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　10月24日、友好交流協定を結んでいる台
湾台中市の華盛頓（わしんとん）高級中学校
の生徒32名が１泊２日の日程でファームス
テイを行うこととなり、金屋地区多目的研修
施設で入村式が行われました。
　入村式で長尾市長が「今が旬のりんごと農
家の方との交流を楽しんでほしい」と歓迎す
ると、生徒代表は「衣食住の体験を通じて、
日本と台湾との違いを見つけていきたい」と
ファームステイへの意気込みを語りました。
　入村式後、生徒たちは受入農家と固い握手
を交わすと、８つの班に分かれて農家体験を
行いました。

　10月29日、弘南鉄道平賀駅前広場で「ひらかわハロウィ
ン2017」が開催されました。平賀駅前通りの活性化を目
的に行われ、昨年に続き２回目の開催です。
　会場ではスタンプラリーや宝探し、ハロウィンにちなん
だカラーコケ玉作りのほか、マジックショーやダンスなど
のステージイベントが行われ、あいにくの雨でしたが、多
くの人でにぎわいました。
　また、メインの仮装コンテストには市内外から40組が
参加し、海外のモンスターやアニメキャラクターに扮した
参加者がポーズを決めると、盛んな拍手が送られました。

ひらかわハロウィン

台湾台中市からファームステイ 弘南鉄道キャラ電の日
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市内の話題

　10月29日、弘南鉄道弘南線に乗ってご当
地キャラクターと触れ合う「弘南鉄道キャ
ラ電の日」が開催され、親子連れ約80人が
参加しました。
　電車や駅に隠された文字を見つける「文
字探しゲーム」などのアトラクションを楽
しんだほか、平賀駅の車両基地では車両を
下から点検する通路やラッセル車の内部を
鉄道の豆知識を聞きながら見学し、電車に
ついて学びました。
　また、参加者はヤーヤくんなど近隣自治
体で活動するキャラクターとの触れ合い
や、記念写真の撮影をして電車の旅を満喫
しました。
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区分／決算額 内容と主な事業

市税
23億7,899万円

皆さまが納めた税金です。

■市民税
■固定資産税
■軽自動車税
■たばこ税
■入湯税

10 億    157 万円
10 億 6,725 万円
１億    693 万円
1億 9,988 万円

336 万円

負担金・使用料
など
17億8,768万円

特定のサービスを受ける人に負担しても
らったお金（保育料など）や施設使用料、住
民票発行手数料、学校給食収入、繰越金など
です。

　市民１人当たりにすると 74,558 円
※平成29年3月末の人口31,908人で計算。

市税収入の少ない市でも、市民に一定水準
のサービスが行えるよう、国税（所得税、酒
税、法人税、消費税、地方法人税）から一定の
基準により交付されたお金です。

市が行う事業に対し、国が補助したり負担
したりするお金です。

市が行う事業に対し、県が補助したり負担
したりするお金です。

国が徴収した自動車重量税などのうち、一
定基準が市に交付されます。

多額の経費がかかる事業を行うために、国
や銀行から新たに借りたお金です。

　特別会計と企業会計は、特定の事業を行う目的でそれ
ぞれ個別に経理するものです。

地方譲与税など
８億2,092万円

国庫支出金
26億1,418万円

県支出金
14億9,537万円

市債
22億8,014万円

区分／決算額 内容と主な事業

総務費
24億4,530万円

庁舎の管理、徴税、まちづくりなどに支出
しました。

■保育対策事業
■老人福祉対策事業
■障がい福祉対策事業
■生活保護費
■東部地区デイサービスセンター
　新築事業

12 億 7,136 万円
10 億 7,616 万円
8億 6,542 万円
7億 8,269 万円

1億 1,729 万円

■ごみ・し尿処理事業
■妊婦・乳幼児健診事業

3億 5,013 万円
1,989 万円

■弘前地区消防事務組合負担金

■消防団車両購入事業
■消防屯所新築・改修事業

５億 9,772 万円
3,402 万円
3,363 万円

■市道除雪委託事業
■道路新設改良・側溝整備事業

2億 8,065 万円

2億 6,547 万円

■強い農業づくり交付金
■中山間地域等直接支払交付金

■多面的機能支払交付金

3億    334 万円

1億 2,615 万円
1億    801 万円

■バス運行補助金
■コミュニティ育成事業奨励金

■移住者住宅支援補助金

 3,138 万円

2,209 万円
1,190 万円

民生費
56億8,310万円

お年寄りや障がいのある方、生活保護、子
育て支援などに支出しました。

ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環
境保全などに支出しました。

農業の振興などに支出しました。

道路や公園の整備などに支出しました。

消火活動、救急救命などに支出しました。

衛生費
８億9,823万円

農林水産業費
11億1,502万円

土木費
15億8,161万円

消防費
７億5,064万円

■総合運動場整備事業
■小和森小学校大規模改修事業

■文化センター大規模改修事業

９億 2,148 万円

２億 3,174 万円

２億 1,715 万円

小中学校、公民館、生涯学習などに支出しま
した。

教育費
28億4,214万円

■公債費軽減対策 ( 繰上償還 )
３億 1,620 万円

借金の返済に支出しました。
公債費
27億1,374万円

■商工業振興事業
■議会運営費（議員報酬など）
■観光振興事業
■災害復旧事業

３億 7,837 万円
１億 6,117 万円
１億　192 万円

4,894 万円

議会の運営、雇用対策、災害復旧などに支出
しました。

その他
７億1,575万円

※国民健康保険特別会計決算については、８～９ページ
　で詳しく解説しています。

　平川市の平成28年度決算が９月議会において
認定されました。決算は、１年間にどれだけの
収入があり（歳入）、それがどのように支出され
たのか（歳出）を分類して集計したものです。
ここでは、その概要についておしらせします。

歳入総額　193 億 4,595 万円 歳出総額　187 億 4,553 万円 特別会計 /企業会計

会計名 歳入 歳出

特
別
会
計

国民健康保険
介護保険

後期高齢者医療
診療所
簡易水道

46億7,757万円
37億  524万円
２億6,127万円
３億1,048万円

394万円

45億6,174万円
36億  837万円
２億6,067万円
３億1,048万円

394万円

会計名 歳入 歳出

企
業
会
計

水道
事業

下水道
事業

収益的

資本的

収益的

資本的

５億8,243万円

1,701万円

９億9,770万円

４億3,025万円

４億7,324万円

１億3,096万円

10億5,635万円

６億9,498万円

　普通会計とは、他の市町村と比較できるように経理
の範囲が定められた標準的な会計です。
　当市では、一般会計に学校給食センター特別会計、
尾上地区住宅団地温泉事業特別会計などを加えたもの
を普通会計としています。

普通会計

特
集

平成 28年度

平川市
決算報告 負担金・使用料など

9.3％　

地方譲与税など  
4.2％

地方交付税
41.2％

国庫支出金
13.5％

県支出金
7.7％

市債
11.8％

自主財源
21.6％

依存財源
78.4％

市税
12.3％　

地方交付税
79億6,867万円

総務費
13.0％

民生費
30.3％

衛生費
4.8％

農林水産業費
5.9％

土木費
8.4％

消防費
4.0％

教育費
15.2％

公債費
14.5％

その他
3.9％

　平成 20 年度決算から、財政健全化法が本格適用されました。昨年に引き続き、健全化判断比率（財政が健全なのかどうかを
判断するために国が定めた指標）を使って当市の財政状況を説明します。

健全化判断比率の公表

健全化判断比率の指標は、次のとおり４つの項目があります。

１. 実質赤字比率 ２. 連結実質赤字比率 ３. 実質公債費比率 ４. 将来負担比率
　普通会計（『平成 28
年度決算報告』参考）
の赤字の大きさを表
しています。当市は
黒字ですので表示さ
れません。

　普通会計に公営事業会
計（例：国民健康保険、水
道、下水道など）を含めた
市全体での赤字の大きさ
を表しています。当市は黒
字ですので、表示されませ
ん。

　普通会計に公営事業会計や一
部事務組合などを含めて、当市
の標準的な収入額に対するロー
ン返済の負担の大きさを表して
います。当市は13.8％となって
おり、昨年度から0.9ポイント
低下しました。

　普通会計に公営事業会計や一部事
務組合、第３セクターなどを含めて、
当市の標準的な収入額に対する、将
来負担すべき実質的な負債（市債残
高など）の大きさを表しています。当
市は将来の負担が収入を下回ったた
め、比率なしとなりました。

健全化判断比率 ( 単位：％)

資金不足比率 ( 単位：％)

　水道事業や下水道事業など
といった、皆さんからの料金
収入などによって運営されて
いる公営企業の経営状態が健
全なのかどうかは、事業規模
に対する経営資金の不足額の
大きさを表す「資金不足比率」
で判断します。
　各会計で資金不足は生じま
せんでしたので、こちらも健
全な状態にあるといえます。

指標
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

平川市の比率
ー
ー
13.8
ー

平川市の前年比率
ー
ー
14.7
ー

早期健全化基準
13.2
18.2
25.0
350.0

財政再生基準
20.0
30.0
35.0

※「ー」は比率が無いことを表しています。

会計の名称
水道事業会計
下水道事業会計
簡易水道会計

平川市の比率
ー
ー
ー

平川市の前年比率
ー
ー
ー

経営健全化基準

20.0

※「ー」は比率が無いことを表しています。
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道路や公園の整備などに支出しました。

消火活動、救急救命などに支出しました。

衛生費
８億9,823万円

農林水産業費
11億1,502万円

土木費
15億8,161万円

消防費
７億5,064万円

■総合運動場整備事業
■小和森小学校大規模改修事業

■文化センター大規模改修事業

９億 2,148 万円

２億 3,174 万円

２億 1,715 万円

小中学校、公民館、生涯学習などに支出しま
した。

教育費
28億4,214万円

■公債費軽減対策 ( 繰上償還 )
３億 1,620 万円

借金の返済に支出しました。
公債費
27億1,374万円

■商工業振興事業
■議会運営費（議員報酬など）
■観光振興事業
■災害復旧事業

３億 7,837 万円
１億 6,117 万円
１億　192 万円

4,894 万円

議会の運営、雇用対策、災害復旧などに支出
しました。

その他
７億1,575万円

※国民健康保険特別会計決算については、８～９ページ
　で詳しく解説しています。

　平川市の平成28年度決算が９月議会において
認定されました。決算は、１年間にどれだけの
収入があり（歳入）、それがどのように支出され
たのか（歳出）を分類して集計したものです。
ここでは、その概要についておしらせします。

