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　11月12日、青森朝日放送が主催する「第
17回ふるさと自慢わがまちCM大賞」審査発
表会が青森県立保健大学で行われました。こ
れは、県内各市町村がふるさとの魅力をテー
マにＣＭを制作し、ＰＲすることで地域を盛
り上げることを目的に毎年開催されているも
ので、今年は38市町村が参加しました。
　地元の魅力を見事に表現した作品が集まる
中、平川市は一度聞いたら忘れられない
キャッチコピーやメッセージ性が感じられた
作品に贈られる「コピー賞」を受賞しました。
平川市の入賞は９年ぶりで、当日の模様は来
年１月３日に青森朝日放送で放映されます。

　秋が深まり冬が目前に迫る中、11月15日に盛美園で雪
囲い作業が行われました。雪囲い作業は例年11月中旬に
行われており、3,600坪の園内に植えられているツツジや
松など約80種類1,300本のうち、約350本の木々に作業員
が雪囲いを施しました。
　盛美園の葛西勝彦支配人は「雪囲いを見たことがない方
も訪れるので、雪囲いそのものや雪の作る白と盛美館の景
観を楽しんでほしい」と語りました。雪囲いを施した盛美
園は冬期間も見学することができ、来年４月には雪囲いの
解体が行われます。

盛美園雪囲い作業

平川市が「ＣＭ大賞」で入賞 「税についての作文」入選
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市内の話題

　全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が募集し
た第51回中学生の「税についての作文」で、
對馬のどかさん(平賀西中３年、写真左)が
東北地区納税貯蓄組合連合会会長賞と青森県
納税貯蓄組合連合会会長賞を、白戸杏奈さん
（平賀西中２年、写真右）が黒石税務署署長
賞を受賞しました。
　この作文募集は、将来を担う中学生の税へ
の関心を高めようと毎年実施され、応募総数
615,967編の中から決定されました。
　11月21日に同校で行われた伝達式では、
黒石税務署長より、２人に賞状が伝達されま
した。

市内の話題
ひ ら か わ

Hirakawa広
報

広報ひらかわ　2017-12 2017-12　広報ひらかわ　2 3



　11月12日、青森朝日放送が主催する「第
17回ふるさと自慢わがまちCM大賞」審査発
表会が青森県立保健大学で行われました。こ
れは、県内各市町村がふるさとの魅力をテー
マにＣＭを制作し、ＰＲすることで地域を盛
り上げることを目的に毎年開催されているも
ので、今年は38市町村が参加しました。
　地元の魅力を見事に表現した作品が集まる
中、平川市は一度聞いたら忘れられない
キャッチコピーやメッセージ性が感じられた
作品に贈られる「コピー賞」を受賞しました。
平川市の入賞は９年ぶりで、当日の模様は来
年１月３日に青森朝日放送で放映されます。

　秋が深まり冬が目前に迫る中、11月15日に盛美園で雪
囲い作業が行われました。雪囲い作業は例年11月中旬に
行われており、3,600坪の園内に植えられているツツジや
松など約80種類1,300本のうち、約350本の木々に作業員
が雪囲いを施しました。
　盛美園の葛西勝彦支配人は「雪囲いを見たことがない方
も訪れるので、雪囲いそのものや雪の作る白と盛美館の景
観を楽しんでほしい」と語りました。雪囲いを施した盛美
園は冬期間も見学することができ、来年４月には雪囲いの
解体が行われます。

盛美園雪囲い作業

平川市が「ＣＭ大賞」で入賞 「税についての作文」入選

CONTENTS

市内の話題
平成30年度市・県民税申告相談
マイナンバー制度の情報連携およびマイナ
ポータルが始まりました
「認知症初期集中支援チーム」がお手伝い
します！
「つどいの場ささえあい」（認知症カフェ）
を開催しています
１月28日(日)は平川市長選挙の投票日です
コミュニティ助成事業でコミュニティ
活動備品を整備しました！
平成30年度保育園等入所のご案内
除雪作業にご協力をお願いします
平川市シティプロモーションキャッチ
フレーズとロゴマークを作成しました
秋の叙勲・褒章・危険業務従事者叙勲
防災情報の確認方法
津軽広域連合だより
体育協会だより、文化協会だより、
食育通信、ひらかわ伝統芸能フェスティバル
今月のおしらせ
健康のおしらせ
戸籍だより
12月で１歳になる我が家のアイドル
第２回平川の子どもたちが選ぶおすすめ本

２
４
６

７

８

10
11
12

13
14
15

16
20
22
23
24

市内の話題

　全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が募集し
た第51回中学生の「税についての作文」で、
對馬のどかさん(平賀西中３年、写真左)が
東北地区納税貯蓄組合連合会会長賞と青森県
納税貯蓄組合連合会会長賞を、白戸杏奈さん
（平賀西中２年、写真右）が黒石税務署署長
賞を受賞しました。
　この作文募集は、将来を担う中学生の税へ
の関心を高めようと毎年実施され、応募総数
615,967編の中から決定されました。
　11月21日に同校で行われた伝達式では、
黒石税務署長より、２人に賞状が伝達されま
した。

市内の話題
ひ ら か わ

Hirakawa広
報

広報ひらかわ　2017-12 2017-12　広報ひらかわ　2 3



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

申告相談

　市では、次のとおり市・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を実施します。日程な
どをよくご確認の上、申告相談においでくださるようお願いします。
　なお、申告関係書類(世帯調査票など)は、１月中旬に送付いたします。

□申告関係書類 ( 世帯調査票など ) と印鑑 ( スタンプ印不可 )
□申告者本人、扶養親族および事業専従者のマイナンバーが
　わかる書類 ( 写しの提示でも可 )

給与所得、公的年金などの所得がある方は、源泉徴収
票または給与支払者からの支払証明書や給与明細書
所得税の確定申告の場合は、源泉徴収票原本が必要で
す。
事業所得など ( 農業、営業、不動産、山林、一時、配当、
譲渡など ) があった方は、帳簿書類など収入および支
出がわかるもの
雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける方は、
その支出がわかる領収書など
障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳など障害の
程度がわかるもの
生命保険料、地震保険料、社会保険料 ( 任意継続 )、国
民年金保険料などの控除証明書または領収書
所得税の還付申告をされる方は、申告者本人名義の口
座番号がわかるもの
市・県民税用申告書は、申告相談の際に作成しますが、
事前に記入する方、郵送で申告する方には、申告書を
送付します。必要な方は、お手数でも本庁舎税務課ま
でご連絡ください。

□

※

□

□

□

□

□

※

市  県民税申告相談
平成30年度 申告期限は

３月15日(木)です

＞＞＞申告が必要な方

＞＞＞申告の際に必要な物

申告者

本　人

代理人

必要なもの

次の①、②のいずれかの書類。扶養親族、事業
専従者がいる方は③も必要。
①申告者本人の個人番号カード ( 顔写真付 )
②申告者本人の通知カード+本人確認書類
③扶養親族、事業専従者の個人番号カードまた
　は通知カード

次の①、②のいずれかと③の書類。扶養親族、
事業専従者がいる方は④も必要。
①申告者本人の個人番号カード ( 顔写真付 )
②申告者本人の通知カード
③代理人の本人確認書類
④扶養親族、事業専従者の個人番号カードまた
　は通知カード

・勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されない方
・退職したなどで年末調整をしていない方
・給与所得以外の所得がある方
・社会保険料控除・扶養控除・医療費控除など各種控除を
　受ける方
※給与所得のみで、勤務先から年末調整済みの給与支払報
　告書が市役所に提出される方は申告不要です。

③事業所得など ( 農業、営業、不動産、山林、一時、
　配当、譲渡など ) がある方

・国民健康保険に加入している方で保険税の軽減の適用を
　受ける方
・児童扶養手当などの認定を受ける方、年金・福祉・公営
　住宅・教育関係などの申請を行う方
・家族に扶養されていない方
※平成 29 年分の所得税の確定申告書を税務署に提出する
　方は市・県民税の申告は不要です。・年金所得以外の所得がある方

・社会保険料控除・扶養控除・医療費控除など各種控除を
　受ける方
※各種控除がある場合でも、年金収入のみで次の要件に該
　当する方は申告不要です。
・65 歳未満の方→年金収入 98 万円以下
・65 歳以上の方→年金収入 148 万円以下

①給与所得者で次に該当する方

②年金所得者で次に該当する方

④前年中に収入がなかった方で、次に該当する方

・
　次のとおり各地域で申告相談を実施します。地区ごとに日にちおよび時間
の指定をしていますが、ご都合がつかない場合は、お住まいの地域で指定さ
れている申告期間中の申告会場でも受付します。
　３月16日(金)以降の申告期間後に作成した確定申告書は、ご本人が税務署
へ郵送もしくは持参していただくことになりますので、ご了承ください。な
お、申告相談期間中は、担当職員が不在となるため、税務課窓口で申告相談
を受けることができませんのでご了承ください。

　上記日程の各地域の申告相談に
来られない方は、こちらの会場へ
おいでください ( 混雑が予想され
ますので、ご了承ください )。

　農業や営業の収入がある
方で、収入・支出の整理が
されていない場合、申告に
大変時間がかかることがあ
りますので、領収書の集計
や帳簿などを必ず整理して
から申告においでください。

【お願い】市  県民税申告相談日程

下町、川向、仲町
駅前、高田、山の上
碇ヶ関地域全地区
久吉、湯ノ沢
古懸
いざよい、おかりや
上一、上二、三笠

９時～ 11時
13時～ 15時
17 時～ 19時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時

月　日　    　 受付時間　　　　 地区 ( 行政区 ) 月　日　    　  受付時間　　　　地区 ( 行政区 )

月　日　    　     受付時間  　　　　地区 ( 行政区 )

月　日　   　  受付時間　　　　 地区 ( 行政区 )

２/19(月)

小国
葛川、切明、温川、
平六、一本木、井戸沢、
大木平

 会場／碇ヶ関総合支所２階　第１会議室

  会場／尾上総合支所３階　委員会室

会場／葛川支所

３/８(木)～３/15(木)　※土・日曜日は除きます。

市内全域 ８時 30分～ 16 時

※３月８日 (木)は、８時30分～19時まで相談時間を延長します。
市役所　本庁舎４階　第４会議室

漢  雲

新屋Ａ
新屋Ｂ
平田森、南田町
沖館
町居Ａ
町居Ｂ
平賀地域全地区
平成
岩館、藤野
荒田、小和森
本町
新館、向野
唐竹
平賀地域全地区
杉館、館山・松崎
石郷、光城
大坊
三町会、館田
尾崎Ａ
尾崎Ｂ
原田、松館、西の平
大光寺
柏木町Ａ
柏木町Ｂ
苗生松、広船
向陽

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時
17 時～ 19 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時
17 時～ 19 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

２/20(火)

２/21(水)

２/１(木)

２/２(金)

９時～ 11 時

13 時～ 15 時

会場／市役所本庁舎４階　第４会議室

南田中Ａ
南田中Ｂ
八幡崎
尾上、長田
新屋町、みなみの
李平
尾上地域全地区
上猿賀
西猿賀
南田、新山
蒲田、中佐渡
金屋Ａ
金屋Ｂ
高木Ａ
高木Ｂ
日沼
尾上地域全地区

９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
17 時～ 19時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時

２/６(火)

２/７(水)

２/８(木)

２/５(月)

碇ヶ関地域 

尾上地域

平賀地域

２/９(金)

２/13(火)

２/14(水)

２/15(木)

２/16(金)

２/22(木)

２/23(金)

２/26(月)

２/27(火)

２/28(水)

３/１(木)

３/２(金)

３/５(月)

３/６(火)

３/７(水)

