暴力の被害は打ち明けにくいもの
です。うまく話せなくても大丈夫です。
一緒に考えましょう。
問合せ　青森県青少年・男女共同参画課

☎017-734-9228

　青森地方法務局および県人権擁護委
員連合会では、次の強化週間中、平日
の電話相談時間を延長し、土・日曜日
も電話相談を行います。
　相談は無料で、秘密は守ります。一
人で悩まず、相談してください。
期間　11月13日(月) ～ 17日(金)
　　　８時30分～ 19時
　　　11月18日(土) ～ 19日(日)
　　　10時～ 17時
　通常は、土曜、日曜日および祝日を
除く平日の8時30分から17時15分まで
相談を受け付けています。
問合せ　女性の人権ホットライン

　　　　☎0570-070-810

　子どもから高齢者まで気軽に楽しめ
るスポーツを体験してみませんか？
　初めての方でも平川市スポーツ推進
委員がわかりやすく指導いたします。
日時、場所、種目
・11月19日(日)　平賀体育館
　フライングディスク、ビーンボーリング
・１月21日(日)　平賀体育館
　ユニカール、バウンドテニス
・２月18日(日)　平賀体育館
　ラージボール卓球、ペタンク
・３月４日(日）　平賀体育館
　ターゲットバードゴルフ、カローリング
時間　９時30分～ 10時　受付
　　　10時～ 12時　　　体験実施

　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
　10月27日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　10月29日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政に関する苦情や意見などがある
方、日常生活の中で困っていることや
人権に関することでお悩みの方は、こ
の機会をご利用ください。
日時　10月27日(金)　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

　性犯罪・性暴力の被害にあった方やそ
の家族などの相談をお受けします。
■警察に相談したい場合
　性犯罪被害相談電話全国共通番号
　　「#8103（ハートさん）」
　青森県警察の「性犯罪被害110番」に
つながります（24時間対応）。

　弘前公共職業安定所では、障害をお持
ちの方を対象とした就職面接会を開催し
ます。面接会には、障害者雇用を考えて
いる事業所が多数参加します。
　事前申し込みが必要ですので、参加を
希望される方はお問い合わせください。
日時　10月25日(水)　13時～15時30分
　　　（12時30分受付開始）
場所　アートホテル弘前シティ
問合せ　弘前公共職業安定所専門援助部門

　☎38-8609(音声案内45#)

　青森県最低賃金が改正されました。金
額は次のとおりです。詳細は、青森労働
局ホームページからもご覧になれます。
時間額　738円(平成29年10月６日から)
問合せ　青森労働局労働基準部賃金室

　☎017-734-4114

　軽油引取税は、自動車などの燃料とな
る軽油の引取りに対し、１リットル当た
り32円10銭の税率で課税される県の税
金です。
　事前に地域県民局長の承認を得ない
で、灯油や重油などを混ぜて製造した不
正軽油を販売・消費した場合などは、脱
税行為として軽油引取税が課されます。
　不正軽油は脱税行為だけにとどまら
ず、環境汚染の原因にもなっています。
　県では、不正軽油を防止するため、道
路での燃料抜取調査や各事業所への訪問
調査を実施していますので、調査にご協
力をお願いします。
　また、不正軽油の製造、販売および使
用に関する情報がありましたら、次まで
ご連絡ください。
問合せ
▷県税務課「不正軽油110番」 
　 ☎017-734-9066（直通）
▷中南地域県民局県税部　☎32-4341

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

平川市スポーツ推進委員
軽スポーツ体験教室

地域の健康づくり
活動支援事業・参加募集

毒キノコによる食中毒に
注意しましょう！

参加資格　市民および市内勤務者
定員　各回30名（先着順）
申込方法
　ひらかドームに備えてある申込書ま
たは市ホームページよりダウンロード
し、記入の上、ひらかドームまで申し
込みください。
申込期間　各回定員に達するまで
申込み・問合せ
　ひらかドーム　☎43-0660

日時　11月24日(金)
　　　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター会議室
タイトル
　うつ病のこと知っていますか？
　～こころの健康づくりを