歳入総額　193 億 4,595 万円 歳出総額　187 億 4,553 万円 特別会計 /企業会計

会計名 歳入 歳出

特
別
会
計

国民健康保険
介護保険

後期高齢者医療
診療所
簡易水道

46億7,757万円
37億  524万円
２億6,127万円
３億1,048万円

394万円

45億6,174万円
36億  837万円
２億6,067万円
３億1,048万円

394万円

会計名 歳入 歳出

企
業
会
計

水道
事業

下水道
事業

収益的

資本的

収益的

資本的

５億8,243万円

1,701万円

９億9,770万円

４億3,025万円

４億7,324万円

１億3,096万円

10億5,635万円

６億9,498万円

　普通会計とは、他の市町村と比較できるように経理
の範囲が定められた標準的な会計です。
　当市では、一般会計に学校給食センター特別会計、
尾上地区住宅団地温泉事業特別会計などを加えたもの
を普通会計としています。

普通会計

特
集

平成 28年度

平川市
決算報告 負担金・使用料など

9.3％　

地方譲与税など  
4.2％

地方交付税
41.2％

国庫支出金
13.5％

県支出金
7.7％

市債
11.8％

自主財源
21.6％

依存財源
78.4％

市税
12.3％　

地方交付税
79億6,867万円

総務費
13.0％

民生費
30.3％

衛生費
4.8％

農林水産業費
5.9％

土木費
8.4％

消防費
4.0％

教育費
15.2％

公債費
14.5％

その他
3.9％

　平成 20 年度決算から、財政健全化法が本格適用されました。昨年に引き続き、健全化判断比率（財政が健全なのかどうかを
判断するために国が定めた指標）を使って当市の財政状況を説明します。

健全化判断比率の公表

健全化判断比率の指標は、次のとおり４つの項目があります。

１. 実質赤字比率 ２. 連結実質赤字比率 ３. 実質公債費比率 ４. 将来負担比率
　普通会計（『平成 28
年度決算報告』参考）
の赤字の大きさを表
しています。当市は
黒字ですので表示さ
れません。

　普通会計に公営事業会
計（例：国民健康保険、水
道、下水道など）を含めた
市全体での赤字の大きさ
を表しています。当市は黒
字ですので、表示されませ
ん。

　普通会計に公営事業会計や一
部事務組合などを含めて、当市
の標準的な収入額に対するロー
ン返済の負担の大きさを表して
います。当市は13.8％となって
おり、昨年度から0.9ポイント
低下しました。

　普通会計に公営事業会計や一部事
務組合、第３セクターなどを含めて、
当市の標準的な収入額に対する、将
来負担すべき実質的な負債（市債残
高など）の大きさを表しています。当
市は将来の負担が収入を下回ったた
め、比率なしとなりました。

健全化判断比率 ( 単位：％)

資金不足比率 ( 単位：％)

　水道事業や下水道事業など
といった、皆さんからの料金
収入などによって運営されて
いる公営企業の経営状態が健
全なのかどうかは、事業規模
に対する経営資金の不足額の
大きさを表す「資金不足比率」
で判断します。
　各会計で資金不足は生じま
せんでしたので、こちらも健
全な状態にあるといえます。

指標
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

平川市の比率
ー
ー
13.8
ー

平川市の前年比率
ー
ー
14.7
ー

早期健全化基準
13.2
18.2
25.0
350.0

財政再生基準
20.0
30.0
35.0

※「ー」は比率が無いことを表しています。

会計の名称
水道事業会計
下水道事業会計
簡易水道会計

平川市の比率
ー
ー
ー

平川市の前年比率
ー
ー
ー

経営健全化基準

20.0

※「ー」は比率が無いことを表しています。
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　当市の歳入総額の約半分を占める地
方交付税とは、どのようなものなので
しょうか。また、地方自治体はなぜ借
金をするのかなど、市民の皆さんが疑
問に思っていることにお答えします。

地方交付税って何？

　平川市が平成28年に使ったお金の約半分は、
地方交付税で賄われました(約80億円)。この地
方交付税について簡単に説明すると、税収入が少
ない当市などの地方公共団体でも一定水準の行政
サービスを提供できるように国から交付されるお
金です。国税である所得税、酒税、法人税、消費
税の一部および地方法人税の全額が交付されてい
ます。
　地方交付税には、普通交付税と特別交付税があ
りますが、ここでは大部分を占める普通交付税に
ついて、どのように計算されているか説明します。
　普通交付税がどのくらいもらえるかは、下図の
ように「一定水準の行政サービスを行うために必
要な額」と「税収などの基準となる額」との差に
より計算されます。行政サービスとは、消防、道
路、教育、福祉、産業など様々な分野にわたりま
す。それぞれにかかる必要な額は、人口や面積と
いった国勢調査などの統計調査の結果に基づいて
計算されます。個別に計算されたこの経費を合算
し、「一定水準の行政サービスを行うために必要
な額」(98億円)が決まります。ここから「税収な
どの基準となる額」(26億円)を引いた額(72億円)
が普通交付税として交付されます。

なぜ借金をするの？

　学校や道路を作るには、多額のお金が必要に
なります。その年の収入だけでは支払いができ
ないので、借金をすることになります。これを「市
債(＝市の借金)」と呼びます。これは、皆さん
が住宅や自動車の購入にローンを組むことと同
じことです。
　また、借金をすることにより下図のように「住
民負担の世代間の公平のための調整」をするこ
とができます。

ここで
ワンポイント

普通交付税
平川市の税収
などの

基準となる額

平川市が一定水準の行政サービスを
行うために必要な額

　平川市は市町村合併で毎年多く普通交付税(臨
時財政対策債を含む)をもらっています。
　平川市は合併したことにより、15年間(平成
32年度まで)は同規模の市町村より多くもらうこ
とができますが、11年目以降の５年間(平成28
年度～ 32年度)でその額は段階的に減額されて
いきます。平成28年度に多くもらった額は、約
６億円となりました。

　市債には様々な種類があり、返済金の一部が
地方交付税で還元されるものもあり、市の負担
が軽くなる場合もあります。たとえば市債のう
ち合併特例債であれば、事業費の95％を借り入
れることができ、返済額の70％が地方交付税で
還元されます。

市債のイメージ（合併特例債の場合）

72
億円

26
億円

98
億円

建設した年 １年後 30年後 31年後

Q

Q

質問

質問

全体の事業費

借入額 (95％)

70％ 30％

地方交付税で還元 実質的な
市の負担

※30 年償還の場合です。

市民
負担

市民
負担

市民
負担

市民負担
0

問合せ：企画財政課　財政係　☎44-1111
　　　　（内線 1431・1432）

「ハグメグ」
とは？

ひらかわハグメグ

応援事業

「研
修会
」の
様子

ハグ メグ

育む（はぐくむ）

Hug（ハグ：抱きしめる）

巡り合い（めぐりあい）

恵み（めぐみ）

ハグメグ支縁員
　独身男女の結婚につながるお手伝いをしていただける「ハグメグ支縁員」を募集しています。
「ハグメグ支縁員」には、謝礼として、年額 10,000 円（ただし、登録された月により支給額
は変わります）、成婚報酬として、１組につき 50,000 円をお支払いします。
　詳しくは、企画財政課企画調整係に問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

独身男女の巡り合いと育みの手助けが出来る
ようにという願いを込め、命名しました。

平成30年度（平成29年分）
給与支払報告書の提出について

　平成29年中に給与・賃金など（パート・アルバイト、
専従者給与を含む）を支払った事業主は、平成30年
１月１日現在で平川市に住んでいるすべての受給者
の給与支払報告書を提出していただく必要がありま
す（地方税法第317条の６）。
　また、支払金額が30万円以下の退職者についても、
公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
　平成30年度（29年分）給与支払報告書の様式につ
いては、税務課窓口において配布しております。総
務省ホームページよりダウンロードすることもでき
ますのでご利用ください。
　給与支払報告書は、給与所得者の市・県民税を決
定する重要な資料となりますので、期限までに必ず
提出くださるようよろしくお願いします。

　平成29年分の市民税・県民税(兼国民健康保険税)
の申告相談および確定申告相談については、市民の皆
さまからのご要望などに配慮し、以下により実施しま
す。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　詳しい日程などについては、広報12・１月号にて
おしらせします。

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

平成30年度（平成29年分）
市民税・県民税の申告相談について

指定地域 日程 場所

碇ヶ関地域 平成30年２月１日(木)
　　　　～２月５日（月）

平成30年２月６日(火)
　　　　～２月16日(金)

平成30年２月19日(月)

平成30年２月20日(火)
　　　　～３月７日(水)
平成30年３月８日(木)
　　　　～３月15日(木)

碇ヶ関総合支所

　婚活支援に取り組んでいます！

募集中！

　市では、今年度より婚活を支援する「ひらかわ
ハグメグ応援事業」を実施しています。この事業
は、事業に賛同して登録いただいた「ハグメグ支
縁員」が独身男女の引き合わせを行い、出会いの
場を創出するもので、現在20名の方に「ハグメ
グ支縁員」としてご協力いただいています。

給与支払報告書にはマイナンバーの記入が必要です

尾上地域

市内全域

本庁舎

※土・日曜日、祝日の申告相談は受け付けしており
　ませんのでご了承ください。

提出期限：平成30年１月31日(水)
提出場所：本庁舎２階　税務課住民税係

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

平賀地域
（東部地区）

平賀地域

＜事業者の皆さまへ＞ ＜市民の皆さまへ＞

尾上総合支所

本庁舎

葛川支所

　「ハグメグ支縁員」は随時、独身男女の引き合わせや面会の仲介な
どを行っていますが、その他、定期的に開催する「研修会」や「情
報交換会」に参加し、結婚支援に関するスキルアップに努めたり、
独身男女の情報交換や共有をしています。10月２日に「今どきの結
婚事情とサポートの仕方」をテーマに「研修会」、その後、支縁員同
士での「情報交換会」を開催しました。今年度はあと２回開催を予
定しています。
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地方交付税って何？

　平川市が平成28年に使ったお金の約半分は、
地方交付税で賄われました(約80億円)。この地
方交付税について簡単に説明すると、税収入が少
ない当市などの地方公共団体でも一定水準の行政
サービスを提供できるように国から交付されるお
金です。国税である所得税、酒税、法人税、消費
税の一部および地方法人税の全額が交付されてい
ます。
　地方交付税には、普通交付税と特別交付税があ
りますが、ここでは大部分を占める普通交付税に
ついて、どのように計算されているか説明します。
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要な額」と「税収などの基準となる額」との差に
より計算されます。行政サービスとは、消防、道
路、教育、福祉、産業など様々な分野にわたりま
す。それぞれにかかる必要な額は、人口や面積と
いった国勢調査などの統計調査の結果に基づいて
計算されます。個別に計算されたこの経費を合算
し、「一定水準の行政サービスを行うために必要
な額」(98億円)が決まります。ここから「税収な
どの基準となる額」(26億円)を引いた額(72億円)
が普通交付税として交付されます。