・

平成30年１月１日現在、平川市に住所があり、次の①～④に該当する方

広報ひらかわ　2017-12 2017-12　広報ひらかわ　4 5



問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241・1242・1243）
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事業所得など ( 農業、営業、不動産、山林、一時、配当、
譲渡など ) があった方は、帳簿書類など収入および支
出がわかるもの
雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける方は、
その支出がわかる領収書など
障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳など障害の
程度がわかるもの
生命保険料、地震保険料、社会保険料 ( 任意継続 )、国
民年金保険料などの控除証明書または領収書
所得税の還付申告をされる方は、申告者本人名義の口
座番号がわかるもの
市・県民税用申告書は、申告相談の際に作成しますが、
事前に記入する方、郵送で申告する方には、申告書を
送付します。必要な方は、お手数でも本庁舎税務課ま
でご連絡ください。

□

※

□

□

□

□

□

※

市  県民税申告相談
平成30年度 申告期限は

３月15日(木)です

＞＞＞申告が必要な方

＞＞＞申告の際に必要な物

申告者

本　人

代理人

必要なもの

次の①、②のいずれかの書類。扶養親族、事業
専従者がいる方は③も必要。
①申告者本人の個人番号カード ( 顔写真付 )
②申告者本人の通知カード+本人確認書類
③扶養親族、事業専従者の個人番号カードまた
　は通知カード

次の①、②のいずれかと③の書類。扶養親族、
事業専従者がいる方は④も必要。
①申告者本人の個人番号カード ( 顔写真付 )
②申告者本人の通知カード
③代理人の本人確認書類
④扶養親族、事業専従者の個人番号カードまた
　は通知カード

・勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されない方
・退職したなどで年末調整をしていない方
・給与所得以外の所得がある方
・社会保険料控除・扶養控除・医療費控除など各種控除を
　受ける方
※給与所得のみで、勤務先から年末調整済みの給与支払報
　告書が市役所に提出される方は申告不要です。

③事業所得など ( 農業、営業、不動産、山林、一時、
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8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

8時 30 分～ 11 時
13 時～ 16 時

２/20(火)

２/21(水)

２/１(木)

２/２(金)

９時～ 11 時

13 時～ 15 時

会場／市役所本庁舎４階　第４会議室

南田中Ａ
南田中Ｂ
八幡崎
尾上、長田
新屋町、みなみの
李平
尾上地域全地区
上猿賀
西猿賀
南田、新山
蒲田、中佐渡
金屋Ａ
金屋Ｂ
高木Ａ
高木Ｂ
日沼
尾上地域全地区

９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
17 時～ 19時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時
９時～ 11時
13時～ 15時

２/６(火)

２/７(水)

２/８(木)

２/５(月)

碇ヶ関地域 

尾上地域

平賀地域

２/９(金)

２/13(火)

２/14(水)

２/15(木)

２/16(金)

２/22(木)

２/23(金)

２/26(月)

２/27(火)

２/28(水)

３/１(木)
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・

平成30年１月１日現在、平川市に住所があり、次の①～④に該当する方
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マイナンバーを申請書に記入する際は、マイナン
バーカードや運転免許証などの本人確認書類およ
びマイナンバー確認書類をご用意ください。

各種手続きの際にマイナンバーを申請書などに記
入することで、住民が市役所などに提出する必要
があった書類を省略できるようになります。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用の
ネットワークシステムを用いて、例えば市役所同
士でマイナンバーをもとに個人情報をやり取りす
ることです。

●  マイナポータルで何ができるの？  ●

　マイナポータルは子育てなどの行政手続きがワン
ストップでできたり、行政からのおしらせを受け取
ることができるポータルサイトです。具体的な機能
は次のとおりです。　なお、パソコンでのご利用に
は、ＩＣカードリーダライタの準備が必要です。ス
マートフォンでのご利用には、機器のマイナンバー
カード対応をご確認ください。

マイナンバー制度について
詳しく知りたい方は

○マイナンバー制度
　（社会保障・税番号制度）のホームページ
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

○特定個人情報保護委員会ホームページ
　http://www.ppc.go.jp/index.html

○マイナンバー総合フリーダイヤル
　☎0120-95-0178
　平日 9時 30 分～ 20 時
　土日祝日９時 30 分～ 17 時 30 分
　（年末年始を除く）

問合せ：総務課　行政係　☎44-1111（内線1342）

●やりとり履歴 ( 情報提供等記録表示 )
　あなたの個人情報を行政機関同士がやりとりした
履歴を確認することができます。

　各種情報保有機関から配信されるおしらせを受け
取ることができます。

　あなたにあったサービスの検索ができたり、行政
機関へのオンライン申請などができたりします。

　マイナポータルの操作履歴を表示して確認すること
ができます。

●お知らせ

●ぴったりサービス
　( 行政サービス検索と電子申請 )

●あなたの情報（自己情報表示）
　あなたの情報を確認することができます。

●操作履歴

マイナンバー制度の

情報連携および

マイナポータル　が

始まりました

連携！ アレモ、

コレモ…

課税証明書 ○○○

書類がたくさんあって大変！ 簡単に、便利に！

情報連携により省略できます！今まで必要だった添付書類が

！
※事務によっては、添付書類の提出をお願いする場合があります。
※個別の事務手続きの際には、各行政機関の案内を必ずご確認ください。

1

2

3

平成 29年

11月 13日から

コレダケデ
ＯＫダネ！

１人
に１
つ。

マイ
ナン
バー

　市では、地域包括支援センター内に「認知症初期集中支援チーム」を設置しました。

支援の流れ（認知症が気になったら・・・）

地域包括支援センターへご連絡ください。

認知症初期集中支援チームにおいて、必要な
医療や介護サービスなど支援の方向性を検討
します。

関係する機関と連携し、専門の医師や介護サー
ビスにつなげ、ケアマネジャー（介護支援専門
員）などへ引き継ぐなどの支援を行います。

チーム員の保健師などの専門職が、ご自宅
を訪問し認知症の程度の確認を行います。

支援終了後も経過観察を行います。

　認知症は早期発見・早期治療により
進行を遅らせることができます。
　認知症が気になる方、認知症の家族
のことでお悩みの方は、地域包括支援
センターへご相談ください。

お悩みの方へ…

問合せ：高齢介護課　地域包括支援係　☎44-1111（内線1157・1158）

「つどいの場 ささえあい」（認知症カフェ）
を開催しています

12 月の予定

■２か月に１回開催しています。皆さんの参加を
　お待ちしています。
■個人的にご相談がある方はおしらせください。

がお手伝いします！

　認知症の早期診断・早期対応を目的
とし、医師を中心に構成された専門職
のチームです。

認知症初期集中
支援チームとは

「認知症初期集中支援チーム」

お
気
軽
に
、

ご
相
談
く
だ
さ
い

心
配
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら

認知症になっても、安心して生活できるよう

１

２

３

４

５

　認知症の方を介護されている方、介護に携わっている方、認
知症について学びたい方など、どなたでも参加いただけます。
　講師の先生による認知症に関する講話があり、その後、皆さ
んで日頃の介護の思い・悩みなどを話し合っています。

「認知症の人の介護について誰かに相談したい・・・」
「最近ちょっと物忘れが・・認知症かな？」　
「若年性認知症かどうか不安」
「利用できるサービスって何かあるの？」
などありませんか。少しでも、話してみる・聞いてみることで
気持ちが楽になれますよ。

12月25日(月)
13時30分～ 15時30分
健康センター ふれあい交流室

・講話　「高齢者の運転免許更新に
　　　　　　　　　かかわる最新情報」
（道路交通法改正、免許を自主返納した高齢者への支援など）

講師　黒石警察署職員

申込期限 12月 22日 ( 金 )

日時

場所

内容

・情報交換・交流会

ご相談ください
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　候補者の経歴や政見などを掲載した選挙公報は、１月
24日(水)頃から各世帯に配布する予定です。
　また、本庁舎、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所にも
備えますので、ご利用ください。

他市町村での投票
　仕事などで投票日に他市町村に滞在している方で期日前投票もできない場合は、滞在する市町村の選挙管理委員会で
不在者投票をすることができます。不在者投票を希望する方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、
選挙管理委員会事務局で請求手続きをしてください。
　「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式は、選挙管理委員会事務局および尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課に備えてあ
るほか、市ホームページからもダウンロードできます。
　請求手続きは、告示日(１月21日(日))前でもできますので、お早目の手続きをお願いします。
　なお、郵送や代理人による請求も可能です。

病院、施設などでの投票
　県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院(入所)している方は、
その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

郵便投票
　身体に重度の障がいのある方または要介護状態区分が要介護５の方は、郵便による
不在者投票ができます。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※投票用紙の請求は、１月24日(水)までです。

不在者投票

問合せ：選挙管理委員会事務局　☎44-1111（内線1450・1451）

問合せ：葛川支所　☎55-2544

〒

選挙公報

※立候補予定者説明会は12月19日(火)に開催します。

日時　１月28日(日)　21時～
場所　平賀体育館
※参観人の受付は、20時20分からです(先着100人まで)。

開票

　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葛川町会では、コミュニティ活動の向上
を目的に、プロジェクターやカラオケ機器、チェーンソーなど
を整備しました。

コミュニティ助成事業で
コミュニティ活動備品を整備しました！

プロジェクター チェーンソーカラオケセット

１月28日(日)は
平川市長選挙の投票日です
　平川市長選挙は、１月21日(日)に告示され、１月28日(日)が投票日になります。
私たちの声を市政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。

　平成29年10月20日以前に住民票が作成された方（転
入の届出をされた方）で、引き続き平川市に住んでい
る方

　平成30年１月13日以降に市内で転居の届出をされ
た方は、投票所入場券に記載されている転居前の投票
所で投票することになります。

　共通投票所「イオンタウン平賀」は
９時から20時までです。

　入場券は、告示日(１月21日(日))以降に郵送します(封
書を開くと４人まで記載されています)。投票所また
は期日前投票所においでの際は、切り離してお持ちく
ださい。
　期日前投票の際は、入場券裏面の「選挙の当日投票
できない理由」と「氏名」を事前にご記入いただくこ
とにより、受付をスムーズに行うことができます。
　入場券をなくしたり忘れた場合でも、選挙人名簿に
登録されていれば投票できますので、投票所の係員に
申し出てください。なお、その際に本人確認をする場
合があります。

　投票所入場券に記載されていますので、場所をご確
認の上、投票所へおいでください。

投票日当日に投票する場合
　記号式投票で行います。投票用紙には、あらかじめ
候補者の氏名が印刷されていますので、投票記載所に
用意してあるスタンプを、投票しようとする候補者の
氏名の上の欄に押し、○印をつけてください。

期日前投票、不在者投票により投票する場合
　自書式投票で行います。投票用紙に候補者の氏名を
１人だけ記入してください。

投票日当日、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などで投票所へ来ることができない場合は、期日前投票ができます。

１月22日(月) ～１月27日(土)

投票所入場券

投票所

投票の方法

期日前投票

投票できる方

投票時間は７時から20時までです。

投票時間

年齢要件

住所要件

投票期間
投票場所・投票時間

葛川支所

市内で転居された方

平成12年１月29日までに生まれた方

※投票日当日までに市外へ転出された方は、投票できま
　せん。

期日　１月27日(土)（１日間）
場所　温川地区多目的集会所
時間　８時30分～ 15時

期日　１月23日(火) ～ 24日(水)
時間　９時～ 16時
温川地区、大木平地区の方

本庁舎　　１階　会議室　８時30分～ 20時
尾上総合支所　１階　会議室　８時30分～ 18時
碇ヶ関総合支所　１階　ロビー　８時30分～ 18時
イオンタウン平賀　10時～ 19時

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶

▶
▶

第13投票区「小国コミュニティセンター」
第14投票区「平川市葛川支所」
第21投票区「平川市碇ヶ関総合支所」
第22投票区「平川市古懸地区公民館」
第23投票区「平川市久吉地区公民館」

19時
までの
地域
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　候補者の経歴や政見などを掲載した選挙公報は、１月
24日(水)頃から各世帯に配布する予定です。
　また、本庁舎、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所にも
備えますので、ご利用ください。