考えてみましょう～
講師　蟻塚亮二医師（なごみ診療所所長）
申込締切　11月20日(月)
※詳しくは10月２日(月)の回覧チラシ
　をご覧ください。
問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、それぞれの特性を生かした健
康づくり活動を行う各町会および市内事
業所を募集します。
事業内容
　各町会および市内の事業所が行う健康
づくりに関する次の活動で、参加人数10
人以上のもの。
・健康診断などの受診率の向上を目的と
　する活動
・食生活に関する意識の向上を目的とす
　る活動
・運動習慣の定着を目的とする活動
補助金額　１団体につき10万円を上限と
　　　　　し対象経費の支出合計額
募集期間　10月31日(火)
※新規・継続を問わず先着順となります。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　シルバー人材センターでは、平川市
に在住の健康で働く意欲と能力のある

シルバー人材センター
新入会員大募集

60歳以上の方を対象に会員を随時募集
しています。毎月説明会を開催してい
ますので、ご希望の方はぜひお越しく
ださい。
日時　毎月第３水曜日　10時～
場所　平賀農村環境改善センター
入会に必要なもの
　ゆうちょ銀行口座、年会費（3,000円）、
認め印
問合せ　平川市シルバー人材センター

　　　　☎44-7318

　毎年10月は、がん検診受診率達成に向
けた全国集中強化月間です。
　がん検診は、早期発見・早期治療を目
的に毎年、無料で実施しております。
　受診を希望される方はお問い合わせく
ださい。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　平賀駅前広場駐輪場に長期間放置さ
れていた自転車を保管しています。お
心当たりのある方はお問い合わせくだ
さい。
　保管期限以降は処分することもありま
すので、早めのご連絡をお願いします。
保管期限　12月15日(金)
問合せ　都市計画課都市計画係

　青森県では、これまで９月以降のキノ
コ狩りのシーズンに、 毒キノコの誤食に
よる食中毒が発生しています 。キノコ
狩りの際には、次のことに気を付けま
しょう！ 
　知らないキノコ、食用と確実に判断で
きないキノコは 
　・採らない
　・食べない
　・人にあげない
　・販売しない を徹底してください。 
　キノコを食べて体調が悪くなったら、
すぐに医師の診察を受けましょう。
問合せ
▷弘前保健所　☎33-8521
▷県健康福祉部保健衛生課
　食品衛生グループ　☎017-734-9214

お知らせ

不正軽油は脱税です！

がん検診受診率 50％
達成強化月間

topic 国民年金

　納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除として、そ
の年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成29年１月から12月までに納められた保険料の
全額です。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者や子の国民年金保険
料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成29年中の国民年金保険料について社会保険料控除を受けるため
には、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったこと
を証明する書類の添付が必要となります。そのため、日本年金機構から11月
上旬に「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されますので、
申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。平
成29年10月以降に今年はじめて国民年金保険料を納付された方へは、翌年の
２月上旬に送付されます。

●年金請求の相談は、事前予約が便利です
　弘前年金事務所では、予約制による年金相談を実施しております。相談希
望日の１か月前からお電話または年金相談窓口で受け付けしておりますの
で、お気軽にお問い合わせください。
　電話での予約は、弘前年金事務所☎27-1339まで（自動音声案内に従い⑨を
押した後、⑤を押してください）、受付時間および相談時間は次のとおりです。
　　　　月曜日　　　　　８時30分～ 19時
　　　　火～金曜日　　　８時30分～ 17時15分
　　　　毎月第２土曜日　９時30分～ 16時
　詳しくは弘前年金事務所（☎27-1339）また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）

長期間放置されていた自転車を
保管しています

催　し

平成 29年度津軽地域障害者
就職面接会行政・人権相談所を開設します

性暴力被害相談窓口

「女性の人権ホットライン」
強化週間

ひらかわ健康ポイント対象事業
自殺予防普及啓発講演会

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が発行されます
　～年末調整・確定申告までに大切に保管を～

今月の
おしらせ

NEWS

青森県最低賃金改正の
おしらせ
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■警察に相談したくない場合
　あおもり性暴力被害者支援センター
　「りんごの花ホットライン」
　　☎017-777-8349（やさしく）
　専門の研修を受けた相談員が対応し
ます。
相談受付時間
　月・水曜日　10時～ 21時
　火・木・金曜日　10時～ 17時
※年末年始・祝日を除きます。
　性暴力の被害は打ち明けにくいもの
です。うまく話せなくても大丈夫です。
一緒に考えましょう。
問合せ　青森県青少年・男女共同参画課