なぜ借金をするの？

　学校や道路を作るには、多額のお金が必要に
なります。その年の収入だけでは支払いができ
ないので、借金をすることになります。これを「市
債(＝市の借金)」と呼びます。これは、皆さん
が住宅や自動車の購入にローンを組むことと同
じことです。
　また、借金をすることにより下図のように「住
民負担の世代間の公平のための調整」をするこ
とができます。
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　平川市は市町村合併で毎年多く普通交付税(臨
時財政対策債を含む)をもらっています。
　平川市は合併したことにより、15年間(平成
32年度まで)は同規模の市町村より多くもらうこ
とができますが、11年目以降の５年間(平成28
年度～ 32年度)でその額は段階的に減額されて
いきます。平成28年度に多くもらった額は、約
６億円となりました。
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平成30年度（平成29年分）
給与支払報告書の提出について

　平成29年中に給与・賃金など（パート・アルバイト、
専従者給与を含む）を支払った事業主は、平成30年
１月１日現在で平川市に住んでいるすべての受給者
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公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
　平成30年度（29年分）給与支払報告書の様式につ
いては、税務課窓口において配布しております。総
務省ホームページよりダウンロードすることもでき
ますのでご利用ください。
　給与支払報告書は、給与所得者の市・県民税を決
定する重要な資料となりますので、期限までに必ず
提出くださるようよろしくお願いします。

　平成29年分の市民税・県民税(兼国民健康保険税)
の申告相談および確定申告相談については、市民の皆
さまからのご要望などに配慮し、以下により実施しま
す。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　詳しい日程などについては、広報12・１月号にて
おしらせします。

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

平成30年度（平成29年分）
市民税・県民税の申告相談について

指定地域 日程 場所

碇ヶ関地域 平成30年２月１日(木)
　　　　～２月５日（月）

平成30年２月６日(火)
　　　　～２月16日(金)

平成30年２月19日(月)

平成30年２月20日(火)
　　　　～３月７日(水)
平成30年３月８日(木)
　　　　～３月15日(木)

碇ヶ関総合支所

　婚活支援に取り組んでいます！

募集中！

　市では、今年度より婚活を支援する「ひらかわ
ハグメグ応援事業」を実施しています。この事業
は、事業に賛同して登録いただいた「ハグメグ支
縁員」が独身男女の引き合わせを行い、出会いの
場を創出するもので、現在20名の方に「ハグメ
グ支縁員」としてご協力いただいています。

給与支払報告書にはマイナンバーの記入が必要です

尾上地域

市内全域

本庁舎

※土・日曜日、祝日の申告相談は受け付けしており
　ませんのでご了承ください。

提出期限：平成30年１月31日(水)
提出場所：本庁舎２階　税務課住民税係

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

平賀地域
（東部地区）

平賀地域

＜事業者の皆さまへ＞ ＜市民の皆さまへ＞

尾上総合支所

本庁舎

葛川支所

　「ハグメグ支縁員」は随時、独身男女の引き合わせや面会の仲介な
どを行っていますが、その他、定期的に開催する「研修会」や「情
報交換会」に参加し、結婚支援に関するスキルアップに努めたり、
独身男女の情報交換や共有をしています。10月２日に「今どきの結
婚事情とサポートの仕方」をテーマに「研修会」、その後、支縁員同
士での「情報交換会」を開催しました。今年度はあと２回開催を予
定しています。
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平成28年度
国民健康保険
特別会計決算

　国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢者医療
制度など他の健康保険に加入している方を除くすべて
の方が加入することになっています。国民健康保険の
主な役割は、加入者の皆さまがお医者さんにかかった
場合の医療費を負担することにあります。
　このたび９月議会において平成28年度の国民健康
保険特別会計(国保会計)の決算が認定されましたの
で、市民の皆さまにその概要をおしらせします。

平川市の国保の加入状況(平成28年度末)
　平川市の総人口31,908人（平成29年３月末）に対し、
一般被保険者および退職被保険者を合わせた国保の被
保険者総数は、9,132人で加入率は28.6％ (対前年度比
1.0％減)となっています。

　平成28年度の国保会計の決算は、歳入が46億7,756
万7千円（対前年度比2.4％減）、歳出が45億6,173万
８千円（対前年度比4.7％減）でした。歳入歳出の収
支差引き1億1,582万9千円のうち、1億1,500万円を
基金に積み立てし、残額を平成29年度へ繰り越しま
した。
　歳入の主なものは、国・県支出金で14億4,698万8
千円（対前年度比4.3％増）。下のグラフのとおり歳入
の約３割を占めています。
　国保税については、9億2,698万9千円（対前年度比
3.9％増）で歳入の約2割を占めており、医療費の大切
な財源となっています。
　歳出の主なものは、医療費の支払いとなる保険給付
費で26億2,761万6千円（対前年度比3.4％減）で歳出
の約6割を占めています。
　後期高齢者医療制度にかかる医療費の支援金である
後期高齢者支援金などについては、4億9,886万円（対
前年度比8.4％減）、高額な医療費支払いのための共同
事業拠出金については、10億8,656万8千円（対前年
度比1.0％減）となっています。これら２つと保険給
付費で歳出の約９割を占めています。

　歳出の約６割を占める保険給付費（医療費など）について、年間１人当たりの医療費（入院＋入院外＋歯科＋調剤）
は、全体（一般＋退職）で１人当たり32万4,886円（対前年度比343円の減）となっています。１件当たりの診療費（調
剤を除く）は、全体で２万5,643円（対前年度比710円の増）となっています。
　また、年間１人当たりの国保税額は10万1,495円（対前年度比8,032円の増）で、現年度分の収納率は、92.1％（対
前年度比0.1％増）となっています。
　決算状況の円グラフをみてわかるとおり、歳入では自主財源である国保税の占める割合が約２割であるのに対し、
依存財源である国・県支出金や交付金、一般会計および基金からの繰入金などが約８割を占めています。

増え続ける医療費の適正化を図り、健全な国民健康保険財政を運営していくためには、一人ひと
りが健康管理に努め、健康の維持増進を心がけていくことが必要です。
市では医療費の節減のため、低価格で、安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬
品（ジェネリック医薬品）の使用を推進しています。医師や薬剤師と相談しながら、ジェネリッ
ク医薬品で薬代の負担を軽くしましょう。
同じ病気でのお医者さんの掛け持ちや、受診日数が多い方を対象に、当市保健師が健康に関する
助言のため、訪問・指導を実施しますので、ご協力をお願いします。

■

■

■

　国民健康保険加入者の40歳から74歳までの方を対象に、特定健診を無料で実施しています。
対象となる方には特定健診受診券（紫色の用紙）を送付していますので、ご確認ください。

①健診結果に合わせた保健指導が受けられる
②保健指導で生活習慣改善ポイントがわかる
③毎年の受診で、継続した健康管理ができる
④病気を予防することで医療費を抑制できる

　メタボリックシンドロームやその予備群
の方を早期に発見し、特定保健指導による
改善を行うための健診です。

　メタボリックシンドロームをはじめとする
生活習慣病は、気づかないうちに進行します。
年に１度の特定健診で、健康状態のチェック
をしてください。

決算の状況

平成 28 年度　国民健康保険特別会計決算状況

医療費と国保税

医療費の適正化に向けて

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

年間１人当たりの医療費と国保税 １件当たりの診療費

特定健診を必ず受診しましょう

～だれもが安心して
　医療を受けられるように～

　特定健診の結果で、血圧・脂質・血糖のいずれ
か１つ以上と腹囲が基準以上になった場合、保健
師による保健指導が行われます。特定保健指導で
は、対象者の日常生活の状態を聞きながら運動や
食生活を中心とした改善をアドバイスします。

特定健診とは

特定保健指導とは

特定健診を受けると

年に１度は特定健診を

①国保税
②国・県支出金
③共同事業交付金
④療養給付費交付金

⑤前期高齢者交付金

⑥繰入金
⑦その他

①保険給付費

②後期高齢者支援金等

③介護納付金
④共同事業拠出金
⑤総務費
⑥保健事業費
⑦その他

国保加入者が納付した税金
国・県からの負担金・補助金
高額な医療費支払に対する交付金
退職被保険者等医療費に対する交付金
各保険者間の医療費の不均衝を調整す
るための交付金
一般会計からの繰入金
手数料などの諸収入

保険で給付した医療費、出産・葬祭費など
後期高齢者医療制度にかかる医療費の支
援金
介護給付費支払のための納付金
高額な医療費支払いのための拠出金
国保事業運営の人件費、事務費など
被保険者の健康増進のための事業費など
還付金など

45億
6,173万8千円

46億
7,756万7千円

歳入 歳出
①保険給付費

26億2,761万6千円
(57.6％)

②後期高齢者
支援金等

4億9,886万円
(10.9％)

③介護納付金
２億1,914万2千円

(4.8％)

④共同事業拠出金
10億8,656万8千円

(23.8％)

⑤総務費
7,157万1千円
(1.6％)

⑥保健事業費
3,559万6千円
(0.8％) ⑦その他

2,238万5千円
(0.5％)

①国保税
9億2,698万9千円

(19.8％)

②国・県支出金
14億4,698万8千円

(30.9％)③共同事業交付金
11億７,042万4千円

(25.0％)

④療養給付費
交付金

1億2,876万6千円
(2.8％)

⑤前期高齢者
交付金

6億4,479万3千円
(13.8％)

⑥繰入金
3億5,642万5千円

(7.6％)

⑦その他
318万2千円
(0.1％)

0
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40

50

一般 退職 全体 国保税
0

1

2

3

一般 退職 全体

（医療費＝入院＋入院外＋歯科＋調剤） （診療費：入院＋入院外＋歯科）(単位：万円) (単位：万円)

322,847円

383,895円

324,886円

101,495円

25,648円 25,523円 25,643円

H28年度H27年度 H28年度H27年度

平成28年度　国民健康保険特別会計決算
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平成28年度
国民健康保険
特別会計決算

　国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢者医療
制度など他の健康保険に加入している方を除くすべて
の方が加入することになっています。国民健康保険の
主な役割は、加入者の皆さまがお医者さんにかかった
場合の医療費を負担することにあります。
　このたび９月議会において平成28年度の国民健康
保険特別会計(国保会計)の決算が認定されましたの
で、市民の皆さまにその概要をおしらせします。

平川市の国保の加入状況(平成28年度末)
　平川市の総人口31,908人（平成29年３月末）に対し、
一般被保険者および退職被保険者を合わせた国保の被
保険者総数は、9,132人で加入率は28.6％ (対前年度比
1.0％減)となっています。