他市町村での投票
　仕事などで投票日に他市町村に滞在している方で期日前投票もできない場合は、滞在する市町村の選挙管理委員会で
不在者投票をすることができます。不在者投票を希望する方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、
選挙管理委員会事務局で請求手続きをしてください。
　「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式は、選挙管理委員会事務局および尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課に備えてあ
るほか、市ホームページからもダウンロードできます。
　請求手続きは、告示日(１月21日(日))前でもできますので、お早目の手続きをお願いします。
　なお、郵送や代理人による請求も可能です。

病院、施設などでの投票
　県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院(入所)している方は、
その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

郵便投票
　身体に重度の障がいのある方または要介護状態区分が要介護５の方は、郵便による
不在者投票ができます。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※投票用紙の請求は、１月24日(水)までです。

不在者投票

問合せ：選挙管理委員会事務局　☎44-1111（内線1450・1451）

問合せ：葛川支所　☎55-2544

〒

選挙公報

※立候補予定者説明会は12月19日(火)に開催します。

日時　１月28日(日)　21時～
場所　平賀体育館
※参観人の受付は、20時20分からです(先着100人まで)。

開票

　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葛川町会では、コミュニティ活動の向上
を目的に、プロジェクターやカラオケ機器、チェーンソーなど
を整備しました。

コミュニティ助成事業で
コミュニティ活動備品を整備しました！

プロジェクター チェーンソーカラオケセット

１月28日(日)は
平川市長選挙の投票日です
　平川市長選挙は、１月21日(日)に告示され、１月28日(日)が投票日になります。
私たちの声を市政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。

　平成29年10月20日以前に住民票が作成された方（転
入の届出をされた方）で、引き続き平川市に住んでい
る方

　平成30年１月13日以降に市内で転居の届出をされ
た方は、投票所入場券に記載されている転居前の投票
所で投票することになります。

　共通投票所「イオンタウン平賀」は
９時から20時までです。

　入場券は、告示日(１月21日(日))以降に郵送します(封
書を開くと４人まで記載されています)。投票所また
は期日前投票所においでの際は、切り離してお持ちく
ださい。
　期日前投票の際は、入場券裏面の「選挙の当日投票
できない理由」と「氏名」を事前にご記入いただくこ
とにより、受付をスムーズに行うことができます。
　入場券をなくしたり忘れた場合でも、選挙人名簿に
登録されていれば投票できますので、投票所の係員に
申し出てください。なお、その際に本人確認をする場
合があります。

　投票所入場券に記載されていますので、場所をご確
認の上、投票所へおいでください。

投票日当日に投票する場合
　記号式投票で行います。投票用紙には、あらかじめ
候補者の氏名が印刷されていますので、投票記載所に
用意してあるスタンプを、投票しようとする候補者の
氏名の上の欄に押し、○印をつけてください。

期日前投票、不在者投票により投票する場合
　自書式投票で行います。投票用紙に候補者の氏名を
１人だけ記入してください。

投票日当日、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などで投票所へ来ることができない場合は、期日前投票ができます。

１月22日(月) ～１月27日(土)

投票所入場券

投票所

投票の方法

期日前投票

投票できる方

投票時間は７時から20時までです。

投票時間

年齢要件

住所要件

投票期間
投票場所・投票時間

葛川支所

市内で転居された方

平成12年１月29日までに生まれた方

※投票日当日までに市外へ転出された方は、投票できま
　せん。

期日　１月27日(土)（１日間）
場所　温川地区多目的集会所
時間　８時30分～ 15時

期日　１月23日(火) ～ 24日(水)
時間　９時～ 16時
温川地区、大木平地区の方

本庁舎　　１階　会議室　８時30分～ 20時
尾上総合支所　１階　会議室　８時30分～ 18時
碇ヶ関総合支所　１階　ロビー　８時30分～ 18時
イオンタウン平賀　10時～ 19時

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶

▶
▶

第13投票区「小国コミュニティセンター」
第14投票区「平川市葛川支所」
第21投票区「平川市碇ヶ関総合支所」
第22投票区「平川市古懸地区公民館」
第23投票区「平川市久吉地区公民館」

19時
までの
地域

広報ひらかわ　2017-12 2017-12　広報ひらかわ　8 9



　平成30年４月から新たに入所を希望する子どもの支給認定・利用申し込
みの受付を開始します。
現在利用中の方には、施設をとおして継続利用についてご案内します。

保育園、幼稚園、認定こども園などの利用を希望する保護者の方には、利用の
ための認定を受けていただきます。
　次の３つの区分に応じて、施設などの利用先が決まります。

詳しくは、「入所のしおり」をご確認いただくか、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

●利用者負担（保育料）について
　利用者負担（保育料）は、入所する子どもと同一世帯に属し、生計を一にする父母の市民税額の合計で決定
されます。ただし、家計の中心者が父母以外（祖父母など）の場合は、その方の市民税額も合算します。
●入所の決定について

　　受付期間ごとに入所の決定を行い、申し込みが多数の場合、選考基準により優先度の高い子どもから入所を
決定します。
●入所のしおり、申請書類の配布について

　　入所のしおり、申請書類は子育て支援課子育て支援係、尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係、市内保育園
などで配布しております。

問合せ：子育て支援課　子育て支援係　☎44-1111（内線1151）

■支給認定■

認定区分
満３歳以上の就学前の子ども(２号認定を除く)
満３歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

利用できる主な施設・事業

※２号認定・３号認定の場合、保育を必要とする理由などにより「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれか
　に区分されます。

●　保育を必要とする主な理由　●

■入所の申込方法■

支給認定申請書兼入所申込書
保育の必要性を証明する書類（就労証明書など）
利用者負担額（保育料）を決定するために必要な書類

※平成29年１月２日以降に平川市に転入された方は、前住所地の市町村が発行する「平成29年度（平成28年分）
　所得課税証明書」を提出してください。

①
②
③

　１回目：平成29年12月１日(金) ～平成30年１月31日(水)　８時30分～ 17時
　２回目：平成30年２月１日(木) ～平成30年２月28日(水)　８時30分～ 17時
※いずれも年末年始（12月29日～１月３日）、土・日曜日、祝日を除きます。
※１回目の受付で希望施設が定員に達する場合がありますので、早めにお申し込みください。

●受付期間

●受付場所 ▷子育て支援課子育て支援係（健康センター内）
▷尾上総合支所市民生活課市民係
▷碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
※幼稚園、認定こども園（１号認定）については、直接施設へお申し込みください。

●必要書類

・疾病・心身に障がいがある
・同居または長期入院している親族の介護・看護をしている　など

・月48時間以上就労している
・妊娠中・出産後間もない

対象となる子ども
１号認定
２号認定

幼稚園、認定こども園
保育園、認定こども園

満３歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園
小規模保育施設など３号認定

除雪作業に

　　ご協力を

　　　　お願いします

雪を道路に出さないで

やめよう路上駐車

融雪溝の蓋は必ず閉めて

深夜作業にご協力を

12月１日(金) ～
平成30年２月28日(水)
８時30分～ 17時

除雪車でよせた雪を道路に返
したり、各家庭の雪を道路に押し
出さないでください。

交通障害や事故防止のため、
路上駐車はやめてください。

蓋を開けっ放しにしておくと、除雪車による破損や歩行者の転落事故などの原
因になりますので、使用後は確実に閉めてください。蓋を閉めないことで破損し
た場合には、使用者に修理をお願いすることになりますのでご注意ください。

除雪作業は、交通渋滞を引き起こさないために、交通量の少ない深夜、早朝を
中心に行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ください。

雪置き場は、市内外に５か所(上記参照)を設置予定です。
自然環境を守るためにもごみは持ち込まないでください。
また、雪を置く際は、奥から順に置いてください。

市では、冬期の交通を安全で快適なものに
するために、除雪計画を策定し道路除雪を行
っています。
道路除雪に関するさまざまな要望に対応する

よう努めていますが、雪国での生活をより快適
に過ごすためには、町会や地域ぐるみでの助
け合いも必要になります。
市民の皆さんの除雪作業へのご理解とご協

力をお願いします。

雪置き場設置場所 　５か所

至大館市

至大鰐町 １

道の駅
津軽関の庄

古懸

川
平

不動橋

松原橋
碇ヶ関駅

★

★
★

★
★

至大館市

至大鰐町

朝霧橋

三笠橋

川
平

園
公
村
農

日沼

西野曽江

至弘前市内

至黒石市

弘南大橋

館
杉
至関

境
市
前
弘
至

●コンビニ

弘前市福村

４

内
市
前
弘
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川
平

新大豊橋
内
市
川
平
至

至館田

至松館
至杉館

大豊橋
市
前
弘
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至平川市

至黒石市内

５

至金屋

至黒石市内

黒石市追子野木

浅瀬石川

不動橋付近（平川市碇ヶ関） 朝霧橋付近（平川市碇ヶ関） 弘南大橋付近（平川市日沼）

平川河川広場付近（平川市苗生松）
※豪雪時のみとなります。

浅瀬石橋付近
（黒石市大字追子野木）

期　間
(予定)
時　間

問合せ：土木課　管理係　☎44-1111（内線2224・2225）

●

碇
ヶ
関

　
総
合
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所

●

●●

●

碇
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関
公
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館
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泉
会
館
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つ
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い
。

ひらりんからの
お願い

市からのお願い

弘前・平賀線弘前・平賀線

ス
パ
イ
バ
浪
大

ス
パ
イ
バ
浪
大

国道102号国道102号

新千歳橋新千歳橋 浅瀬石橋浅瀬石橋
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７
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号

国
道
７
号

国
道
７
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道102号

国
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　平成30年４月から新たに入所を希望する子どもの支給認定・利用申し込
みの受付を開始します。
現在利用中の方には、施設をとおして継続利用についてご案内します。

保育園、幼稚園、認定こども園などの利用を希望する保護者の方には、利用の
ための認定を受けていただきます。
　次の３つの区分に応じて、施設などの利用先が決まります。

詳しくは、「入所のしおり」をご確認いただくか、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

●利用者負担（保育料）について
　利用者負担（保育料）は、入所する子どもと同一世帯に属し、生計を一にする父母の市民税額の合計で決定
されます。ただし、家計の中心者が父母以外（祖父母など）の場合は、その方の市民税額も合算します。
●入所の決定について

　　受付期間ごとに入所の決定を行い、申し込みが多数の場合、選考基準により優先度の高い子どもから入所を
決定します。
●入所のしおり、申請書類の配布について

　　入所のしおり、申請書類は子育て支援課子育て支援係、尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係、市内保育園
などで配布しております。

問合せ：子育て支援課　子育て支援係　☎44-1111（内線1151）

■支給認定■

認定区分
満３歳以上の就学前の子ども(２号認定を除く)
満３歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

利用できる主な施設・事業

※２号認定・３号認定の場合、保育を必要とする理由などにより「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれか
　に区分されます。

●　保育を必要とする主な理由　●

■入所の申込方法■

支給認定申請書兼入所申込書
保育の必要性を証明する書類（就労証明書など）
利用者負担額（保育料）を決定するために必要な書類

※平成29年１月２日以降に平川市に転入された方は、前住所地の市町村が発行する「平成29年度（平成28年分）
　所得課税証明書」を提出してください。

①
②
③

　１回目：平成29年12月１日(金) ～平成30年１月31日(水)　８時30分～ 17時
　２回目：平成30年２月１日(木) ～平成30年２月28日(水)　８時30分～ 17時
※いずれも年末年始（12月29日～１月３日）、土・日曜日、祝日を除きます。
※１回目の受付で希望施設が定員に達する場合がありますので、早めにお申し込みください。

●受付期間

●受付場所 ▷子育て支援課子育て支援係（健康センター内）
▷尾上総合支所市民生活課市民係
▷碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
※幼稚園、認定こども園（１号認定）については、直接施設へお申し込みください。