☎017-734-9228

　青森地方法務局および県人権擁護委
員連合会では、次の強化週間中、平日
の電話相談時間を延長し、土・日曜日
も電話相談を行います。
　相談は無料で、秘密は守ります。一
人で悩まず、相談してください。
期間　11月13日(月) ～ 17日(金)
　　　８時30分～ 19時
　　　11月18日(土) ～ 19日(日)
　　　10時～ 17時
　通常は、土曜、日曜日および祝日を
除く平日の8時30分から17時15分まで
相談を受け付けています。
問合せ　女性の人権ホットライン

　　　　☎0570-070-810

　子どもから高齢者まで気軽に楽しめ
るスポーツを体験してみませんか？
　初めての方でも平川市スポーツ推進
委員がわかりやすく指導いたします。
日時、場所、種目
・11月19日(日)　平賀体育館
　フライングディスク、ビーンボーリング
・１月21日(日)　平賀体育館
　ユニカール、バウンドテニス
・２月18日(日)　平賀体育館
　ラージボール卓球、ペタンク
・３月４日(日）　平賀体育館
　ターゲットバードゴルフ、カローリング
時間　９時30分～ 10時　受付
　　　10時～ 12時　　　体験実施

　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
　10月27日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　10月29日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政に関する苦情や意見などがある
方、日常生活の中で困っていることや
人権に関することでお悩みの方は、こ
の機会をご利用ください。
日時　10月27日(金)　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

　性犯罪・性暴力の被害にあった方やそ
の家族などの相談をお受けします。
■警察に相談したい場合
　性犯罪被害相談電話全国共通番号
　　「#8103（ハートさん）」
　青森県警察の「性犯罪被害110番」に
つながります（24時間対応）。

　弘前公共職業安定所では、障害をお持
ちの方を対象とした就職面接会を開催し
ます。面接会には、障害者雇用を考えて
いる事業所が多数参加します。
　事前申し込みが必要ですので、参加を
希望される方はお問い合わせください。
日時　10月25日(水)　13時～15時30分
　　　（12時30分受付開始）
場所　アートホテル弘前シティ
問合せ　弘前公共職業安定所専門援助部門

　☎38-8609(音声案内45#)

　青森県最低賃金が改正されました。金
額は次のとおりです。詳細は、青森労働
局ホームページからもご覧になれます。
時間額　738円(平成29年10月６日から)
問合せ　青森労働局労働基準部賃金室

　☎017-734-4114

　軽油引取税は、自動車などの燃料とな
る軽油の引取りに対し、１リットル当た
り32円10銭の税率で課税される県の税
金です。
　事前に地域県民局長の承認を得ない
で、灯油や重油などを混ぜて製造した不
正軽油を販売・消費した場合などは、脱
税行為として軽油引取税が課されます。
　不正軽油は脱税行為だけにとどまら
ず、環境汚染の原因にもなっています。
　県では、不正軽油を防止するため、道
路での燃料抜取調査や各事業所への訪問
調査を実施していますので、調査にご協
力をお願いします。
　また、不正軽油の製造、販売および使
用に関する情報がありましたら、次まで
ご連絡ください。
問合せ
▷県税務課「不正軽油110番」 
　 ☎017-734-9066（直通）
▷中南地域県民局県税部　☎32-4341

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

平川市スポーツ推進委員
軽スポーツ体験教室

地域の健康づくり
活動支援事業・参加募集

毒キノコによる食中毒に
注意しましょう！

参加資格　市民および市内勤務者
定員　各回30名（先着順）
申込方法
　ひらかドームに備えてある申込書ま
たは市ホームページよりダウンロード
し、記入の上、ひらかドームまで申し
込みください。
申込期間　各回定員に達するまで
申込み・問合せ
　ひらかドーム　☎43-0660

日時　11月24日(金)
　　　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター会議室
タイトル
　うつ病のこと知っていますか？
　～こころの健康づくりを