　平成28年度の国保会計の決算は、歳入が46億7,756
万7千円（対前年度比2.4％減）、歳出が45億6,173万
８千円（対前年度比4.7％減）でした。歳入歳出の収
支差引き1億1,582万9千円のうち、1億1,500万円を
基金に積み立てし、残額を平成29年度へ繰り越しま
した。
　歳入の主なものは、国・県支出金で14億4,698万8
千円（対前年度比4.3％増）。下のグラフのとおり歳入
の約３割を占めています。
　国保税については、9億2,698万9千円（対前年度比
3.9％増）で歳入の約2割を占めており、医療費の大切
な財源となっています。
　歳出の主なものは、医療費の支払いとなる保険給付
費で26億2,761万6千円（対前年度比3.4％減）で歳出
の約6割を占めています。
　後期高齢者医療制度にかかる医療費の支援金である
後期高齢者支援金などについては、4億9,886万円（対
前年度比8.4％減）、高額な医療費支払いのための共同
事業拠出金については、10億8,656万8千円（対前年
度比1.0％減）となっています。これら２つと保険給
付費で歳出の約９割を占めています。

　歳出の約６割を占める保険給付費（医療費など）について、年間１人当たりの医療費（入院＋入院外＋歯科＋調剤）
は、全体（一般＋退職）で１人当たり32万4,886円（対前年度比343円の減）となっています。１件当たりの診療費（調
剤を除く）は、全体で２万5,643円（対前年度比710円の増）となっています。
　また、年間１人当たりの国保税額は10万1,495円（対前年度比8,032円の増）で、現年度分の収納率は、92.1％（対
前年度比0.1％増）となっています。
　決算状況の円グラフをみてわかるとおり、歳入では自主財源である国保税の占める割合が約２割であるのに対し、
依存財源である国・県支出金や交付金、一般会計および基金からの繰入金などが約８割を占めています。

増え続ける医療費の適正化を図り、健全な国民健康保険財政を運営していくためには、一人ひと
りが健康管理に努め、健康の維持増進を心がけていくことが必要です。
市では医療費の節減のため、低価格で、安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬
品（ジェネリック医薬品）の使用を推進しています。医師や薬剤師と相談しながら、ジェネリッ
ク医薬品で薬代の負担を軽くしましょう。
同じ病気でのお医者さんの掛け持ちや、受診日数が多い方を対象に、当市保健師が健康に関する
助言のため、訪問・指導を実施しますので、ご協力をお願いします。

■

■

■

　国民健康保険加入者の40歳から74歳までの方を対象に、特定健診を無料で実施しています。
対象となる方には特定健診受診券（紫色の用紙）を送付していますので、ご確認ください。

①健診結果に合わせた保健指導が受けられる
②保健指導で生活習慣改善ポイントがわかる
③毎年の受診で、継続した健康管理ができる
④病気を予防することで医療費を抑制できる

　メタボリックシンドロームやその予備群
の方を早期に発見し、特定保健指導による
改善を行うための健診です。

　メタボリックシンドロームをはじめとする
生活習慣病は、気づかないうちに進行します。
年に１度の特定健診で、健康状態のチェック
をしてください。

決算の状況

平成 28 年度　国民健康保険特別会計決算状況

医療費と国保税

医療費の適正化に向けて

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

年間１人当たりの医療費と国保税 １件当たりの診療費

特定健診を必ず受診しましょう

～だれもが安心して
　医療を受けられるように～

　特定健診の結果で、血圧・脂質・血糖のいずれ
か１つ以上と腹囲が基準以上になった場合、保健
師による保健指導が行われます。特定保健指導で
は、対象者の日常生活の状態を聞きながら運動や
食生活を中心とした改善をアドバイスします。

特定健診とは

特定保健指導とは

特定健診を受けると

年に１度は特定健診を

①国保税
②国・県支出金
③共同事業交付金
④療養給付費交付金

⑤前期高齢者交付金

⑥繰入金
⑦その他

①保険給付費

②後期高齢者支援金等

③介護納付金
④共同事業拠出金
⑤総務費
⑥保健事業費
⑦その他

国保加入者が納付した税金
国・県からの負担金・補助金
高額な医療費支払に対する交付金
退職被保険者等医療費に対する交付金
各保険者間の医療費の不均衝を調整す
るための交付金
一般会計からの繰入金
手数料などの諸収入

保険で給付した医療費、出産・葬祭費など
後期高齢者医療制度にかかる医療費の支
援金
介護給付費支払のための納付金
高額な医療費支払いのための拠出金
国保事業運営の人件費、事務費など
被保険者の健康増進のための事業費など
還付金など

45億
6,173万8千円

46億
7,756万7千円

歳入 歳出
①保険給付費

26億2,761万6千円
(57.6％)

②後期高齢者
支援金等

4億9,886万円
(10.9％)

③介護納付金
２億1,914万2千円

(4.8％)

④共同事業拠出金
10億8,656万8千円

(23.8％)

⑤総務費
7,157万1千円
(1.6％)

⑥保健事業費
3,559万6千円
(0.8％) ⑦その他

2,238万5千円
(0.5％)

①国保税
9億2,698万9千円

(19.8％)

②国・県支出金
14億4,698万8千円

(30.9％)③共同事業交付金
11億７,042万4千円

(25.0％)

④療養給付費
交付金

1億2,876万6千円
(2.8％)

⑤前期高齢者
交付金

6億4,479万3千円
(13.8％)

⑥繰入金
3億5,642万5千円

(7.6％)

⑦その他
318万2千円
(0.1％)
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（医療費＝入院＋入院外＋歯科＋調剤） （診療費：入院＋入院外＋歯科）(単位：万円) (単位：万円)
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383,895円

324,886円

101,495円

25,648円 25,523円 25,643円
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平成28年度　国民健康保険特別会計決算



問合せ：農林課　食産業振興係　☎44-1111（内線2177 ）

　平川市をＰＲできて、元気になれる料理をつくってみようと高校
の同級生メンバー班でレシピづくりに初めて挑戦します。ひらかわ
元気ファミリーを一人と言わず、全員参加させた料理にしてみました。
　ひらかわのご飯はおいしいので、ご飯を。高校生はハングリーな
ので、お腹いっぱいになるようにお肉を。
　健康も考えて野菜のトッピングを。ももの甘味でやすらぎを、り
んごのさっぱり感で後味すっきり。
　ひらかわの特産品をもりもり食べて、元気になりましょう！

「もっちり米粉 de トルティーヤ！！！！！！」
尾上総合高校

課題発見解決プロジェクト

「ひらかわテンコ盛り もりもりバーガー」
青森県立柏木農業高等学校
食品科学科２年加工原材料班

◆ 最優秀賞 ◆
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具材

ソース

その他

【作り方】
①ラップに乗せたご飯を平たく円形に整え、両面に片栗粉をまぶす。
　これを、８枚作る（１人分は２枚）。
②フライパンにサラダ油をしき、①のご飯を表面が軽くこんがりとなるま
　で炒める。
　片面にしょう油をサッと塗って、焦げ目をつける（お好みで塩コショ
　ウを振ってもよい）。
③リンゴとモモをおろして、焼肉のたれに入れる。
④ドライトマトを粉末にし、牛肉と③の焼肉のたれを一緒に炒める。
⑤ダイコン、ニンジン、水菜を千切りにする。ゴボウはささがきにする。
　（ダイコン、ニンジンはサラダ用、ゴボウは水煮を使うと便利。）
⑥④の牛肉と⑤の野菜を②のライスバンズで挟み込んで、できあがり。
　ライスバンズの上に野菜を追加トッピングしてもいいでしょう。

ダイコン、ニンジン、
水菜、ゴボウ　各20ｇ
牛肉　　100ｇ　　　
ドライトマト少々
焼肉のたれ　30ml
（リンゴ、モモのすりおろし
を入れる）
しょう油、塩コショウ、
サラダ油、片栗粉

２合

【材料（４人分）】
Let’ s Try !!     

優 秀 賞

「青森と台湾の友好のスイーツ
　　PPAP（Pie Pineapple Apple Pie）」

藤田　厚子（平川市）

　９月３日、ひらかわフェスタ2017イベント会場
で、今年で４回目となる「ひらかわ元気ファミリー」
レシピコンテストが行われました。
　市産農産物の消費拡大を目的に「ひらかわ元気フ
ァミリー」５兄弟のモチーフとなった、リンゴ、コ
メ、ダイコン、ニンジン、トマトの農産物を使う料
理部門と、桃を使ったスイーツ部門による２部門で
オリジナルレシピを募集しました。７人の審査員に
よる試食審査と来場者の投票が行われ、最優秀賞が
決定しました。

【料理のコンセプトなど】

KOME
I

HIRAKAWA

対象となる方
　次の要件のうち、いずれかに該当する方が対象となります。
①65 歳以上で一人暮らしおよび高齢者のみの世帯
②身体障害者障害程度等級１～３級の方
③療育（愛護）手帳判定基準の障害判定Ａ判定の方
④精神障害者保健福祉手帳の障害等級１、２級の方
⑤介護保険の要介護認定３～５の方
⑥その他支援を必要とする方（難病や歩行困難な方など）

市から避難支援を行う関係機関（委員）へ提供する情報
　名簿に登録された場合、次の情報が提供されます。
①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号
②避難支援などを必要とする理由
③かかりつけ医療機関
④担当民生委員・児童委員に関する情報
⑤緊急連絡先に関する情報
⑥地域支援者に関する情報

名簿の提供先
　自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、
消防署、警察署

申請受付
　次の受付窓口に登録申請書類がございますので、必要事項を
記入のうえ、提出してください（代理者による申請も可能です）。
▷福祉課福祉総務係（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
※ 随時、申請を受付しています。
※以前に申請書を提出した方は提出不要です。内容に変更が
　ある方は、その内容をおしらせください。
※災害発生時の避難支援については、関係者に可能な範囲で
　活動を行っていただくものであり、災害時の支援が保証さ
　れるものではありません。

問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

災害時に支援が必要な方の
名簿を作成しています
　市では、避難行動要支援者（災害時に自力で避難することが困難な在宅の高齢者や障がい者など）の情報を掲載し
た「避難行動要支援者名簿」を作成し、避難支援を行う関係機関（委員）に事前に提供することにより、いざという
時に備えてもらう取り組みを行っています。
　この名簿を提供することに同意し、登録を希望する方は、名簿登録申請をお願いします。

弘前消防本部からのおしらせ

　総務省消防庁では、毎年11月９日を「119番の日」と定め、
119番通報についての正しい知識と理解を深めてもらうととも
に、防災意識の高揚を図っています。
　火災や急病、けがや交通事故など目の前で災害が突然発生し
た場合は、誰でも気が動転し、興奮した状態になりがちです。
一刻を争うときでも、「慌てず・落ち着いて・正確に」119番
通報できるように、町会や勤務先などで実施する防災訓練の際
に、通報訓練を積極的に行い、通報の仕方を身につけましょう。
【119番通報のシステム】
　管内から通報すると消防本部消防指令センターにつながり、
災害現場に最も近い消防署に出動指令が出されます。
※携帯電話からの通報は、近隣の消防本部につながる場合があ
　るため、市町村名から住所を話してください。