●必要書類

・疾病・心身に障がいがある
・同居または長期入院している親族の介護・看護をしている　など

・月48時間以上就労している
・妊娠中・出産後間もない

対象となる子ども
１号認定
２号認定

幼稚園、認定こども園
保育園、認定こども園

満３歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園
小規模保育施設など３号認定

除雪作業に

　　ご協力を

　　　　お願いします

雪を道路に出さないで

やめよう路上駐車

融雪溝の蓋は必ず閉めて

深夜作業にご協力を

12月１日(金) ～
平成30年２月28日(水)
８時30分～ 17時

除雪車でよせた雪を道路に返
したり、各家庭の雪を道路に押し
出さないでください。

交通障害や事故防止のため、
路上駐車はやめてください。

蓋を開けっ放しにしておくと、除雪車による破損や歩行者の転落事故などの原
因になりますので、使用後は確実に閉めてください。蓋を閉めないことで破損し
た場合には、使用者に修理をお願いすることになりますのでご注意ください。

除雪作業は、交通渋滞を引き起こさないために、交通量の少ない深夜、早朝を
中心に行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ください。

雪置き場は、市内外に５か所(上記参照)を設置予定です。
自然環境を守るためにもごみは持ち込まないでください。
また、雪を置く際は、奥から順に置いてください。

市では、冬期の交通を安全で快適なものに
するために、除雪計画を策定し道路除雪を行
っています。
道路除雪に関するさまざまな要望に対応する

よう努めていますが、雪国での生活をより快適
に過ごすためには、町会や地域ぐるみでの助
け合いも必要になります。
市民の皆さんの除雪作業へのご理解とご協

力をお願いします。

雪置き場設置場所 　５か所
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１. テレガイド　☎0172-43-0730
　自動音声案内により、24 時間以内の放
送内容を新しい順に聞くことができます。
※ご利用の際は通話料金が発生します。

２.防災ツイッター
　市ホームページのトップページ上のツイッターより、
防災行政無線による放送内容を確認できます。 
※ご利用の際は、携帯電話・スマートフォンのパケット
　通信料が発生します。

３. 防災情報メール
　あらかじめアドレス登録しておくことで、防災行政無線
による放送内容を受け取ることができます。
　市外にいても情報が届くので、有効に活用してください。
※本サービスの登録料は無料です。ただし、ご利用の際は
　携帯電話・スマートフォンのパケット通信料が発生し
　ます。

【利用上の注意】
・情報は随時（不定期）配信させていただきます。
・本サービスによるメール配信は「情報送信」のみです。
　配信されたメールへの返信はできません。
・メールはネットワークの混雑状況や通信インフラの状
　況により、遅延や受信できない場合がありますので、 
　あらかじめご了承ください。
・登録された個人情報は、本メールの目的以外に使用す
　ることはありません。 

問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1354）問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1354）

日頃からチェックを！
　防災情報の確認方法

　 市では、平成 27 年４月より防災行政無線の本格運用を開始し、地震・台風・ 豪雨・噴火などの災害時
または災害の恐れがある場合に、市内 112 か所の屋外 拡声子局（スピーカー）より、住民や一時滞在者
に対し緊急情報を一斉放送し、注意喚起などを行っています。 
 　この音声放送を聞き漏らしたり、よく聞こえなかった場合、次の方法で確認できますのでご利用くだ
さい。
　なお、町会などが防災行政無線を利用し、放送マイクより行った地域放送については、次の方法で確認で
きません。直接、町会などの放送者へご確認をお願いします。  

①空メールの送信
　携帯電話・パソコンから、http://bousai.city.hi
rakawa.lg.jp/RabbitMobile/Top/Top（メール配信
サービス）へアクセスし、【新規登録】から空メ
ール（件名・本文に文字を入力しないメール）を
送信してください。QRコード対応携帯電話の方
は、右のQRコードを読み取る
ことでアクセスできます。
※本フォームからは、「登録内容
　変更」「配信停止」の手続きも
　行えます。
　
②登録用返信メールの受信
　登録のご案内メールが届きます。メール到着後
24 時間以内に、返信メール本文中に記載された
URL に接続してください。
※迷惑メール対策などで受信拒否設定をしている
　場合、ご案内メールが届かない可能性がありま
　す。「bousai7@city.hirakawa.lg.jp」からのメール
　を受信できるよう、設定の変更をお願いします。
　
③本登録
　新規登録フォームが表示されたら、画面の指示
に従い、●登録欄の「個人パスワード」を設定し
「地区区分」を選択し、「送信する」を押してくだ
さい。確認画面が表示されますので、間違いがな
ければ「送信する」を押して登録完了です。

防災情報メール登録方法

check!

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。

事務・生産事務員急募！！
正社員（尾上工場）

●事務員1名　●生産事務員１名

その他募集（尾上・藤崎工場）
●正社員:ソーイングオペレータ・・・・・・・・若干名

●まとめ内職（集配は弊社で致します）・・・・・若干名

●ミシン内職（集配に関しては要相談）・・・・・若干名

（株）ベイシックサンミッシェルトキワ

尾上工場：平川市日沼高田104-9　TEL0172-57-4683　担当：佐々木　敏明

藤崎工場：藤崎町字西村井67-1　TEL0172-75-2800　 担当：今　崇行
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問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線1353 ）

平川市シティプロモーション

　市では、市への愛着や誇りを高めるとともに、市のイメージや知名度を向上させるため、本年10月に「平川市シティ
プロモーション推進方針」を策定し、シティプロモーション用のキャッチフレーズとロゴマークを作成しました。
　このロゴマークはどなたでも使用することができます。市民の皆さんのアイデアで様々な場面で活用し、平川市をＰＲ
していただきたいと思います！
※ロゴマークのデータや使用時の注意点など、詳細は市ホームページをご覧ください。また、「時と水  ゆったり流れる  
　平川市」のキャッチフレーズも引き続き活用していきます。

　平川市には、市内外に自慢できる多くの魅力や地域資源がありま
す。平川市といえば “これ” という特定のものではなく、“住むなら、
やっぱりここだね” “美味しいものを食べるなら、やっぱりここだね”
など様々な言葉とつなぎ合わせることができる魅力あふれるまちで
あるということを表現しました。
　また、市内には多くの歴史、文化を感じることができる地域資源
があるため、副題を「NOSTALGIC CITY HIRAKAWA」としました。

キャッチフレーズ

ロゴマーク１
　市の花鳥木である、「りんごの花」「うぐいす」「くろまつ」を短冊
模様にあしらい、平川市の「川」に見えるようデザインしました。

ロゴマーク２
　花鳥木のほかに、ねぷたや盛美園のシルエットをかたどり、和の
イメージでデザインしました。メインカラーには、平賀地域の「新
屋温泉」、尾上地域の「盛美園」、碇ヶ関地域の「たけのこ」という
ように市内３地域に共通するイメージカラーである「ひらかわグリ
ーン」を採用しました。また、様々な媒体で使いやすいように、背
景色を自由に変更して使うことができるようにしました。 

ロゴマーク

ロゴマーク１ ロゴマーク２

キャッチフレーズ と ロゴマーク を 作成しました！

秋の叙勲・褒章
危険業務従事者叙勲
　平成29年秋の叙勲・褒章・危険業務従事者
叙勲が発表されました。
　当市においても長年の功績が認められ、受章
された方がおりますので、ご紹介します。

瑞宝単光章
消防功労（危険業務従事者叙勲）

齋藤　満郎 さん
苗生松地区　70歳

　昭和48年から平賀・尾上地区消防事務組合に勤務し、平川市消防本部次長
として退職するまで35年間にわたり、消防行政に従事されました。
　「職場の先輩、同僚、部下に恵まれたほか、家族のサポートがあり受章で
きた。勤務経験の中では、昭和54年の県消防訓練礼式大会で指導員として参
加した尾上町消防団が3か月間の練習の甲斐あって優勝したことが感慨深か
った。今後は、自分の経験や知識を後輩に伝えていきたい」と話されました。

　また、警察功労（危険業務従事者叙勲）で太田彰夫
さん(館山・松崎)が瑞宝双光章を受章されています。

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。
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１. テレガイド　☎0172-43-0730
　自動音声案内により、24 時間以内の放
送内容を新しい順に聞くことができます。
※ご利用の際は通話料金が発生します。

２.防災ツイッター
　市ホームページのトップページ上のツイッターより、
防災行政無線による放送内容を確認できます。 
※ご利用の際は、携帯電話・スマートフォンのパケット
　通信料が発生します。

３. 防災情報メール
　あらかじめアドレス登録しておくことで、防災行政無線
による放送内容を受け取ることができます。
　市外にいても情報が届くので、有効に活用してください。
※本サービスの登録料は無料です。ただし、ご利用の際は
　携帯電話・スマートフォンのパケット通信料が発生し
　ます。

【利用上の注意】
・情報は随時（不定期）配信させていただきます。
・本サービスによるメール配信は「情報送信」のみです。
　配信されたメールへの返信はできません。
・メールはネットワークの混雑状況や通信インフラの状
　況により、遅延や受信できない場合がありますので、 
　あらかじめご了承ください。
・登録された個人情報は、本メールの目的以外に使用す
　ることはありません。 

問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1354）問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1354）

日頃からチェックを！
　防災情報の確認方法

　 市では、平成 27 年４月より防災行政無線の本格運用を開始し、地震・台風・ 豪雨・噴火などの災害時
または災害の恐れがある場合に、市内 112 か所の屋外 拡声子局（スピーカー）より、住民や一時滞在者
に対し緊急情報を一斉放送し、注意喚起などを行っています。 
 　この音声放送を聞き漏らしたり、よく聞こえなかった場合、次の方法で確認できますのでご利用くだ
さい。
　なお、町会などが防災行政無線を利用し、放送マイクより行った地域放送については、次の方法で確認で
きません。直接、町会などの放送者へご確認をお願いします。  

①空メールの送信
　携帯電話・パソコンから、http://bousai.city.hi
rakawa.lg.jp/RabbitMobile/Top/Top（メール配信
サービス）へアクセスし、【新規登録】から空メ
ール（件名・本文に文字を入力しないメール）を
送信してください。QRコード対応携帯電話の方
は、右のQRコードを読み取る
ことでアクセスできます。
※本フォームからは、「登録内容
　変更」「配信停止」の手続きも
　行えます。
　
②登録用返信メールの受信
　登録のご案内メールが届きます。メール到着後
24 時間以内に、返信メール本文中に記載された
URL に接続してください。
※迷惑メール対策などで受信拒否設定をしている
　場合、ご案内メールが届かない可能性がありま
　す。「bousai7@city.hirakawa.lg.jp」からのメール
　を受信できるよう、設定の変更をお願いします。
　
③本登録
　新規登録フォームが表示されたら、画面の指示
に従い、●登録欄の「個人パスワード」を設定し
「地区区分」を選択し、「送信する」を押してくだ
さい。確認画面が表示されますので、間違いがな
ければ「送信する」を押して登録完了です。

防災情報メール登録方法

check!