考えてみましょう～
講師　蟻塚亮二医師（なごみ診療所所長）
申込締切　11月20日(月)
※詳しくは10月２日(月)の回覧チラシ
　をご覧ください。
問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、それぞれの特性を生かした健
康づくり活動を行う各町会および市内事
業所を募集します。
事業内容
　各町会および市内の事業所が行う健康
づくりに関する次の活動で、参加人数10
人以上のもの。
・健康診断などの受診率の向上を目的と
　する活動
・食生活に関する意識の向上を目的とす
　る活動
・運動習慣の定着を目的とする活動
補助金額　１団体につき10万円を上限と
　　　　　し対象経費の支出合計額
募集期間　10月31日(火)
※新規・継続を問わず先着順となります。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　シルバー人材センターでは、平川市
に在住の健康で働く意欲と能力のある

シルバー人材センター
新入会員大募集

60歳以上の方を対象に会員を随時募集
しています。毎月説明会を開催してい
ますので、ご希望の方はぜひお越しく
ださい。
日時　毎月第３水曜日　10時～
場所　平賀農村環境改善センター
入会に必要なもの
　ゆうちょ銀行口座、年会費（3,000円）、
認め印
問合せ　平川市シルバー人材センター

　　　　☎44-7318

　毎年10月は、がん検診受診率達成に向
けた全国集中強化月間です。
　がん検診は、早期発見・早期治療を目
的に毎年、無料で実施しております。
　受診を希望される方はお問い合わせく
ださい。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　平賀駅前広場駐輪場に長期間放置さ
れていた自転車を保管しています。お
心当たりのある方はお問い合わせくだ
さい。
　保管期限以降は処分することもありま
すので、早めのご連絡をお願いします。
保管期限　12月15日(金)
問合せ　都市計画課都市計画係

　青森県では、これまで９月以降のキノ
コ狩りのシーズンに、 毒キノコの誤食に
よる食中毒が発生しています 。キノコ
狩りの際には、次のことに気を付けま
しょう！ 
　知らないキノコ、食用と確実に判断で
きないキノコは 
　・採らない
　・食べない
　・人にあげない
　・販売しない を徹底してください。 
　キノコを食べて体調が悪くなったら、
すぐに医師の診察を受けましょう。
問合せ
▷弘前保健所　☎33-8521
▷県健康福祉部保健衛生課
　食品衛生グループ　☎017-734-9214

お知らせ

不正軽油は脱税です！

がん検診受診率 50％
達成強化月間

topic 国民年金

　納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除として、そ
の年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成29年１月から12月までに納められた保険料の
全額です。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者や子の国民年金保険
料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成29年中の国民年金保険料について社会保険料控除を受けるため
には、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったこと
を証明する書類の添付が必要となります。そのため、日本年金機構から11月
上旬に「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されますので、
申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。平
成29年10月以降に今年はじめて国民年金保険料を納付された方へは、翌年の
２月上旬に送付されます。

●年金請求の相談は、事前予約が便利です
　弘前年金事務所では、予約制による年金相談を実施しております。相談希
望日の１か月前からお電話または年金相談窓口で受け付けしておりますの
で、お気軽にお問い合わせください。
　電話での予約は、弘前年金事務所☎27-1339まで（自動音声案内に従い⑨を
押した後、⑤を押してください）、受付時間および相談時間は次のとおりです。
　　　　月曜日　　　　　８時30分～ 19時
　　　　火～金曜日　　　８時30分～ 17時15分
　　　　毎月第２土曜日　９時30分～ 16時
　詳しくは弘前年金事務所（☎27-1339）また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）

長期間放置されていた自転車を
保管しています

催　し

平成 29年度津軽地域障害者
就職面接会行政・人権相談所を開設します

性暴力被害相談窓口

「女性の人権ホットライン」
強化週間

ひらかわ健康ポイント対象事業
自殺予防普及啓発講演会

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が発行されます
　～年末調整・確定申告までに大切に保管を～

今月の
おしらせ

NEWS

青森県最低賃金改正の
おしらせ
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□市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回無料で受診できます。クーポン券が送付された
　方は、受診の際にお持ちください。

※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。

健康のおしらせ health information

集団検診

　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。

母子健康手帳の交付･妊婦窓口相談

※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。

・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。

12月３日(日)