11月９日は「119番の日」
【ファクス119・メール119】
　聴くことや話すことが不自由な方への対応としてファクスや
メールによる119番通報が行えます（詳細は弘前消防本部通信
指令課へお問い合わせください）。
【119番は緊急電話です】
　119番は緊急通報専用の電話です。災害や、夜間・休日の救
急病院については、次までお問い合わせください。
・火災など災害のお問い合わせ
（災害情報テレホンガイド）　☎0180-991-995
※一部の携帯電話、PHSなど利用できない電話があります。
・夜間、休日の救急医療情報
（医療機関紹介）　☎32-3999
問合せ：弘前消防本部　通信指令課　☎32-5101

　平成28年中に管内で受付した119番件数
は14,356件で、１日当たり約39件でした。
　約36分に１件の割合で受け付けしたこと
になります。

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。 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。

スマートフォンで広報ひらかわ

　

　アプリから、いつでもどこでも
「広報ひらかわ」を閲覧できます。
アプリのダウンロードはこちらから
※詳しくは市ホームページをご覧
　ください。

問合せ　総務課広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）

広報ひらかわ　2017-11 2017-11　広報ひらかわ　10 11



問合せ：農林課　食産業振興係　☎44-1111（内線2177 ）

　平川市をＰＲできて、元気になれる料理をつくってみようと高校
の同級生メンバー班でレシピづくりに初めて挑戦します。ひらかわ
元気ファミリーを一人と言わず、全員参加させた料理にしてみました。
　ひらかわのご飯はおいしいので、ご飯を。高校生はハングリーな
ので、お腹いっぱいになるようにお肉を。
　健康も考えて野菜のトッピングを。ももの甘味でやすらぎを、り
んごのさっぱり感で後味すっきり。
　ひらかわの特産品をもりもり食べて、元気になりましょう！

「もっちり米粉 de トルティーヤ！！！！！！」
尾上総合高校

課題発見解決プロジェクト

「ひらかわテンコ盛り もりもりバーガー」
青森県立柏木農業高等学校
食品科学科２年加工原材料班
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【作り方】
①ラップに乗せたご飯を平たく円形に整え、両面に片栗粉をまぶす。
　これを、８枚作る（１人分は２枚）。
②フライパンにサラダ油をしき、①のご飯を表面が軽くこんがりとなるま
　で炒める。
　片面にしょう油をサッと塗って、焦げ目をつける（お好みで塩コショ
　ウを振ってもよい）。
③リンゴとモモをおろして、焼肉のたれに入れる。
④ドライトマトを粉末にし、牛肉と③の焼肉のたれを一緒に炒める。
⑤ダイコン、ニンジン、水菜を千切りにする。ゴボウはささがきにする。
　（ダイコン、ニンジンはサラダ用、ゴボウは水煮を使うと便利。）
⑥④の牛肉と⑤の野菜を②のライスバンズで挟み込んで、できあがり。
　ライスバンズの上に野菜を追加トッピングしてもいいでしょう。

ダイコン、ニンジン、
水菜、ゴボウ　各20ｇ
牛肉　　100ｇ　　　
ドライトマト少々
焼肉のたれ　30ml
（リンゴ、モモのすりおろし
を入れる）
しょう油、塩コショウ、
サラダ油、片栗粉

２合

【材料（４人分）】
Let’ s Try !!     

優 秀 賞

「青森と台湾の友好のスイーツ
　　PPAP（Pie Pineapple Apple Pie）」

藤田　厚子（平川市）

　９月３日、ひらかわフェスタ2017イベント会場
で、今年で４回目となる「ひらかわ元気ファミリー」
レシピコンテストが行われました。
　市産農産物の消費拡大を目的に「ひらかわ元気フ
ァミリー」５兄弟のモチーフとなった、リンゴ、コ
メ、ダイコン、ニンジン、トマトの農産物を使う料
理部門と、桃を使ったスイーツ部門による２部門で
オリジナルレシピを募集しました。７人の審査員に
よる試食審査と来場者の投票が行われ、最優秀賞が
決定しました。

【料理のコンセプトなど】
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対象となる方
　次の要件のうち、いずれかに該当する方が対象となります。
①65 歳以上で一人暮らしおよび高齢者のみの世帯
②身体障害者障害程度等級１～３級の方
③療育（愛護）手帳判定基準の障害判定Ａ判定の方
④精神障害者保健福祉手帳の障害等級１、２級の方
⑤介護保険の要介護認定３～５の方
⑥その他支援を必要とする方（難病や歩行困難な方など）

市から避難支援を行う関係機関（委員）へ提供する情報
　名簿に登録された場合、次の情報が提供されます。
①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号
②避難支援などを必要とする理由
③かかりつけ医療機関
④担当民生委員・児童委員に関する情報
⑤緊急連絡先に関する情報
⑥地域支援者に関する情報

名簿の提供先
　自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、
消防署、警察署

申請受付
　次の受付窓口に登録申請書類がございますので、必要事項を
記入のうえ、提出してください（代理者による申請も可能です）。
▷福祉課福祉総務係（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
※ 随時、申請を受付しています。
※以前に申請書を提出した方は提出不要です。内容に変更が
　ある方は、その内容をおしらせください。
※災害発生時の避難支援については、関係者に可能な範囲で
　活動を行っていただくものであり、災害時の支援が保証さ
　れるものではありません。

問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

災害時に支援が必要な方の
名簿を作成しています
　市では、避難行動要支援者（災害時に自力で避難することが困難な在宅の高齢者や障がい者など）の情報を掲載し
た「避難行動要支援者名簿」を作成し、避難支援を行う関係機関（委員）に事前に提供することにより、いざという
時に備えてもらう取り組みを行っています。
　この名簿を提供することに同意し、登録を希望する方は、名簿登録申請をお願いします。

弘前消防本部からのおしらせ

　総務省消防庁では、毎年11月９日を「119番の日」と定め、
119番通報についての正しい知識と理解を深めてもらうととも
に、防災意識の高揚を図っています。
　火災や急病、けがや交通事故など目の前で災害が突然発生し
た場合は、誰でも気が動転し、興奮した状態になりがちです。
一刻を争うときでも、「慌てず・落ち着いて・正確に」119番
通報できるように、町会や勤務先などで実施する防災訓練の際
に、通報訓練を積極的に行い、通報の仕方を身につけましょう。
【119番通報のシステム】
　管内から通報すると消防本部消防指令センターにつながり、
災害現場に最も近い消防署に出動指令が出されます。
※携帯電話からの通報は、近隣の消防本部につながる場合があ
　るため、市町村名から住所を話してください。

11月９日は「119番の日」
【ファクス119・メール119】
　聴くことや話すことが不自由な方への対応としてファクスや
メールによる119番通報が行えます（詳細は弘前消防本部通信
指令課へお問い合わせください）。
【119番は緊急電話です】
　119番は緊急通報専用の電話です。災害や、夜間・休日の救
急病院については、次までお問い合わせください。
・火災など災害のお問い合わせ
（災害情報テレホンガイド）　☎0180-991-995
※一部の携帯電話、PHSなど利用できない電話があります。
・夜間、休日の救急医療情報
（医療機関紹介）　☎32-3999
問合せ：弘前消防本部　通信指令課　☎32-5101

　平成28年中に管内で受付した119番件数
は14,356件で、１日当たり約39件でした。
　約36分に１件の割合で受け付けしたこと
になります。

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。 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。

スマートフォンで広報ひらかわ

　

　アプリから、いつでもどこでも
「広報ひらかわ」を閲覧できます。
アプリのダウンロードはこちらから
※詳しくは市ホームページをご覧
　ください。

問合せ　総務課広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）

広報ひらかわ　2017-11 2017-11　広報ひらかわ　10 11
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問合せ：農林課　農林整備係　☎44-1111（内線2161）
　　　　中南地域県民局　林業振興課　☎33-3857
　　　　つがる家畜保健衛生所　☎0173-42-2276

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：生涯学習課　社会教育係　☎44-1221

　鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥によって海
外から持ち込まれると考えられています。秋から冬
は渡りが始まり本病発生の警戒が必要となる時期で
すので次のことに注意してください。
死亡した野鳥を見つけた場合
①素手では触らないようにしましょう。
②多数の野鳥がまとまって死亡している場合は、市
　役所などにご相談ください。
③②以外の場合で死亡した野鳥を処理する際は、ビ
　ニール袋に入れ一般ごみとして処分してください。
家きんを飼っている場合
①渡り鳥や野鳥との接触をさけるため、野外での放
　し飼いをしないようにしましょう。また、飼育小
　屋は防鳥ネット（２cm角以下）で囲い、野鳥が入
　らないようにしましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔な状態で飼育し
　ましょう。
③世話をするときには専用の履物、衣服を身に付け、
　終了後は履物、衣類、手指の消毒をしましょう。
④家きんの死亡が続くなど異常がみられた場合、す
　ぐにつがる家畜保健衛生所に連絡してください。

平川市バスケットボール協会 フラワーサークル花みらい
　私たち バスケットボール協会は県民体育大会や 弘
前市ナイターバスケットボール大会などに出場し、
上位を目指して日々の練習に励んでいます。
　老若個性豊かなメンバーで楽しく活動しているの
で、興味のある方の練習見学、参加大歓迎です！！
　よろしくお願いします。
練習場所・時間
　火・金曜日　19時～20時45分　平賀体育館
　月曜日　　　19時～21時 　　　平賀東中学校
※11月から３月までは月・火曜日の19時～21時に
　平賀東中学校、金曜日の19時～20時45分に平賀
　体育館での活動となります。
問合せ　古川 友規　☎44-5716

　フラワーサークル花みらい平川教室は、平川市民
を中心に近郊に住んでいる方々約40名の会員で活動
しています。
　生花で作るフラワーアレンジ、水やりのいらない
加工されたプリザーブドフラワーアレンジ、生け花、
ジュニアコースと、多種多様に皆さん、日々花にふ
れながら笑顔で楽しく腕を磨きながら参加していま
す。
　毎年開催される、文化協会Dayの体験コーナーや
市民文化祭の作品展示の参加もしております。
　興味のある方は、老若男女問わずぜひ教室へ遊び
に来てください。
レッスン日　毎週金曜日　14時～、18時～
場所　文化センター
問合せ　代表　　鳴海裕美子　☎ 52-6108

鳥インフルエンザの
発生を防止しましょう

平成29年度
平川市成人式を開催します

　市では新成人を祝福し、激励するとともに、大
人としての自覚を促すことを目的に、平成29年度
の成人式を開催します。新成人の皆さん、仲間同
士お誘い合わせの上、ぜひご出席ください。
　今年度対象となるのは、平成9年4月2日から平
成10年4月1日までに生まれた方です。学校や仕
事の関係などで、現在市外に住んでいる方でも出
席できます。
　なお、お住まいの住所あてに12月上旬までに案
内状を送付しますが、お手元に届かない場合はお
問い合わせください。