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。

事務・生産事務員急募！！
正社員（尾上工場）

●事務員1名　●生産事務員１名

その他募集（尾上・藤崎工場）
●正社員:ソーイングオペレータ・・・・・・・・若干名

●まとめ内職（集配は弊社で致します）・・・・・若干名

●ミシン内職（集配に関しては要相談）・・・・・若干名

（株）ベイシックサンミッシェルトキワ

尾上工場：平川市日沼高田104-9　TEL0172-57-4683　担当：佐々木　敏明

藤崎工場：藤崎町字西村井67-1　TEL0172-75-2800　 担当：今　崇行
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問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線1353 ）

平川市シティプロモーション

　市では、市への愛着や誇りを高めるとともに、市のイメージや知名度を向上させるため、本年10月に「平川市シティ
プロモーション推進方針」を策定し、シティプロモーション用のキャッチフレーズとロゴマークを作成しました。
　このロゴマークはどなたでも使用することができます。市民の皆さんのアイデアで様々な場面で活用し、平川市をＰＲ
していただきたいと思います！
※ロゴマークのデータや使用時の注意点など、詳細は市ホームページをご覧ください。また、「時と水  ゆったり流れる  
　平川市」のキャッチフレーズも引き続き活用していきます。

　平川市には、市内外に自慢できる多くの魅力や地域資源がありま
す。平川市といえば “これ” という特定のものではなく、“住むなら、
やっぱりここだね” “美味しいものを食べるなら、やっぱりここだね”
など様々な言葉とつなぎ合わせることができる魅力あふれるまちで
あるということを表現しました。
　また、市内には多くの歴史、文化を感じることができる地域資源
があるため、副題を「NOSTALGIC CITY HIRAKAWA」としました。

キャッチフレーズ

ロゴマーク１
　市の花鳥木である、「りんごの花」「うぐいす」「くろまつ」を短冊
模様にあしらい、平川市の「川」に見えるようデザインしました。

ロゴマーク２
　花鳥木のほかに、ねぷたや盛美園のシルエットをかたどり、和の
イメージでデザインしました。メインカラーには、平賀地域の「新
屋温泉」、尾上地域の「盛美園」、碇ヶ関地域の「たけのこ」という
ように市内３地域に共通するイメージカラーである「ひらかわグリ
ーン」を採用しました。また、様々な媒体で使いやすいように、背
景色を自由に変更して使うことができるようにしました。 

ロゴマーク

ロゴマーク１ ロゴマーク２

キャッチフレーズ と ロゴマーク を 作成しました！

秋の叙勲・褒章
危険業務従事者叙勲
　平成29年秋の叙勲・褒章・危険業務従事者
叙勲が発表されました。
　当市においても長年の功績が認められ、受章
された方がおりますので、ご紹介します。

瑞宝単光章
消防功労（危険業務従事者叙勲）

齋藤　満郎 さん
苗生松地区　70歳

　昭和48年から平賀・尾上地区消防事務組合に勤務し、平川市消防本部次長
として退職するまで35年間にわたり、消防行政に従事されました。
　「職場の先輩、同僚、部下に恵まれたほか、家族のサポートがあり受章で
きた。勤務経験の中では、昭和54年の県消防訓練礼式大会で指導員として参
加した尾上町消防団が3か月間の練習の甲斐あって優勝したことが感慨深か
った。今後は、自分の経験や知識を後輩に伝えていきたい」と話されました。

　また、警察功労（危険業務従事者叙勲）で太田彰夫
さん(館山・松崎)が瑞宝双光章を受章されています。

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。
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弘前 フィンランド
クリスマスマーケット

弘前市

冬の田んぼアート2018
田舎館村

津軽
　広域

　追手門広場（下白銀町）でクリスマスを過ごしません
か。
【洋館イルミネーション（旧弘前図書館）】
日時　12 月１日(金) ～ 25 日(月)の16時～ 24 時
内容　クリスマスデコレーションの空間演出
【クリスマスマーケット＆オーロラ投影】
日時　12 月22 日(金) ～ 24 日(日)
　　　11 時～ 21時（初日は16時～ 21時）
内容　クリスマス商品の販売、飲食店の出店、オーロラ
映像の投影、音楽ライブほか
～共通事項～
入場料　無料
問合せ
　弘前市広聴広報課
　デザインウィーク
　担当　☎40-0494

　雪原をスノーシューで歩いて踏み固め、その凹凸に差
し込む光と影で描くスノーアート。
　平成28 年～ 29 年はスノーアート第一人者のサイモ
ン・ベックさんが制作したスノーアートを公開しました
が、平成30 年はサイモン・ベックさんから技術継承を
受けた地元有志制作のスノーアートを公開します。
　期間中は好評の夜間ライトアップや、雪や冬を楽しめ
る体験プログラムも実施します。
　冬の田舎館村に、ぜひお越しください。　
日にち　平成30 年2 月9日(金) ～ 12 日(月)
場所　弥生の里展望所（道の駅いなかだて内）
問合せ　田舎館村企画観光課　☎ 58-2111

※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。

市町村イベントカレンダー

12
月

ひらかわイルミネーション
プロムナード

とき イベント名 イベント内容

約10万個のイルミネーションで光り輝く幻想的な世界をお楽しみください　【平川市商工観光課（☎44-1111)】

大鰐温泉スキー場オープン 毎週土曜日は中学生以下1日券が500円！ぜひお越しください　【大鰐温泉スキー場管理事務所（☎49-1023)】

ひらかわキャンドルナイト キャンドルの明かりがイルミネーションとは一味違う暖かな光と空間を生み出します   【平川市商工観光課（☎44-1111)】

～2月2日

17日

23日
～３月18日

常盤八幡宮年縄奉納行事
(藤崎町)

元日の朝、重さ400㎏もある巨大な年縄を八幡宮に奉納し、新年の五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統行事
【常盤地区コミュニティ協議会（☎65-2959)】

１日

こけし初挽き(黒石市) 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が新年最初のこけしを作ります　【津軽こけし館 （☎54-8181）】２日

新春マラソン (板柳町) 新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会もあります　【板柳町生涯学習課 （☎72-1800）】３日

第２回相馬まるごとフェスタ ヒロロで相馬地区の魅力をまるごとお届けします。特産品販売、手作り体験、芸能披露など
【弘前市相馬総合支所総務課（☎84-2111）】

20日・21日

雪の降るさと2018(黒石市) たくさんの雪だるまに灯されたローソクが会場を彩ります。雪を使った催しが盛りだくさん
【津軽伝承工芸館 （☎59-5300）】 

上旬

平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された店舗をはしごして抽選会に挑戦。豪華商品をゲットしよう
【同実行委員会事務局（☎44-3055）】 

２日

板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当たる抽選会もあります(予定)　【板柳町商工会 （☎73-3254）】３日(予定)

旧正マッコ市 参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お年玉）がもらえます。恒例の福まきも大人気です
【黒石商店街協同組合 （☎53-6030）】

４日

第42回弘前城雪燈籠まつり みちのく五大雪まつりのひとつで、雪燈籠や大雪像が幻想的。昼も夜も楽しめます　【弘前市立観光館 （☎37-5501）】９日～12日

全日本ずぐり回し選手権大会 津軽地方独特のこま「ずぐり」回しの全国大会。子どもから大人まで、優勝を競います
【黒石こみせまつり実行委員会（黒石商工会議所内)(☎52-4316）】

10日

第６回岩木山スキーフェスティバル
(ウインタースポーツ岩木山)

歩くスキーやチューブそりなど、冬季スポーツを楽しめます
【同実行委員会(弘前市文化スポーツ振興課内)(☎40-7115）】

17日・18日
（予定）

黒石じょんから宵酔酒まつり 飲みどころ「よされ横丁」周辺の店をまわり、ゴールすると抽選で豪華な景品が当たります
【同実行委員会(黒石観光協会内)(☎52-3488）】

17日(予定)

第24回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、ステージショーが催されます　【目屋観光協会（☎85-2800）】18日

猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ち付けて豊凶を占う柳からみ神事や、ごまの餅まきが行われます　　【猿賀神社 （☎57-2016）】22日

１
月

２
月

※写真はイメージです。
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食育通信

問合せ：平賀学校給食センター　☎44-2835

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：文化センター　☎44-1221

　青森県にはおいしい食材がたくさんあります。「食
べる」ことから、自分たちのふるさとのよさを学び
ます。
　10月18日は、松崎小学校で「地産地消給食会」を
行いました。長尾市長や生産者の方を招いて、地元
食材をたっぷり使用した給食を子どもたちと一緒に
味わいました。

平川市バドミントン協会 生田流正絃社平川教室
　平川市バドミントン協会は、会員25名で活動して
おります。
　毎年６月には、バドミントン大会を主催し、近隣
市町村の各団体と交流を深めています。
　また、県民体育大会をはじめ、近隣で開催される
バドミントン大会に参加し、それぞれが心地よい汗
を流しています。
練習日　
　水曜日　平賀西中学校
　土曜日　平賀東中学校・碇ヶ関中学校
時間など詳細はお問い合わせください。
問合せ　船水　浩　☎080-6007-2768

　日本古来の伝統楽器筝（琴）の美しい音色を楽し
みながらお稽古をしている団体です。黒石市にある
生田流正絃社佐々木社中の平川教室で、平成22年か
ら毎年平川市民文化祭に出演しております。
　本部は名古屋市にあり、家元野村正峰・祐子作曲
の創作筝曲をはじめ、古典の六段・みだれ・春の海・
わらべ唄・クラシックなど幅広い曲のお稽古をして
おります。
　小学生から80代までの人々が年代を忘れて美しい
メロディーを楽しんでおります。
　各種行事や施設での演奏にも応じております。
　心を癒す美しい音色を多くの皆様に楽しんでいた
だきながら、日本の文化の奥深さをお伝えしたいと、
会員一同日々のお稽古や研修に励んでおります。
問合せ　会長　小田桐育子　☎57-2722

平川市の食育（授業） 文化センターリニューアルオープン記念
ひらかわ伝統芸能フェスティバル
　市内の伝統芸能を一堂に集め「ひらかわ伝統芸
能フェスティバル」を開催します。伝統芸能の発
表のほか、もの作りワークショップも行われます。
　ぜひお越しください。

日時　平成30年１月14日(日)
　　　13時30分～17時
場所　文化センター
出演予定
　八幡崎郷土芸能保存会、古懸獅子舞保存会、柏
木町荒馬保存会・柏木小学校、津軽神楽保存会、
御関所太鼓保存会、平賀登山囃子保存会、平賀保
育園（順不同）
ゲスト
　佐藤ぶん太、（津軽笛）
　笹川皇人（津軽三味線）
司会
　オダギリユタカ
観覧料
　無料（もの作りワーク
ショップは有料）

催し

地産地消メニュー

お米のムースは
子どもに大人気！

だいこんサラダと
せんキャベツ、メン
チカツです。
だいこん、キャベツ
は小国産で、キャベ
ツはメンチカツに
も入っています。

お米は、平川市産の
つがるロマンです。
デザートにも使わ
れています。 みそ汁に入ってい

るジャガイモは苗
生松産、ニンジンは
葛川産、ねぎは小杉
産、みそは大光寺産
です。ひらかわ元気ファミリー

長男：こめお
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※写真はイメージです。
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食育通信

問合せ：平賀学校給食センター　☎44-2835

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：文化センター　☎44-1221

　青森県にはおいしい食材がたくさんあります。「食
べる」ことから、自分たちのふるさとのよさを学び
ます。
　10月18日は、松崎小学校で「地産地消給食会」を
行いました。長尾市長や生産者の方を招いて、地元
食材をたっぷり使用した給食を子どもたちと一緒に
味わいました。

平川市バドミントン協会 生田流正絃社平川教室
　平川市バドミントン協会は、会員25名で活動して
おります。
　毎年６月には、バドミントン大会を主催し、近隣
市町村の各団体と交流を深めています。
　また、県民体育大会をはじめ、近隣で開催される
バドミントン大会に参加し、それぞれが心地よい汗
を流しています。
練習日　
　水曜日　平賀西中学校
　土曜日　平賀東中学校・碇ヶ関中学校
時間など詳細はお問い合わせください。
問合せ　船水　浩　☎080-6007-2768

　日本古来の伝統楽器筝（琴）の美しい音色を楽し
みながらお稽古をしている団体です。黒石市にある
生田流正絃社佐々木社中の平川教室で、平成22年か
ら毎年平川市民文化祭に出演しております。
　本部は名古屋市にあり、家元野村正峰・祐子作曲
の創作筝曲をはじめ、古典の六段・みだれ・春の海・
わらべ唄・クラシックなど幅広い曲のお稽古をして
おります。
　小学生から80代までの人々が年代を忘れて美しい
メロディーを楽しんでおります。
　各種行事や施設での演奏にも応じております。
　心を癒す美しい音色を多くの皆様に楽しんでいた
だきながら、日本の文化の奥深さをお伝えしたいと、
会員一同日々のお稽古や研修に励んでおります。
問合せ　会長　小田桐育子　☎57-2722