12月４日(月)

12月６日(水)

７：30
　～９：00

・健康保険証
・特定または
   後期高齢者
   検診受診券
・受診票

健康センター

尾上地域福祉センター

受付時間実施日 場　所

時　間 持　ち　物

乳幼児健康診査・子育て広場　　■場所　健康センター　　

■問合せ　健康推進課健康増進係

□申し込みなど詳細については、11月１日（水）配布予定の回覧チラシをご覧ください。

＜検診項目＞

子育て広場※要予約

４か月児健診
１歳児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

妊娠中、子育て中の方など

平成29年７月生まれ
平成28年11月生まれ
平成28年４月生まれ
平成26年４月生まれ

11月16日(木)

11月21日(火)
11月８日(水)
11月15日(水)
11月 10日(金)

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　　象 実施日 受付時間 持ち物
・母子健康手帳
・バスタオル
・小皿、スプーン
（離乳食を試食する方）
・筆記用具
・母子健康手帳
・バスタオル
・健康診査問診票
・尿(３歳児のみ)

・妊娠届出書(医療機関から発行)
・妊娠連絡票(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)

８時15分
    ～ 17時

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

献血のおしらせ　　

　「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。
日時・場所
11月１日(水)　健康センター相談室③
11月15日(水)　碇ヶ関地域福祉センター
時間　13時30分～ 15時30分
※当日の相談でもかまいませんが、
　事前に申し込まれた方が優先にな
　ります。
申込み・問合せ　福祉課障がい支援係

こころとからだの相談

　精神疾患治療中の家族が自由に話
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います。
　毎月第２火曜日に家族会を開催し
ておりますが、11月は都合によりお
休みとなります。
　12月は12日(火)の10時～ 12時に
開催予定です。
問合せ 　福祉課障がい支援係

とんぼの会

　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　市内にお住いの方
日時　11月15日(水)、12月13日(水)
　　　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

困りごと相談
　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　11月28日(火)　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

傾聴サロン

実　施　日

介護予防教室　　■対象　65歳以上の方

時　間

時　間

場　所

場　所

申込先

申込先

11月９日(木)、11月23日(木) 

11月７日(火)、11月21日(火)

11月14日(火)、11月28日(火)

11月４日(土)、11月18日(土)

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方で、介護認定のない方、運動制限のない方

実　施　日
11月14日(火)、11月21日(火)、
11月28日(火)
11月15日(水)、11月22日(水)、
11月29日(水)

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

生涯学習センター（15日）
尾上体育館（22日、29日）

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。

「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。

■弘前保健所からのおしらせ

11月７日(火)

11月15日(水)

10月25日(水)
11月22日(水)
11月９日(木)

10 ：30 ～ 11：30

17：30 ～ 18：30

13：00 ～ 13：30

13：00 ～ 14：00

ウィルス性肝炎検査
エイズ相談（即日検査・予約制）
※エイズ相談専用電話　☎38-2389

女性健康相談

精神保健福祉相談（予約制）

種　　別 実施日 受付時間
弘前保健所では各種相談・検査を実施します。

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

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係

11月１日(水)、11月８日(水)
11月15日(水)、11月22日(水) 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

婦人科検診

・子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
・乳がん検診（40歳以上の女性）

＜検診項目＞

持ち物

個
　別

※今年度20歳、40歳になる方も対象。

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。

持
ち
物

検診のおしらせ

■問合せ　健康推進課母子保健係母子・献血のおしらせ

けんこう教室スケジュール

life

相談・サロン・その他

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

11月は献血バスの巡回はありません。
次回の巡回予定は12月５日(火)の予定
です。

子宮頸がん検診　内容：内診など
乳がん検診　　　内容：マンモグラフィ（乳房X 線写真）
指定医療機関で受診できます。
受診するには「平川市がん検診対象者証明書」が必要です。

弘前献血ルームCoCoSAでは、毎日献血
を実施しています。
問合せ　弘前献血ルームCoCoSA
　　　　☎0120-768-489
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□市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回無料で受診できます。クーポン券が送付された
　方は、受診の際にお持ちください。

※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。

健康のおしらせ health information

集団検診

　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。

母子健康手帳の交付･妊婦窓口相談

※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。

・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。

12月３日(日)