日時
　平成30年１月７日(日)
　　受付　　　　　12時
　　記念撮影　　　13時
　　式典　　　　　14時
　　アトラクション　式典後
場所
　文化センター文化ホール

成人式
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調査の概要

調査の結果

問合せ：指導課　☎44-1111（内線2292・2293）

教科に関する調査結果

生活習慣や学習環境に関する質問紙調査結果

　今年度も、本市全 13 校において、小学校６年生と中学校３年生を対象に、調査が行われましたので、
結果をおしらせします。

　平川市は、国語・算数ともに全国および県平均を上回る結
果となりました。青森県は全国の上位に位置しています。特
に、算数Ｂは昨年度全国平均を下回っていましたが、今年度
は上回っており、活用力の育成に一定の成果が現れました。

　平川市は、国語・数学ともに全国平均を下回る結果となり
ました。特に、数学に課題を多く残す結果となり、基礎基本
を確実に習得する必要があります。

質問紙による結果を、平成 28 年の傾向【( ) が平成 28 年を示しています】と比較しながら見ていきます。

■テレビなどを３時間以上見るという小学生は34％ 
（34％）と、全国平均33％をやや上回り、中学生は23％
（29％）と、全国平均25％を下回っています。
■「学校が楽しい」と回答した小学生は86％（88％）と
全国平均86％と同等です。中学生は78％（84％）で、全
国平均81％をやや下回っています。

実施日
平成29年４月18日(火)
実施学年・人数
小学校６年生　市内９校　209人
中学校３年生　市内４校　264人

調査の内容
１．教科に関する調査
　①国語Ａ、算数・数学Ａ（主として「知識」に関する問題）
　②国語Ｂ、算数・数学Ｂ（主として「活用」に関する問題）
２．生活習慣や学習環境などに関する質問紙調査

■家庭学習が２時間未満とする小学生は84％（84％）と
全国平均73％と比べ、学習時間は少ない傾向になってい
ます。また、中学生は85％（83％）で、全国平均65％と
比べ、学習時間はかなり少ない傾向となっています。

平成 29年度
全国学力・学習状況調査の結果
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算数Ｂが６位と全国でも上位になりま
した。

　青森県は全国順位として、国語Ａ・Ｂ
ともに 12 位、数学Ａが 10 位、数学Ｂ
が 17 位になり、国語が昨年度より向上
しました。
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森地方協力本部長の連名により委嘱状
が交付されました。
　募集相談員は、志願者に関する情報の
提供や自衛隊協力本部の行う募集のため
の広報に対する援助を行っています。
委嘱期間　２年間（平成29年10月13 
　　　　　  日～平成31年10月12日）
氏名・住所・連絡先
▷佐藤義尚　金屋下早稲田178-5

☎57-2051
▷下山悦夫　光城四丁目25　☎44-2438
問合せ　市民課市民係

　「市民新年を祝う会」を次のとおり開
催します。どなたでも参加できますの
で、どうぞご参加ください。
日時　平成30年１月４日(木)
　　　15時30分～
場所　東京会館
参加料　3,500円（当日頂きます）
送迎バス　14時30分　碇ヶ関総合支所発
申込締切　12月15日(金)
申込み・問合せ
▷総務課行政係
▷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

　クリスマスをテーマにしたおはなし
会を開催します。絵本などの読み聞か
せは、平川市読書推進運動協議会「お
はなしこっとん」の皆さんです。たく
さんのご参加をお待ちしています。
日時　12月９日(土)　14時～ 15時
場所　平賀農村環境改善センター
内容　絵本などの読み聞かせ、紙芝居
　　　など
参加費　無料
申込期限　12月８日(金)
申込み・問合せ　平賀図書館　☎44-7665

　青森県教育委員会では「高校生文化
財魅力発信事業」を実施し、高校生が
文化財の調査研究を通じて地域の魅力
発信に取り組んでいます。今年度は、

　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
　11月24日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　11月26日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　青森地方法務局弘前支局および弘前
人権擁護委員協議会では「第69回人権
週間」（12月４日から10日）にちなみ、
合同相談所を開設します。
　毎日の暮らしの中で、行政に関する
苦情や要望、人権などの心配事につい
て、お気軽にご相談ください。相談は
無料で秘密は守られます。
日時　12月１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
▷青森地方法務局弘前支局　☎26-1150

　10月13日、長尾市長と田中自衛隊青

　務組合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

　
　平成30年度の貸付申し込みを次のとお
り受付します。
対象者　母子・父子・寡婦
貸付の種類
　修学資金・就学支度資金・修業資金
※各種要件などがあるため、審査の結果
　により、貸付できない場合もあります。
　（公財）青森県育英奨学会や（独法）
日本学生支援機構など他の制度との併用
は、原則としてできません。
　詳しくは県庁こどもみらい課ホーム
ページをご覧ください。
申込締切　平成30年１月31日(水)
申込み・問合せ
　中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室

☎35-1622

　市民の皆さまにはご不便をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
期間　11月28日(火)～ 12月３日(日)
※「特別蔵書点検」とは、行方不明資料
　の確認、配架位置の是正、破損資料の
　摘出・修理などを行うものです。
問合せ　平賀図書館　☎ 44-7665

日時　12月７日(木)・８日(金)
　　　10時～ 16時(２日間の受講必要)
場所　弘前市賀田一丁目18番地４
　　　岩木文化センター「あそべーる」
申込締切　11月24日(金)
　弘前消防本部予防課か最寄りの消防
署・分署で受付します。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、受付を終了します。
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

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

クリスマスおはなし会

食生活改善推進員養成講座
受講生募集

健康講座

津軽地方に特有の「大石武学流庭園」
を中心に調査研究を行いました。この
度、調査研究成果の発表会を開催しま
すので、ぜひご来場ください。
日時　12月２日(土)
　　　13時30分～ 16時
場所　生涯学習センター２階多目的ホール
内容
①調査研究発表（柏木農業高校、弘前
　工業高校）
②地元の文化財に関する講演（弘前文化
　財保存技術協会　今井二三夫　理事長 ）
参加料　無料
問合せ
▷県教育庁文化財保護課　☎017-734-9920
▷生涯学習課文化財係　 ☎44-1221

日にち
　12月12日(火)・20日(水)・26日(火)、
　平成30年１月 ９日(火)・23日(火)・
　30日(火)、２月５日(月)・13日(火)・
　27日(火)、３月13日(火)の10日間
時間　10時～ 12時（1/9・2/27は９時～
　　　12時、1/30・3/13は9時～13時）
場所　健康センター
対象　健康づくりに関心のある方
内容　講話、調理実習や軽運動など概ね
　　　20時間を受講
定員　20人（先着順）
受講料　無料
申込期限　12月１日(金)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

＜高等工科学校生徒（推薦）＞
資格　男子で中卒(見込み含む)17歳未満
受付締切　12月１日(金)
試験日　１月６日(土) ～８日(月)のい
ずれか１日
＜高等工科学校生徒（一般）＞
資格　男子で中卒(見込み含む)17歳未満
受付締切　１月９日(火)
試験日　１月20日(土)
　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。
申込み・問合せ
　自衛隊弘前地域事務所　☎27-3871

　胃がんを予防するため、ピロリ菌の除
菌について学んでみませんか？
　除菌後も大事になります。既にピロリ
菌を除菌した方もぜひご参加ください。
内容　ピロリ菌を消して、胃がんを予防
　　　しよう
日時　12月14日(木)　13時30分～
講師　花田医院　院長　花田直之先生
場所　健康センター会議室
参加料　無料
申込締切　12月８日(金)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　健康に関する基礎知識を5回シリーズ
で学ぶ講座です。4回以上の参加者に修
了書を交付します。
日時・内容
・１回目　11月27日(月)
　13時30分～15時30分
　平川市の健康課題、自分の健診結果の
　見方、ゲートキーパーについて
・２回目　12月５日(火)
　13時30分～ 15時
　自分にあったご飯の量について
・３回目　12月11日(月)
　13時30分～ 15時
　塩分について
・４回目　12月18日(月)
　13時30分～ 15時
　間食と油について
・５回目　12月25日(月)　10時～ 12時
　体組成の測定と簡単な運動の実践
受付時間
　受付13時～（5回目のみ9時30分～）
場所　健康センター会議室（5回目のみ
　　　健康センターふれあい交流室）
定員　30名
参加料　無料
持ち物　筆記用具、１回目（自分の健診
結果）、２～４回目（電卓）、５回目（動
きやすい服装、飲み物、内履き不要）
申込締切　11月20日(月)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　平賀図書館では「特別蔵書点検」を11
月に行うため、次の期間休館となります。

おしらせ

ひらかわ健康マイスター養成講座

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

母子・父子・寡婦福祉資金の
予約受付について

topic 国民年金

　厚生労働省では『国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日』として、11（いい）月30（み
らい）日を「年金の日」としました。
　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記
録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

「ねんきんネット」とは
　インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービス
です。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年
金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記
録を基に様々なパターンの試算をすることができます。

「ねんきんネット」の利用方法
　ご自宅のインターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンで、
日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」のご利用登録をしていた
だき、ユーザIDを取得後、ログインすると年金記録などをご確認いただけます。

「ねんきんネット」をご利用いただけない方は・・・
　市役所で年金記録の交付を行っています。交付をご希望の方は、年金手帳、
印鑑、運転免許証など本人確認ができる書類をお持ちのうえ、国保年金課年
金係の窓口までお越しください。
※代理人の方がいらっしゃる場合は委任状が必要です。

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いた
だくか、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）

催　し

平賀図書館休館日のおしらせ

行政・人権合同相談所を
開設します

自衛官募集相談員が
委嘱されました

市民新年を祝う会

自衛官募集

11（いい）月30（みらい）日は「年金の日」です

今月の
おしらせ

NEWS

高校生文化財魅力発信事業
「調査研究発表会」
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森地方協力本部長の連名により委嘱状
が交付されました。
　募集相談員は、志願者に関する情報の
提供や自衛隊協力本部の行う募集のため
の広報に対する援助を行っています。
委嘱期間　２年間（平成29年10月13 
　　　　　  日～平成31年10月12日）
氏名・住所・連絡先
▷佐藤義尚　金屋下早稲田178-5

☎57-2051
▷下山悦夫　光城四丁目25　☎44-2438
問合せ　市民課市民係

　「市民新年を祝う会」を次のとおり開
催します。どなたでも参加できますの
で、どうぞご参加ください。
日時　平成30年１月４日(木)
　　　15時30分～
場所　東京会館
参加料　3,500円（当日頂きます）
送迎バス　14時30分　碇ヶ関総合支所発
申込締切　12月15日(金)
申込み・問合せ
▷総務課行政係
▷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