平川市の食育（授業） 文化センターリニューアルオープン記念
ひらかわ伝統芸能フェスティバル
　市内の伝統芸能を一堂に集め「ひらかわ伝統芸
能フェスティバル」を開催します。伝統芸能の発
表のほか、もの作りワークショップも行われます。
　ぜひお越しください。

日時　平成30年１月14日(日)
　　　13時30分～17時
場所　文化センター
出演予定
　八幡崎郷土芸能保存会、古懸獅子舞保存会、柏
木町荒馬保存会・柏木小学校、津軽神楽保存会、
御関所太鼓保存会、平賀登山囃子保存会、平賀保
育園（順不同）
ゲスト
　佐藤ぶん太、（津軽笛）
　笹川皇人（津軽三味線）
司会
　オダギリユタカ
観覧料
　無料（もの作りワーク
ショップは有料）

催し

地産地消メニュー

お米のムースは
子どもに大人気！

だいこんサラダと
せんキャベツ、メン
チカツです。
だいこん、キャベツ
は小国産で、キャベ
ツはメンチカツに
も入っています。

お米は、平川市産の
つがるロマンです。
デザートにも使わ
れています。 みそ汁に入ってい

るジャガイモは苗
生松産、ニンジンは
葛川産、ねぎは小杉
産、みそは大光寺産
です。ひらかわ元気ファミリー

長男：こめお



その他
・スキー用具は保健体育課で用意します。
・タオル､飲み物などは各自ご持参くだ
　さい｡また､スキーウェア､帽子、手袋
　などの防寒具着用でお越しください。
申込み・問合せ
　保健体育課保健体育係　☎43-0660

　市では、介護保険制度と高齢者に対す
る保健・福祉施策の連携を図って、総合
的な取り組みを実施していくため、平成
30年度から32年度までを計画期間とす
る「第７期介護保険事業計画・高齢者保
健福祉計画」の策定を進めています。
　策定にあたって、市民の皆さまのご意
見・ご提案を募集するため、パブリック
コメント（意見募集）を実施します。
募集期間
　平成30年１月10日(水)～１月24日(水)
閲覧方法
①市ホームページ
②本庁舎総務課　
③健康センター高齢介護課
④尾上総合支所市民生活課　
⑤碇ヶ関総合支所市民生活課　
⑥葛川支所
※②から⑥については、土・日曜日、祝
　日を除きます。
意見を提出できる方
①市内に住所を有する方
②市内に事務所または事業所を有する個
　人および法人その他の団体
③市内の事務所または事業所に勤務する方
④市内の学校に在学する方
⑤市に対して納税義務を有する方
⑥パブリックコメント手続きに係る事案
　に利害関係を有する個人および法人そ
　の他の団体
意見の提出方法
　市パブリックコメント意見提出様式に
案件名のほか、氏名、住所（法人などの
場合は名称および代表者名、所在地）な
どを漏れなく記入し、次のいずれかの方
法でご提出ください。
①郵便　
　〒036-0190 　平川市柏木町藤山16番地１
　平川市健康センター高齢介護課　宛て
②電子メール   kaigo@city.hirakawa.lg.jp
③ファクシミリ　44-0068
④高齢介護課窓口へ直接持参
意見提出の際のご注意
①電話などでの口頭のご意見はお受け
　できません。

　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
　12月22日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　12月24日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　冬期間の体力づくりや健康増進を目的
に歩くスキー教室を開催します。初心者
や興味のある方、夏場にウォーキング、
ジョギングをしている方など大歓迎です。
日程　平成30年１月20日(土)、27日(土)、
２月４日(日)、11日(日)、17日(土)、24日(土)
の全６回
時間　９時30分～ 11時30分
集合場所　ひらかドーム
コース　陸上競技場、平賀多目的広場周辺
指導者　平川市スポーツ推進委員
対象　市民および市内企業に勤務する方
定員　20名（定員になり次第締め切り）
参加費　無料（保険は主催者で加入します）
申込方法
　ひらかドームに備え付けの申込書に記
入の上、平成30年１月12日(金)までに
保健体育課までお申し込みください。

　結果は後日応募者へ通知します。 
申込み・問合せ
　保健体育課保健体育係　☎43-0660

＜自衛官候補生(男女)＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　１月19日(金)
試験日　１月27日(土) ～ 28日(日)
＜予備自衛官補＞
資格
(一般)18歳以上34歳未満の方
(技能)18歳以上55歳未満で国家免許を
有する方
受付期間　１月９日(火)～４月６日(金)
試験日　４月14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

任期・報酬など
身分　平川市非常勤特別職員
任期　平成30年４月１日から平成32年
３月31日まで（１期２年）
報酬など　条例の規定により、報酬およ
び旅費などを支給します。　
募集人数　若干名
応募条件
　次の要件をすべて満たす方
○市内に住所を有する20歳以上70歳未
　満の方。
○委員として参画する意欲を有し、会議
　に出席できる方。
○地方議員および公務員(非常勤特別職
　員、再任用職員および臨時職員を含む)
　でない方。 
応募方法
　ひらかドーム窓口および市ホームペー
ジよりダウンロードして「平川市スポー
ツ推進委員応募用紙」に記入の上、写真
などを添えて平成30年1月31日(水)ま
でに提出してください。

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募集

②記入漏れがある場合は受け付けでき
　ません。
③お寄せいただいたご意見について個別
　の回答はできません。
結果の公表
　氏名・住所を除き、結果を集約したも
のを市ホームページに掲載します。
問合せ　高齢介護課介護保険係

団地名　西の平団地
所在地　平川市苗生松下東田41番地2
募集戸数　１戸（３階）　間取り３ＤＫ
申込資格
○現に住宅に困窮していることが明らか
　な方（持ち家がないこと）
○現に同居し、または同居しようとする
　親族がいる方 
○単身入居は60歳以上の方
○世帯の合計所得が月額158,000円以下
　の方
　ただし、高齢者、障がい者、子育て世帯
　（未就学児童がいる世帯）は214,000円
　以下
○入居者または同居しようとする親族が
　暴力団員でない方
○住民税を滞納されていない方
※ペットなどを飼う事はできません。
使用料（家賃）
　世帯の合計所得の月額に応じて決定さ
れます（16,300円～ 32,000円程度）。
※使用料とは別に共益費などが必要にな
　ります。
提出書類
○市営住宅入居申込書
○住民票（入居予定者全員分、本籍が記
　載されているもの）
○所得課税証明書（平成29年度分、高校
　生以下の方を除く全員分）
○納税証明書（平成28～29年度分、課
　税されている方全員分）
○住宅の困窮事情報告書
○誓約書
○連帯保証人確約書
○障がい者の場合は、障害者手帳の写し
○アパートに住んでいる場合はアパート
　の契約書の写し
○その他申込者の状況により、必要と思
　われる書類
※市営住宅入居申込書にマイナンバーを
　記載することで、住民票、所得課税証
　明書の提出が不要となります。
○個人番号カードまたは通知カードおよ
　び本人確認書類(運転免許証など)

申込期間
　12月15日(金)～ 12月28日(木)
※土・日曜日、祝日を除きます。
受付時間　８時15分～ 17時
入居の決定
　「平川市営住宅入居者選考委員会」の
意見を聞き、市長が決定します。
入居予定時期　平成30年２月中旬
※状況により変更することがあります。
入居決定後の手続き
敷金…使用料の3か月分を入居前に納入
していただきます。
連帯保証人…市内に居住し、独立の生計
を営み、かつ、入居申込者と同程度以上
の収入を有する方２人が必要です。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意ください。
※申込書類は市ホームページよりダウン
　ロードするか、都市計画課で配布して
　おります。
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
　るか、都市計画課までお問い合わせく
　ださい。
申込み・問合せ　都市計画課建築係

　市では、スポーツで元気なまちづくり
を掲げており、スポーツに関する深い興
味・関心と理解を持ち、市のスポーツ振
興のため、市民がスポーツに親しみ・楽
しむための指導助言をするスポーツ推進
委員を委嘱しています。
　スポーツ推進委員は、地域でのスポー
ツ指導者・行政とのパイプ役として、
様々なスポーツイベントなどで活躍して
います。
　今回は平成30年度から平川市スポー
ツ推進委員として活躍してくださる方を
募集します。
スポーツ推進委員の役割
　地域スポーツの推進役として、次の職
務を行います。
○市民の求めに応じてスポーツの実技の
　指導を行うこと。
○市民のスポーツ活動の促進のための組
　織の育成を図ること。
○学校、公民館などの教育機関その他行
　政機関の行うスポーツの行事または事
　業に関し協力すること。
○スポーツ団体その他の団体の行うスポ
　ーツに関する行事または事業に関し、
　求めに応じ協力すること。
○市民一般に対し、スポーツについての
　理解を深めること。
○その他市民のスポーツの推進のための
　指導助言を行うこと。

市営住宅入居者募集
介護保険事業計画 (案 )の

パブリックコメントを実施します

topic 国民年金

　平成29年中に厚生年金・国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年
金を受け取られた方に、日本年金機構から平成29年分として支払われた年金
の金額や源泉徴収された所得税額などをおしらせする「公的年金等の源泉徴
収票」が送付されます。
「公的年金等の源泉徴収票」は所得税の確定申告の際の添付書類となります
ので、申告を行うまで大切に保管してください。
　なお、障害年金や遺族年金のみを受けている方は、障害年金や遺族年金が
所得税の課税対象となっていないため、源泉徴収票は送付されません。
　送付時期：平成30年１月中旬から１月下旬にかけて順次送付されます。

●源泉徴収票をなくしたときは・・・
　日本年金機構では源泉徴収票をなくした方のため、電話による再交付を受
付けています。基礎年金番号が確認できるものをご用意のうえ、「ねんきんダ
イヤル」（☎0570-05-1165）または弘前年金事務所（☎27-1339）へご連絡く
ださい。
※基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と、代理の場合は電話をかけた方の
　氏名、本人との続柄、電話番号を確認します。

　電話による再交付の場合、受付から発送まで２週間程度かかります。お急
ぎの場合は、弘前年金事務所へ基礎年金番号の分かるもの（年金証書、改定
通知書など）、本人確認ができる書類（運転免許証など）を持参し、再交付の
申請を行ってください。
※代理人の場合は、基礎年金番号の分かるもの（年金証書、改定通知書）の
　ほか、委任状、代理人の本人確認ができる書類、本人の印鑑が必要です。

　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）

歩くスキー教室参加者募集

自衛官募集

「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」が
送付されます

今月の
おしらせ

NEWS
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その他
・スキー用具は保健体育課で用意します。
・タオル､飲み物などは各自ご持参くだ
　さい｡また､スキーウェア､帽子、手袋
　などの防寒具着用でお越しください。
申込み・問合せ
　保健体育課保健体育係　☎43-0660

　市では、介護保険制度と高齢者に対す
る保健・福祉施策の連携を図って、総合
的な取り組みを実施していくため、平成
30年度から32年度までを計画期間とす
る「第７期介護保険事業計画・高齢者保
健福祉計画」の策定を進めています。
　策定にあたって、市民の皆さまのご意
見・ご提案を募集するため、パブリック
コメント（意見募集）を実施します。
募集期間
　平成30年１月10日(水)～１月24日(水)
閲覧方法
①市ホームページ
②本庁舎総務課　
③健康センター高齢介護課
④尾上総合支所市民生活課　
⑤碇ヶ関総合支所市民生活課　
⑥葛川支所
※②から⑥については、土・日曜日、祝
　日を除きます。
意見を提出できる方
①市内に住所を有する方
②市内に事務所または事業所を有する個
　人および法人その他の団体
③市内の事務所または事業所に勤務する方
④市内の学校に在学する方
⑤市に対して納税義務を有する方
⑥パブリックコメント手続きに係る事案
　に利害関係を有する個人および法人そ
　の他の団体
意見の提出方法
　市パブリックコメント意見提出様式に
案件名のほか、氏名、住所（法人などの
場合は名称および代表者名、所在地）な
どを漏れなく記入し、次のいずれかの方
法でご提出ください。
①郵便　
　〒036-0190 　平川市柏木町藤山16番地１
　平川市健康センター高齢介護課　宛て
②電子メール   kaigo@city.hirakawa.lg.jp
③ファクシミリ　44-0068
④高齢介護課窓口へ直接持参
意見提出の際のご注意
①電話などでの口頭のご意見はお受け
　できません。