12月４日(月)

12月６日(水)

７：30
　～９：00

・健康保険証
・特定または
   後期高齢者
   検診受診券
・受診票

健康センター

尾上地域福祉センター

受付時間実施日 場　所

時　間 持　ち　物

乳幼児健康診査・子育て広場　　■場所　健康センター　　

■問合せ　健康推進課健康増進係

□申し込みなど詳細については、11月１日（水）配布予定の回覧チラシをご覧ください。

＜検診項目＞

子育て広場※要予約

４か月児健診
１歳児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

妊娠中、子育て中の方など

平成29年７月生まれ
平成28年11月生まれ
平成28年４月生まれ
平成26年４月生まれ

11月16日(木)

11月21日(火)
11月８日(水)
11月15日(水)
11月 10日(金)

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　　象 実施日 受付時間 持ち物
・母子健康手帳
・バスタオル
・小皿、スプーン
（離乳食を試食する方）
・筆記用具
・母子健康手帳
・バスタオル
・健康診査問診票
・尿(３歳児のみ)

・妊娠届出書(医療機関から発行)
・妊娠連絡票(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)

８時15分
    ～ 17時

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

献血のおしらせ　　

　「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。
日時・場所
11月１日(水)　健康センター相談室③
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戸籍

だより

９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。
９月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,780 人 (－７)　　■男性　14,807 人　■女性　16,973 人
■世帯数　11,875 世帯 (＋18)　■転入　49 人　　　■転出　37 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

新館　　　　伊　藤　大　輔
新館　　　　原　田　有希子
北津軽郡板柳町　阿　部　祐　太
町居　　　　今　井　友美香

柏木町　大　川　キ　ヨ　91
大坊　　古　川　政　勝　83
高畑　　成　田　清　勝　81
小和森　今　井　　　實　85
杉館　　相　馬　　　豪　78
苗生松　今　井　ヒサヱ　77
沖館　　直　井　克　亢　78
唐竹　　内　山　雅　勝　85
新屋　　葛　西　みどり　92
新屋　　平　川　テ　チ　83
平田森　古　川　タ　カ　101

平田森　齋　藤　竹　則　82
町居　　古　川　チ　ヨ　86
町居　　奈　良　四　郎　90
町居　　今　井　サイ子　75
金屋　　駒　井　良　衛　90
金屋　　佐　藤　利　衛　79
南田中　葛　西　　　嘉　58
李平　　福　澤　千　代　83
尾上　　西　谷　まつゑ　100
尾上　　森　山　孝　子　76
新屋町　山　口　健　吾　85
新屋町　山　口　福　藏　75
猿賀　　工　藤　キ　サ　83
猿賀　　千　葉　きぬゑ　81
中佐渡　小田桐　祐　造　100
八幡崎　今　井　　　博　83
碇ヶ関　福　田　誠　一　87
古懸　　一　戸　恒　雄　85

石郷　　
え い と

瑛虎くん
柏木町　

こ う た

航汰くん
松館　　

り　ま

稟稀くん
本町　　

あ か り

朱璃ちゃん
広船　　

あ い か

藍月ちゃん
平田森　

た く と

巧登くん
町居　　

た    お

太凰くん
李平　　

せ ん り

千莉くん
李平　　

あ    こ

葵心ちゃん
高木　　

な    な

南那ちゃん
新屋町　

さ    え

紗瑛ちゃん
猿賀　　

じゅんま

惇磨くん
猿賀　　

さ え ら

彩愛ちゃん
八幡崎　

み お ん

海音ちゃん
八幡崎　

しょうき

翔紀くん

佐　藤　　　廉
奈　良　志　乃
天　内　和　宏
浅　野　裕　幸
吹　田　成　功
齋　藤　宏　実
佐　野　夏　樹
有　馬　大　智

渡　辺　健　資
西　谷　拓　二
堀　江　純　一
佐　藤　喬　紀
入　江　健　友
木　村　佳　央
木　村　佳　央

お悔やみ申し上げます

光城　　　　舩　水　　　聡
弘前市　　　木　村　広　美
南津軽郡大鰐町　木　田　晴　大
金屋　　　　駒　井　ちひろ
南田中　　　原　田　和　磨
黒石市　　　山　谷　瑞　穂
高木　　　　山　口　立　志
柏木町　　　工　藤　　　薫
碇ヶ関　　　柴　田　雄　輔
黒石市　　　柏　崎　美弥子