　クリスマスをテーマにしたおはなし
会を開催します。絵本などの読み聞か
せは、平川市読書推進運動協議会「お
はなしこっとん」の皆さんです。たく
さんのご参加をお待ちしています。
日時　12月９日(土)　14時～ 15時
場所　平賀農村環境改善センター
内容　絵本などの読み聞かせ、紙芝居
　　　など
参加費　無料
申込期限　12月８日(金)
申込み・問合せ　平賀図書館　☎44-7665

　青森県教育委員会では「高校生文化
財魅力発信事業」を実施し、高校生が
文化財の調査研究を通じて地域の魅力
発信に取り組んでいます。今年度は、

　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
　11月24日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　11月26日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　青森地方法務局弘前支局および弘前
人権擁護委員協議会では「第69回人権
週間」（12月４日から10日）にちなみ、
合同相談所を開設します。
　毎日の暮らしの中で、行政に関する
苦情や要望、人権などの心配事につい
て、お気軽にご相談ください。相談は
無料で秘密は守られます。
日時　12月１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
▷青森地方法務局弘前支局　☎26-1150

　10月13日、長尾市長と田中自衛隊青

　務組合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

　
　平成30年度の貸付申し込みを次のとお
り受付します。
対象者　母子・父子・寡婦
貸付の種類
　修学資金・就学支度資金・修業資金
※各種要件などがあるため、審査の結果
　により、貸付できない場合もあります。
　（公財）青森県育英奨学会や（独法）
日本学生支援機構など他の制度との併用
は、原則としてできません。
　詳しくは県庁こどもみらい課ホーム
ページをご覧ください。
申込締切　平成30年１月31日(水)
申込み・問合せ
　中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室

☎35-1622

　市民の皆さまにはご不便をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
期間　11月28日(火)～ 12月３日(日)
※「特別蔵書点検」とは、行方不明資料
　の確認、配架位置の是正、破損資料の
　摘出・修理などを行うものです。
問合せ　平賀図書館　☎ 44-7665

日時　12月７日(木)・８日(金)
　　　10時～ 16時(２日間の受講必要)
場所　弘前市賀田一丁目18番地４
　　　岩木文化センター「あそべーる」
申込締切　11月24日(金)
　弘前消防本部予防課か最寄りの消防
署・分署で受付します。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、受付を終了します。
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

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

クリスマスおはなし会

食生活改善推進員養成講座
受講生募集

健康講座

津軽地方に特有の「大石武学流庭園」
を中心に調査研究を行いました。この
度、調査研究成果の発表会を開催しま
すので、ぜひご来場ください。
日時　12月２日(土)
　　　13時30分～ 16時
場所　生涯学習センター２階多目的ホール
内容
①調査研究発表（柏木農業高校、弘前
　工業高校）
②地元の文化財に関する講演（弘前文化
　財保存技術協会　今井二三夫　理事長 ）
参加料　無料
問合せ
▷県教育庁文化財保護課　☎017-734-9920
▷生涯学習課文化財係　 ☎44-1221

日にち
　12月12日(火)・20日(水)・26日(火)、
　平成30年１月 ９日(火)・23日(火)・
　30日(火)、２月５日(月)・13日(火)・
　27日(火)、３月13日(火)の10日間
時間　10時～ 12時（1/9・2/27は９時～
　　　12時、1/30・3/13は9時～13時）
場所　健康センター
対象　健康づくりに関心のある方
内容　講話、調理実習や軽運動など概ね
　　　20時間を受講
定員　20人（先着順）
受講料　無料
申込期限　12月１日(金)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

＜高等工科学校生徒（推薦）＞
資格　男子で中卒(見込み含む)17歳未満
受付締切　12月１日(金)
試験日　１月６日(土) ～８日(月)のい
ずれか１日
＜高等工科学校生徒（一般）＞
資格　男子で中卒(見込み含む)17歳未満
受付締切　１月９日(火)
試験日　１月20日(土)
　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。
申込み・問合せ
　自衛隊弘前地域事務所　☎27-3871

　胃がんを予防するため、ピロリ菌の除
菌について学んでみませんか？
　除菌後も大事になります。既にピロリ
菌を除菌した方もぜひご参加ください。
内容　ピロリ菌を消して、胃がんを予防
　　　しよう
日時　12月14日(木)　13時30分～
講師　花田医院　院長　花田直之先生
場所　健康センター会議室
参加料　無料
申込締切　12月８日(金)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　健康に関する基礎知識を5回シリーズ
で学ぶ講座です。4回以上の参加者に修
了書を交付します。
日時・内容
・１回目　11月27日(月)
　13時30分～15時30分
　平川市の健康課題、自分の健診結果の
　見方、ゲートキーパーについて
・２回目　12月５日(火)
　13時30分～ 15時
　自分にあったご飯の量について
・３回目　12月11日(月)
　13時30分～ 15時
　塩分について
・４回目　12月18日(月)
　13時30分～ 15時
　間食と油について
・５回目　12月25日(月)　10時～ 12時
　体組成の測定と簡単な運動の実践
受付時間
　受付13時～（5回目のみ9時30分～）
場所　健康センター会議室（5回目のみ
　　　健康センターふれあい交流室）
定員　30名
参加料　無料
持ち物　筆記用具、１回目（自分の健診
結果）、２～４回目（電卓）、５回目（動
きやすい服装、飲み物、内履き不要）
申込締切　11月20日(月)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　平賀図書館では「特別蔵書点検」を11
月に行うため、次の期間休館となります。

おしらせ

ひらかわ健康マイスター養成講座

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

母子・父子・寡婦福祉資金の
予約受付について

topic 国民年金

　厚生労働省では『国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日』として、11（いい）月30（み
らい）日を「年金の日」としました。
　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記
録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

「ねんきんネット」とは
　インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービス
です。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年
金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記
録を基に様々なパターンの試算をすることができます。

「ねんきんネット」の利用方法
　ご自宅のインターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンで、
日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」のご利用登録をしていた
だき、ユーザIDを取得後、ログインすると年金記録などをご確認いただけます。

「ねんきんネット」をご利用いただけない方は・・・
　市役所で年金記録の交付を行っています。交付をご希望の方は、年金手帳、
印鑑、運転免許証など本人確認ができる書類をお持ちのうえ、国保年金課年
金係の窓口までお越しください。
※代理人の方がいらっしゃる場合は委任状が必要です。

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いた
だくか、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）

催　し

平賀図書館休館日のおしらせ

行政・人権合同相談所を
開設します

自衛官募集相談員が
委嘱されました

市民新年を祝う会

自衛官募集

11（いい）月30（みらい）日は「年金の日」です

今月の
おしらせ

NEWS

高校生文化財魅力発信事業
「調査研究発表会」
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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。

健康のおしらせ health information
■問合せ　健康推進課健康増進係

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＞ 個
　別

※今年度20歳、40歳になる方も対象。

検診のおしらせ
平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

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。

※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。

　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。

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　　

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８月生まれ
平成28年12月生まれ
平成28年５月生まれ
平成26年５月生まれ

12月14日(木)

12月19日(火)
12月６日(水)
12月13日(水)
12月８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　　

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

■問合せ　健康推進課母子保健係母子・献血のおしらせ

life

全血献血
日にち　12月５日(火)
場所・時間
・特別養護老人ホーム緑青園
　　９：30 ～ 11：45
　　13：00 ～ 14：30
・尾上総合支所
　　15：00 ～ 16：00

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

12月７日(木)、12月21日(木) 

12月５日(火)、12月19日(火)

12月12日(火)、12月26日(火)

12月２日(土)、12月16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
12月５日(火)、12月12日(火)、12月19日(火)

12月６日(水)、12月13日(水)、12月20日(水)

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

Ｂ＆Ｇ尾上体育館

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。

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係

12月６日(水)、12月13日(水)
12月20日(水)、12月27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

けんこう教室スケジュール

実　施　日

介護予防教室「元気いっぱいてんとうむし体操教室」　　■対象　東部地区にお住いの高齢者の方

時　間 場　所 申込先

12月11日(月)、12月25日(月)

東部地区を対象に体操教室が開催されます。冬期間限定３か月の教室です。

平賀在宅介護支援センター　☎44-6116
デイサービスセンター寿逢　☎59-7020旧葛川保育所14：00 ～ 15：30

　「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
12月６日(水)　健康センター相談室③
12月20日(水)　尾上地域福祉センター
時間　13時30分～ 15時30分
※当日の相談でもかまいませんが、
　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。
日時　12月12日(火)　10時～12時　
　　　※毎月第２火曜日予定
内容　親睦会（会費制）
場所　一休寿司　現地集合
※日程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

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　12月13日(水)、１月17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　12月26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

■弘前保健所からのおしらせ

12月６日(水)
12月６日(水)
12月20日(水)
12月27日(水)
12月14日(木)
12月19日(火)

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
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

相談・サロン・その他

■ひらかわ健康ポイント参加賞引き換え実施中！！
　今年度、30歳以上の市民で、次の健康づくりに取り組まれた方は健康ポイントの対象です。
　２ポイント以上で参加賞と引き換えができ、３ポイント以上で豪華賞品の抽選に応募ができます。抽選への応募や参加
賞との引き換えが未済の方は最寄りの窓口へポイントカードを提出し参加賞と引き換えをしましょう（１人１回限り）。
＜対象の健康づくり項目＞
Ａ がん検診を受診する　１ポイント（各種それぞれ１ポイント）※
Ｂ 健康診査を受診する　２ポイント（上限２ポイント）※
Ｃ 健康づくり関連事業に参加　１ポイント（1事業それぞれ1ポイント）
Ｄ 個人の取り組み　１ポイント（上限１ポイント）
※ＡとＢはどちらかが必須です。
＜引換方法＞
　健康ポイントカード（窓口などに設置してあるチラシの裏側）に必要事項を
記入のうえ提出してください。
申込締切　平成30年２月20日（火）
申込場所　健康センター、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所
詳細は窓口に備え付けのチラシをご覧ください。 問合せ：健康推進課　健康増進係

健康づくりに
ぜひご参加ください！
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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。

健康のおしらせ health information
■問合せ　健康推進課健康増進係

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＞ 個
　別

※今年度20歳、40歳になる方も対象。

検診のおしらせ
平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

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。

※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。

　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。

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　　

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８月生まれ
平成28年12月生まれ
平成28年５月生まれ
平成26年５月生まれ

12月14日(木)

12月19日(火)
12月６日(水)
12月13日(水)
12月８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　　

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

■問合せ　健康推進課母子保健係母子・献血のおしらせ

life

全血献血
日にち　12月５日(火)
場所・時間
・特別養護老人ホーム緑青園
　　９：30 ～ 11：45
　　13：00 ～ 14：30
・尾上総合支所
　　15：00 ～ 16：00