　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
　12月22日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　12月24日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　冬期間の体力づくりや健康増進を目的
に歩くスキー教室を開催します。初心者
や興味のある方、夏場にウォーキング、
ジョギングをしている方など大歓迎です。
日程　平成30年１月20日(土)、27日(土)、
２月４日(日)、11日(日)、17日(土)、24日(土)
の全６回
時間　９時30分～ 11時30分
集合場所　ひらかドーム
コース　陸上競技場、平賀多目的広場周辺
指導者　平川市スポーツ推進委員
対象　市民および市内企業に勤務する方
定員　20名（定員になり次第締め切り）
参加費　無料（保険は主催者で加入します）
申込方法
　ひらかドームに備え付けの申込書に記
入の上、平成30年１月12日(金)までに
保健体育課までお申し込みください。

　結果は後日応募者へ通知します。 
申込み・問合せ
　保健体育課保健体育係　☎43-0660

＜自衛官候補生(男女)＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　１月19日(金)
試験日　１月27日(土) ～ 28日(日)
＜予備自衛官補＞
資格
(一般)18歳以上34歳未満の方
(技能)18歳以上55歳未満で国家免許を
有する方
受付期間　１月９日(火)～４月６日(金)
試験日　４月14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

任期・報酬など
身分　平川市非常勤特別職員
任期　平成30年４月１日から平成32年
３月31日まで（１期２年）
報酬など　条例の規定により、報酬およ
び旅費などを支給します。　
募集人数　若干名
応募条件
　次の要件をすべて満たす方
○市内に住所を有する20歳以上70歳未
　満の方。
○委員として参画する意欲を有し、会議
　に出席できる方。
○地方議員および公務員(非常勤特別職
　員、再任用職員および臨時職員を含む)
　でない方。 
応募方法
　ひらかドーム窓口および市ホームペー
ジよりダウンロードして「平川市スポー
ツ推進委員応募用紙」に記入の上、写真
などを添えて平成30年1月31日(水)ま
でに提出してください。

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募集

②記入漏れがある場合は受け付けでき
　ません。
③お寄せいただいたご意見について個別
　の回答はできません。
結果の公表
　氏名・住所を除き、結果を集約したも
のを市ホームページに掲載します。
問合せ　高齢介護課介護保険係

団地名　西の平団地
所在地　平川市苗生松下東田41番地2
募集戸数　１戸（３階）　間取り３ＤＫ
申込資格
○現に住宅に困窮していることが明らか
　な方（持ち家がないこと）
○現に同居し、または同居しようとする
　親族がいる方 
○単身入居は60歳以上の方
○世帯の合計所得が月額158,000円以下
　の方
　ただし、高齢者、障がい者、子育て世帯
　（未就学児童がいる世帯）は214,000円
　以下
○入居者または同居しようとする親族が
　暴力団員でない方
○住民税を滞納されていない方
※ペットなどを飼う事はできません。
使用料（家賃）
　世帯の合計所得の月額に応じて決定さ
れます（16,300円～ 32,000円程度）。
※使用料とは別に共益費などが必要にな
　ります。
提出書類
○市営住宅入居申込書
○住民票（入居予定者全員分、本籍が記
　載されているもの）
○所得課税証明書（平成29年度分、高校
　生以下の方を除く全員分）
○納税証明書（平成28～29年度分、課
　税されている方全員分）
○住宅の困窮事情報告書
○誓約書
○連帯保証人確約書
○障がい者の場合は、障害者手帳の写し
○アパートに住んでいる場合はアパート
　の契約書の写し
○その他申込者の状況により、必要と思
　われる書類
※市営住宅入居申込書にマイナンバーを
　記載することで、住民票、所得課税証
　明書の提出が不要となります。
○個人番号カードまたは通知カードおよ
　び本人確認書類(運転免許証など)

申込期間
　12月15日(金)～ 12月28日(木)
※土・日曜日、祝日を除きます。
受付時間　８時15分～ 17時
入居の決定
　「平川市営住宅入居者選考委員会」の
意見を聞き、市長が決定します。
入居予定時期　平成30年２月中旬
※状況により変更することがあります。
入居決定後の手続き
敷金…使用料の3か月分を入居前に納入
していただきます。
連帯保証人…市内に居住し、独立の生計
を営み、かつ、入居申込者と同程度以上
の収入を有する方２人が必要です。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意ください。
※申込書類は市ホームページよりダウン
　ロードするか、都市計画課で配布して
　おります。
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
　るか、都市計画課までお問い合わせく
　ださい。
申込み・問合せ　都市計画課建築係

　市では、スポーツで元気なまちづくり
を掲げており、スポーツに関する深い興
味・関心と理解を持ち、市のスポーツ振
興のため、市民がスポーツに親しみ・楽
しむための指導助言をするスポーツ推進
委員を委嘱しています。
　スポーツ推進委員は、地域でのスポー
ツ指導者・行政とのパイプ役として、
様々なスポーツイベントなどで活躍して
います。
　今回は平成30年度から平川市スポー
ツ推進委員として活躍してくださる方を
募集します。
スポーツ推進委員の役割
　地域スポーツの推進役として、次の職
務を行います。
○市民の求めに応じてスポーツの実技の
　指導を行うこと。
○市民のスポーツ活動の促進のための組
　織の育成を図ること。
○学校、公民館などの教育機関その他行
　政機関の行うスポーツの行事または事
　業に関し協力すること。
○スポーツ団体その他の団体の行うスポ
　ーツに関する行事または事業に関し、
　求めに応じ協力すること。
○市民一般に対し、スポーツについての
　理解を深めること。
○その他市民のスポーツの推進のための
　指導助言を行うこと。

市営住宅入居者募集
介護保険事業計画 (案 )の

パブリックコメントを実施します

topic 国民年金

　平成29年中に厚生年金・国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年
金を受け取られた方に、日本年金機構から平成29年分として支払われた年金
の金額や源泉徴収された所得税額などをおしらせする「公的年金等の源泉徴
収票」が送付されます。
「公的年金等の源泉徴収票」は所得税の確定申告の際の添付書類となります
ので、申告を行うまで大切に保管してください。
　なお、障害年金や遺族年金のみを受けている方は、障害年金や遺族年金が
所得税の課税対象となっていないため、源泉徴収票は送付されません。
　送付時期：平成30年１月中旬から１月下旬にかけて順次送付されます。

●源泉徴収票をなくしたときは・・・
　日本年金機構では源泉徴収票をなくした方のため、電話による再交付を受
付けています。基礎年金番号が確認できるものをご用意のうえ、「ねんきんダ
イヤル」（☎0570-05-1165）または弘前年金事務所（☎27-1339）へご連絡く
ださい。
※基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と、代理の場合は電話をかけた方の
　氏名、本人との続柄、電話番号を確認します。

　電話による再交付の場合、受付から発送まで２週間程度かかります。お急
ぎの場合は、弘前年金事務所へ基礎年金番号の分かるもの（年金証書、改定
通知書など）、本人確認ができる書類（運転免許証など）を持参し、再交付の
申請を行ってください。
※代理人の場合は、基礎年金番号の分かるもの（年金証書、改定通知書）の
　ほか、委任状、代理人の本人確認ができる書類、本人の印鑑が必要です。

　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）

歩くスキー教室参加者募集

自衛官募集

「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」が
送付されます

今月の
おしらせ
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ひらかわ健康ポイント対象事業
健康講座

入札参加資格審査申請を
受付します

不動産取得税のおしらせ

県税納税証明書交付申請

平成30年度固定資産税
（償却資産）の申告について

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

ふれあいコンサート

ひらかわ健康ポイント対象事業
運動講座

タイヤ・ドーザを売却します

水道管の凍結にご注意を！

おしらせ

つがる弁カルタ大会

障害者法定雇用率が
引き上げられます

　陸上自衛隊第９音楽隊による「ふれあ
いコンサート」を開催します。
日時　１月27日（土）
　開場17時　開演18時
場所　文化センター
入場料　無料（整理券が必要です）
整理券
　１月10日(水)から次の場所で配布し
ます（１人３枚まで）。
▷文化センター
　（月曜日を除く８時15分から17時）
▷本庁舎市民課
　（平日８時15分から17時）
▷尾上総合支所市民生活課
　（平日８時15分から17時）
▷碇ヶ関総合支所市民生活課
　（平日８時15分から17時）
※幼児の入場はご遠慮ください。
問合せ　市民課市民係

　ふるさとの津軽弁を継承していくため
に、楽しいつがる弁のカルタ大会を開催
します。ふるってご参加ください。
日時　平成30年 １月12日(金)
　　　９時30分～
場所　文化センター２階 中研修室
対象　市内小学生までの子供
定員　60名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。
参加料　無料
申込締切　12月27日(水）　17時
申込み・問合せ
　平賀図書館　☎44-7665

心房細動という不整脈をご存知ですか？
　心房細動と脳梗塞との関係、血液の塊

（血栓）を作らないための生活習慣につ
いて一緒に学んでみませんか？
　心房細動の治療中の方やご家族、不整
脈にご興味のある方、ご参加をお待ちし
ています。
日時　平成30年１月24日(水)　14時～
内容　心房細動と脳卒中　~寝たきりを
防ぐために~
講師　弘前大学大学院医学研究科循環器
　　　腎臓内科学講座　富田泰史　教授
場所　健康センター会議室
参加費　無料
申込締切　平成30年１月19日(金)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

冬こそ運動！運動不足解消！
家でもできるトレーニング講座
日時　平成30年１月15日(月)、22日(月)、
29日(月)
　受付13時～、運動開始13時30分～
※初日は13時から体組成の測定を行い
　ます。
講師　健康運動指導士   鬼武由美子   先生
内容　ストレッチ、ダンベル体操、有酸
素運動など
対象者
　おおむね40～65歳の方（定員40名）
※治療中の方は主治医の許可をもらって
　ください。
場所　健康センター　ふれあい交流室
持ち物
　運動できる服装（内履き不要）、水分、
バスタオル程度の大きさのタオル
参加費　無料
申込締切　12月28日(木)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　気温がマイナス４度以下の厳しい寒さ
になると水道管が凍結し、破裂する恐れ
があります。
　冬期間は水道管が凍らないように凍結
防止対策をお願いします。
凍結から守るためには
○水道管を保温する
　水道管や蛇口部分を身近にある布や毛
布などを巻いて保温する。
○水抜栓を使って水道管の水を抜く
　水抜栓を完全に閉めて、蛇口を全部開
ける。しばらくして「スー」と空気が入っ
たのを確認してから蛇口を閉める。

　夜間や長期間使わないときは、水抜き
作業を行いましょう。
※水抜栓は、完全に開けきるか、閉めき
るかで使用してください。漏水の原因と
なることがあります。
凍結したときは
　無理に蛇口などを回さないでくださ
い。蛇口など露出している部分にタオル
や布を巻いて、お湯を少しずつかけて下
さい。軽い凍結の場合は、これで通水し
ます。
　どうしても直らない時や破裂したとき
は、水抜き栓を閉めて、市の指定給水装
置工事事業者へ連絡して下さい。
※12月29日(金)から１月３日(水)までは、
　市管工事組合（受付時間８時～17時、
　☎44-9310）が対応します。
※碇ヶ関地域は、久吉ダム水道企業団
　（☎48-2229）の管轄となります。
問合せ　上下水道課工務係