10月の納期
　納期限：10月31日(火)
　・市県民税　　　　　　　第３期
　・国民健康保険税　　　　第４期
　・介護保険料　　　　　　第４期
　・後期高齢者医療保険料　第４期

９月の交通事故件数
　■交通事故　12件（負傷者14人、死者０人）

９月の出動件数
　■火災出動　０件　　■救急出動　62件
　■救助出動　４件　　■その他　　23件

寄附を頂きました
９月25日　青森県トラック協会南黒支部（山本清人支部長）
　　　　　 靴用反射テープ３色セット500枚
　　　　　（夜間における歩行者の交通事故防止のため）

夜間の歩行者の交通事故防止に役立ててほしいと長尾市長
に反射材の目録を手渡す山本清人支部長（写真右）

工藤　愛叶 ちゃん
くどう　   まかな

毎日ステキな笑顔をあ
りがとう！

H28 年 10 月 26 日（猿賀）

三浦　湊 くん
みうら    みなと

みんなから愛される子
に育ってね

H28 年 10 月 13 日（新館）

齋藤　心結 ちゃん
さいとう　　みゆ

ずんぶど食う！パパを
越さないでね！

H28 年 10 月５日（町居）

船木　佳忠 くん
ふなき　 よしただ

元気いっぱい佳忠 ! こ
れからが楽しみです。

H28 年 10 月 21 日（新山）

田辺　詩乃 ちゃん
たなべ　　 しの

しーちゃんの笑顔が家
族みんなの元気だよ。

H28 年 10 月２日（平成）

須藤　凛士 くん
すとう　   りひと

毎日笑顔をありがとう。
元気に育ってね。

H28 年 10 月 28 日（尾崎）
阿保　清世 くん
あぼ      きよせ

１歳おめでとう！我が
家のズルっ子大将君！

H28 年 10 月 20 日（尾上）

so CUTE! 10月で１歳になる

　市では、より多くの皆さんに「広報ひらかわ」の情報を届けるために、スマートフォ
ン用アプリ「マチイロ」を導入しています。このアプリを使うと「広報ひらかわ」をい
つでもどこでも読むことができます。ぜひご利用ください。

スマートフォンで「広報ひらかわ」をチェックしよう！

「マチイロ」の主な特徴
・最新号が発行されると、アプリにおしらせが届きます。 
・ページめくりや拡大縮小なども簡単にできるほか、範囲を指定して画像を保存したり、 
　メールへの添付、SNSサービスへの投稿が可能です。 
「マチイロ」の導入方法
　アプリストアで「マチイロ」を検索するか、右の QR コードを読み取ること 
　でダウンロードできます。
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）

と
っ
て
も

　
　便
利
♪
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今月の表紙
Cover of this month

　９月16日、JA津軽みらい特A
米プレミアム研究会会長の工藤
憲男さんの県技術普及拠点ほ
で、県産特A米「青天の霹靂」の
刈り取り作業が行われました。
 自らコンバインを運転し、青天
の霹靂を収穫した工藤さんは
「今年の夏は涼しく、生育を心
配していたが、良い出来である
と思う」と語りました。
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平川市
スポーツデー

　10月1日、陸上競技場で「平川市スポーツデー」が開
催されました。健康増進を目的に開催され、市内の園児、
小中学生のチームのほか、スポーツ団体や企業などから
約600人が参加しました。津軽弁バージョンのラジオ体
操で準備運動を行った後、参加者はサッカードリブルリ
レーやボール転がしリレー、玉入れや大縄跳びなど８種
目の競技で爽やかな汗を流し、大勢の観客から声援が送
られました。
　また、日の出こども園による和太鼓のアトラクション
や市連合婦人会による平川市民歌の音頭、弘前地区消防
事務組合による車両展示なども行われ、子どもから大人
までイベントを楽しみました。

えんじょい

sports!!
 

まけないぞー！
走る市長！

ホース運びなら俺たちにまかせろ！

ドリブル！
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