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

12月７日(木)、12月21日(木) 

12月５日(火)、12月19日(火)

12月12日(火)、12月26日(火)

12月２日(土)、12月16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
12月５日(火)、12月12日(火)、12月19日(火)

12月６日(水)、12月13日(水)、12月20日(水)

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

Ｂ＆Ｇ尾上体育館

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。

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係

12月６日(水)、12月13日(水)
12月20日(水)、12月27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

けんこう教室スケジュール

実　施　日

介護予防教室「元気いっぱいてんとうむし体操教室」　　■対象　東部地区にお住いの高齢者の方

時　間 場　所 申込先

12月11日(月)、12月25日(月)

東部地区を対象に体操教室が開催されます。冬期間限定３か月の教室です。

平賀在宅介護支援センター　☎44-6116
デイサービスセンター寿逢　☎59-7020旧葛川保育所14：00 ～ 15：30

　「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
12月６日(水)　健康センター相談室③
12月20日(水)　尾上地域福祉センター
時間　13時30分～ 15時30分
※当日の相談でもかまいませんが、
　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。
日時　12月12日(火)　10時～12時　
　　　※毎月第２火曜日予定
内容　親睦会（会費制）
場所　一休寿司　現地集合
※日程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

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　12月13日(水)、１月17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　12月26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

■弘前保健所からのおしらせ

12月６日(水)
12月６日(水)
12月20日(水)
12月27日(水)
12月14日(木)
12月19日(火)

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
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

相談・サロン・その他

■ひらかわ健康ポイント参加賞引き換え実施中！！
　今年度、30歳以上の市民で、次の健康づくりに取り組まれた方は健康ポイントの対象です。
　２ポイント以上で参加賞と引き換えができ、３ポイント以上で豪華賞品の抽選に応募ができます。抽選への応募や参加
賞との引き換えが未済の方は最寄りの窓口へポイントカードを提出し参加賞と引き換えをしましょう（１人１回限り）。
＜対象の健康づくり項目＞
Ａ がん検診を受診する　１ポイント（各種それぞれ１ポイント）※
Ｂ 健康診査を受診する　２ポイント（上限２ポイント）※
Ｃ 健康づくり関連事業に参加　１ポイント（1事業それぞれ1ポイント）
Ｄ 個人の取り組み　１ポイント（上限１ポイント）
※ＡとＢはどちらかが必須です。
＜引換方法＞
　健康ポイントカード（窓口などに設置してあるチラシの裏側）に必要事項を
記入のうえ提出してください。
申込締切　平成30年２月20日（火）
申込場所　健康センター、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所
詳細は窓口に備え付けのチラシをご覧ください。 問合せ：健康推進課　健康増進係

健康づくりに
ぜひご参加ください！



古川　芽愛莉 ちゃん
こがわ　　　めあり

音楽が流れるといつも
ノリノリダンス。

H28 年 11 月 24 日（新山）

菊池　真斗 くん
きくち　   なおと

いつも可愛い笑顔あり
がとう元気に育ってね

H28 年 11 月 8日（大光寺）

榊　恵璃 ちゃん
さかき 　えり

１歳おめでとう！元気
で大きくなってね

H28 年 11 月 8日（大光寺）

一戸　那月 くん
いちのへ　  なつき

わが家のズルスケなつ
君！１歳おめでとう☆

H28 年 11 月 13 日（石郷）

中村　安那 ちゃん
なかむら 　あんな

いっぱい笑って、大き
くなってね♡

H28 年 11 月 7日（日沼）

中嶋　創偉 くん
なかじま　  そうい

表情豊かな三男坊☆す
くすく育ってね♡

H28 年 11 月 16 日（尾崎）

赤平　実那 ちゃん
あかひら　　みな

笑うと目がなくなるね。
それが可愛いけど。

H28 年 11 月 25 日（向陽）

小野　奨晟 くん
おの　  しょうせい

素敵な笑顔♡いっぱい
食べて大きくなってね

H28 年 11 月 11 日（金屋）

so CUTE! 11月で１歳になる

　平川診療所・碇ヶ関診療所・葛川診療所では、12月 28日 (木 )までインフルエンザ予防接種を実施します。
インフルエンザ予防接種のおしらせ

※休日の場合を除きます。
※ワクチンが無くなり次第、実施期間内でも終了します。
※本人確認のため、保険証または免許証をお持ちください。 問合せ：平川診療所　　☎44-3101

　　　　碇ヶ関診療所　☎45-2780
　　　　葛川診療所　　☎55-2404

実施日
対象者

受付時間

平川診療所
月曜日～木曜日
中学生以上の方

８時30分～ 11時
13時45分～ 16時30分

碇ヶ関診療所
月曜日～金曜日
高校生以上の方

８時30分～ 11時30分
13時～ 17時

　　　　　葛川診療所
　　　　月・木・金曜日
　　　　高校生以上の方
月・木：９時30分～ 11時30分
　金　：９時30分～ 11時30分、
　　　　13時30分～ 14時30分

料金　3,500 円
※65歳以上の市民は1,500円の窓口負担となります。 

戸籍

だより

10月中届出分
※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望者のみ掲載しています。
10月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,771 人 (－９)　　■男性　14,804 人　■女性　16,967 人
■世帯数　11,879 世帯 (＋４)　■転入　65 人　　　■転出　49 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

李平　　　　木　村　俊　彦
八戸市　　　矢　幅　基　世
猿賀　　　　三　上　雄　太
東津軽郡外ヶ浜町　野　坂　舞　悠

柏木町　工　藤　な　り　99
柏木町　大　川　律　夫　68
柏木町　白　戸　勝　男　89
高畑　　赤　平　ス　ワ　101
原田　　齋　藤　　　正　85
吹上　　葛　西　永　藏　89
大光寺　鎌　田　忠　造　89
大光寺　藤　田　清　美　67
館田　　古　川　哲　男　86
苗生松　葛　西　嘉右エ門　77
本町　　船　越　ミ　キ　87
唐竹　　佐　　　キ　ヌ　87
唐竹　　原　田　　　勇　80
唐竹　　佐　　　フミヱ　88
葛川　　笹　村　ス　サ　92
新館　　須　藤　文　雄　85
新屋　　葛　西　豊　一　86
新屋　　葛　西　常太郎　81

尾崎　　三　浦　や　さ　95
町居　　今　井　サ　チ　82
町居　　古　川　初　江　92
金屋　　成　田　ク　ニ　84
南田中　佐　藤　たか子　67
南田中　佐　藤　　　茂　64
高木　　田　邊　カ　ヨ　94
猿賀　　工　藤　フ　サ　96
猿賀　　今　　　房　美　89
猿賀　　三　上　多佐五郎　89
碇ヶ関　工　藤　くに江　89
碇ヶ関　岸　　　兼　一　77
碇ヶ関　山　内　孝　子　76

お悔やみ申し上げます

猿賀　　　　小　野　裕　之
深浦町　　　岩　根　めぐみ

石郷　　
あお

蒼くん
柏木町　

こ  の  か

乎乃香ちゃん
柏木町　

こ う き

煌己くん
小和森　

ゆ ず き

譲貴くん
館山　　

   ゆ  う  あ　

友羽和くん
沖館　　

おうり

央浬くん
沖館　　

ゆうすけ

悠介くん

新館　　
ふ う な

楓菜ちゃん
町居　　

しんのすけ

信之介くん
李平　　

り い と

稟絃くん
猿賀　　

な　つ

凪都くん
猿賀　　

き　こ

稀子ちゃん
長田　　

しゅうか

柊花ちゃん

日沼　　
れい

麗ちゃん

鎌　田　正　人
三　橋　圭　介
齊　　　大　貴
一　戸　優　人
相　馬　和　生
小　林　秀　司
太　田　直　貴
中　田　聖　也
奈　良　拓　昌
對　馬　浩　人
稲　葉　　　晃
稲　葉　　　晃
工　藤　雅　人
木　村　裕　磨

11月の納期
　納期限：11月30日(木)
　・国民健康保険税　　　　第５期
　・介護保険料　　　　　　第５期
　・後期高齢者医療保険料　第５期
　・固定資産税　　　　　　第４期

10月の交通事故件数
　■交通事故　10件（負傷者12人、死者０人）

10月の出動件数
　■火災出動　０件　　■救急出動　58件
　■救助出動　１件　　■その他　　19件

寄附を頂きました
10月26日　東北電力株式会社弘前営業所（川瀬郁朗所長）
　　　　　株式会社ユアテック弘前営業所（立花克也所長）
　　　　　街路灯15基（地域の明るい街づくりに向けた取り組み
　　　　　を支援するため）

長尾市長に目録を手渡した川瀬郁朗所長（写真左）と立花
克也所長（写真右）
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今月の表紙
Cover of this month

　10月12日、中央公園の遊具が
リニューアルしたことを受け、
遊具の開放式が行われました。
　今回の遊具の刷新では県内初
となる大型斜面滑り台も設置さ
れ、招かれた平川中央子ども園
の園児たちはテープカットが行
われると早速遊具に駆け寄り、
元気いっぱいに体を動かして楽
しいひと時を過ごしました。

キャ
ンドルと切り絵

　昨年度に引き続き、今年も平賀駅前通りを中心に
「ひらかわイルミネーションプロムナード」を実施
します。
　今年は、市役所本庁舎向かい「中央公園」内にも
イルミネーション装飾を施し、より幻想的な世界観
をお楽しみいただけます。12月中旬には、中央公園
周辺をメイン会場とした「ひらかわキャンドルナイ
ト」も開催予定です。
　皆さま、ふるってご来場ください。

HIRAKAWA
ILLUMINATION
ひらかわイルミネーションプロムナード

～弘南鉄
道平賀駅前通り～

17時～23時

約10万個のイルミネーションによる

光輝く幻想的な世界

ひらかわ
キャンドル
ナイト

16時～20時
12月17日(日)

中央公園敷地内にて開催!!

■開催期間■
平成29年11月22日(水)から
平成30年２月２日(金)

♪

♫
点灯
time
点灯
時間

ステージイベント

中央公園敷地内特設ステージ

16時 30分～ 20時

ロックありフォークありの

12/23～25、12/31
17時～25時

点灯
延長期間

通常より
２時間延長！

小学生低学年以下の来場者へ
LED入り風船を無料プレゼント !

（500 個限定）

イルミネーションとキャンドルナイトの様子

詳細はチラシをご覧ください♪
問合せ：商工観光課　観光係　☎44-1111（内線 2183）

発行　平川市
編集　総務部総務課広報広聴係
〒036-0104 
青森県平川市柏木町藤山25番地6
TEL　0172-44-1111（代表） 
FAX　0172-44-8619
HP　   http://www.city.hirakawa.lg.jp/
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