　平成30年度の市内・市外業者の一般競
争（指名競争）入札参加資格審査申請を
次のとおり受付します。
受付期間　１月９日(火)～２月28日(水)
※土・日曜日、祝日を除きます。
提出場所　管財課管財係（本庁舎４階）
提出書類
　市ホームページ内の「契約・入札・公
共工事」に掲載しています。
提出方法
　市内業者　持参のみ
　市外業者　持参または郵送
※市内・市外共にＡ４フラットファイル
　に綴じて提出すること。
申請書の有効期間
市内業者
　１年間（平成30年４月１日から平成
31年３月31日まで）
市外業者
　２年間（平成30年４月１日から平成
32年３月31日まで）
問合せ　管財課管財係

　個人や会社で事業を行っている方で、
事業に用いる機械・備品などの償却資産
をお持ちの場合、毎年１月１日現在の所
有状況を、１月31日までに申告する必要
があります（所得税・法人税の申告とは
別に申告が必要です）。

　申告書用紙などが必要な方には、市役
所からお送りしますのでご連絡くださる
ようお願いします。
　なお、下記に該当する償却資産につい
ては申告不要です。
○使用可能期間が1年未満のもの
○取得金額が10万円未満で、法人税法など
　の規定により一時損金算入とするもの
○取得金額が20万円未満で、法人税法な
　どの規定により3年間で一括償却とす
　るもの
○自動車税や軽自動車税の課税対象とな
　る車両
※償却資産として申告が必要な車両は、
　大型特殊自動車のみです。
問合せ　税務課固定資産税係

　市では、タイヤ・ドーザ１台を一般競
争入札により売却します。
品名　タイヤ・ドーザ（11ｔ級）
初度登録　平成９年10月
型式　Ｌ100
乗車定員　２人
燃料の種類　軽油
車検有効期限
　平成29年11月15日（車検切れ車両）
最低売却価格　28万800円（税込み）
申込期間　12月15日(金)～12月22日(金)
現場説明会
　12月20日(水)　13時30分
　平賀除雪機械車庫
　(平川市町居西田 30-1)
仕様書縦覧期間
　12月15日(金)～ 12月22日(金)
入札日　12月25日(月)
申込み・縦覧場所
　管財課管財係（本庁舎４階）
※平川市内に住所を有する個人、または
　本店・営業所を有する法人の方としま
　す。
※地方自治法施行令第167条の４の規定
　に該当する方や税などの滞納がある方
　は、入札に参加できません。
※市ホームページに提出書類などを掲載
　しております。
問合せ　管財課管財係

　年末年始は運休となるダイヤがござい
ますので、ご利用を予定されている方は
ご注意ください。

○12月30日(土)
　終日、土日祝ダイヤで運行
○12月31日(日）
　19：05以降、一部ダイヤ除き運休
○１月１日(月）
　始発から７：55まで一部ダイヤ除き運休
　８：00から19：00まで全線運行
　19：05以降、一部ダイヤ除き全線運休
○１月２日(火）
　終日、土日祝ダイヤで運行
○１月３日(水）
　終日、土日祝ダイヤで運行
　詳しくは弘南バス株式会社弘前バス
ターミナル営業所（☎36-5061）に直接
お問い合わせください。
問合せ　企画財政課企画調整係

　里親制度は、様々な事情により家庭で
生活できない子どもたちを、自分の家庭
に迎え入れて養育することをお願いする
制度です。子どもの養育をお願いしてい
る間は、生活費や教育費などの委託費が
支給されます。
　里親になりたい方は、児童相談所にご
相談ください。里親制度や申請の手続き
について詳しくご説明します。里親の申
請のあと、養子縁組里親研修または養育
里親研修や生活状況などの調査を行い、
審査を経て、県知事が里親として認定し
ます。
問合せ　弘前児童相談所　☎36-7474

　世界エイズデーの今年のキャンペーン
テーマは「ＵＰＤＡＴＥ！　エイズのイ
メージを変えよう」です。ＨＩＶ・エイズ
の正しい知識を得て、「予防、検査、治療、
支援、理解」に努めましょう。
　エイズはＨＩＶウイルスに感染するこ
とで起こる病気です。エイズの治療は飛
躍的に進歩し、感染後の早期発見・治療
でエイズ発症を抑えることができます。
　感染が心配な方は早めに検査を受けま
しょう！ 保健所での相談・検査は匿名・
無料です（要電話予約）。ご希望により、
性器クラミジア感染症、梅毒の検査も同
時に受けられます。
　詳しくは電話または県庁ホームページ
「相談・検査（青森県 “STOP AIDS”）」を
ご覧ください。
問合せ　弘前保健所　☎38-2389

　平成30年４月１日から、障害者の法定
雇用率が次のとおり引き上げられます。
　民間企業　　　　　　　　2.2％
　国、地方公共団体など　　2.5％
　都道府県等の教育委員会　2.4％　
※対象となる事業主の範囲が、従業員
　45.5人以上に広がります。
※平成33年４月までには、更に0.1％引
　き上げとなります。
問合せ　弘前公共職業安定所

　☎38-8609(音声案内32#)

　官公庁の入札参加資格審査申請、建設
業許可申請、所得税確定申告、金融機関
の融資申し込みなどのため、県税（法人
県民税・法人事業税・地方法人特別税、
個人事業税など）の納税額または未納額
がないことの証明書が必要な方は、必要
書類をご準備ください（納税して間もな
い時は、領収証書を提示してください）。
　納税証明書は、納税者の皆様の大切な
情報を証明するものですので、窓口での
ご本人確認を厳正に行わせていただいて
います。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ
　中南地域県民局県税部納税管理課

☎32-1131（内線229・279）

　不動産取得税は、土地や家屋を、有償・
無償の別、登記の有無にかかわらず、売
買、贈与、交換、建築（新築・増築・改築）
などにより取得したときに、その取得者
に一度だけ課税される県の税金です。不
動産の取得後、ある程度の期間をおいて
納税通知書が送付されますので、指定さ
れた納期限までに納付してください。
　なお、一定の要件にあてはまる住宅や
住宅用の土地を取得した場合には、必要
な書類を添えて申請することにより軽減
となる制度があります。詳しくは、県ホ
ームページ（http://www.pref.aomori.lg.jp
/life/tax/004_01fudousanindex_00.html）
をご覧いただくか、中南地域県民局県税
部までお問い合わせください。
問合せ
　中南地域県民局県税部課税第二課

　☎32-1131（内線227）

弘南バス年末年始ダイヤについて

12月１日は世界エイズデーです

今月のおしらせ

里親制度をご存知ですか？
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ひらかわ健康ポイント対象事業
健康講座

入札参加資格審査申請を
受付します

不動産取得税のおしらせ

県税納税証明書交付申請

平成30年度固定資産税
（償却資産）の申告について

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

ふれあいコンサート

ひらかわ健康ポイント対象事業
運動講座

タイヤ・ドーザを売却します

水道管の凍結にご注意を！

おしらせ

つがる弁カルタ大会

障害者法定雇用率が
引き上げられます

　陸上自衛隊第９音楽隊による「ふれあ
いコンサート」を開催します。
日時　１月27日（土）
　開場17時　開演18時
場所　文化センター
入場料　無料（整理券が必要です）
整理券
　１月10日(水)から次の場所で配布し
ます（１人３枚まで）。
▷文化センター
　（月曜日を除く８時15分から17時）
▷本庁舎市民課
　（平日８時15分から17時）
▷尾上総合支所市民生活課
　（平日８時15分から17時）
▷碇ヶ関総合支所市民生活課
　（平日８時15分から17時）
※幼児の入場はご遠慮ください。
問合せ　市民課市民係

　ふるさとの津軽弁を継承していくため
に、楽しいつがる弁のカルタ大会を開催
します。ふるってご参加ください。
日時　平成30年 １月12日(金)
　　　９時30分～
場所　文化センター２階 中研修室
対象　市内小学生までの子供
定員　60名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。
参加料　無料
申込締切　12月27日(水）　17時
申込み・問合せ
　平賀図書館　☎44-7665

心房細動という不整脈をご存知ですか？
　心房細動と脳梗塞との関係、血液の塊

（血栓）を作らないための生活習慣につ
いて一緒に学んでみませんか？
　心房細動の治療中の方やご家族、不整
脈にご興味のある方、ご参加をお待ちし
ています。
日時　平成30年１月24日(水)　14時～
内容　心房細動と脳卒中　~寝たきりを
防ぐために~
講師　弘前大学大学院医学研究科循環器
　　　腎臓内科学講座　富田泰史　教授
場所　健康センター会議室
参加費　無料
申込締切　平成30年１月19日(金)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

冬こそ運動！運動不足解消！
家でもできるトレーニング講座
日時　平成30年１月15日(月)、22日(月)、
29日(月)
　受付13時～、運動開始13時30分～
※初日は13時から体組成の測定を行い
　ます。
講師　健康運動指導士   鬼武由美子   先生
内容　ストレッチ、ダンベル体操、有酸
素運動など
対象者
　おおむね40～65歳の方（定員40名）
※治療中の方は主治医の許可をもらって
　ください。
場所　健康センター　ふれあい交流室
持ち物
　運動できる服装（内履き不要）、水分、
バスタオル程度の大きさのタオル
参加費　無料
申込締切　12月28日(木)
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　気温がマイナス４度以下の厳しい寒さ
になると水道管が凍結し、破裂する恐れ
があります。
　冬期間は水道管が凍らないように凍結
防止対策をお願いします。
凍結から守るためには
○水道管を保温する
　水道管や蛇口部分を身近にある布や毛
布などを巻いて保温する。
○水抜栓を使って水道管の水を抜く
　水抜栓を完全に閉めて、蛇口を全部開
ける。しばらくして「スー」と空気が入っ
たのを確認してから蛇口を閉める。

　夜間や長期間使わないときは、水抜き
作業を行いましょう。
※水抜栓は、完全に開けきるか、閉めき
るかで使用してください。漏水の原因と
なることがあります。
凍結したときは
　無理に蛇口などを回さないでくださ
い。蛇口など露出している部分にタオル
や布を巻いて、お湯を少しずつかけて下
さい。軽い凍結の場合は、これで通水し
ます。
　どうしても直らない時や破裂したとき
は、水抜き栓を閉めて、市の指定給水装
置工事事業者へ連絡して下さい。
※12月29日(金)から１月３日(水)までは、
　市管工事組合（受付時間８時～17時、
　☎44-9310）が対応します。
※碇ヶ関地域は、久吉ダム水道企業団
　（☎48-2229）の管轄となります。
問合せ　上下水道課工務係

　平成30年度の市内・市外業者の一般競
争（指名競争）入札参加資格審査申請を
次のとおり受付します。
受付期間　１月９日(火)～２月28日(水)
※土・日曜日、祝日を除きます。
提出場所　管財課管財係（本庁舎４階）
提出書類
　市ホームページ内の「契約・入札・公
共工事」に掲載しています。
提出方法
　市内業者　持参のみ
　市外業者　持参または郵送
※市内・市外共にＡ４フラットファイル
　に綴じて提出すること。
申請書の有効期間
市内業者
　１年間（平成30年４月１日から平成
31年３月31日まで）
市外業者
　２年間（平成30年４月１日から平成
32年３月31日まで）
問合せ　管財課管財係

　個人や会社で事業を行っている方で、
事業に用いる機械・備品などの償却資産
をお持ちの場合、毎年１月１日現在の所
有状況を、１月31日までに申告する必要
があります（所得税・法人税の申告とは
別に申告が必要です）。

　申告書用紙などが必要な方には、市役
所からお送りしますのでご連絡くださる
ようお願いします。
　なお、下記に該当する償却資産につい
ては申告不要です。
○使用可能期間が1年未満のもの
○取得金額が10万円未満で、法人税法など
　の規定により一時損金算入とするもの
○取得金額が20万円未満で、法人税法な
　どの規定により3年間で一括償却とす
　るもの
○自動車税や軽自動車税の課税対象とな
　る車両
※償却資産として申告が必要な車両は、
　大型特殊自動車のみです。
問合せ　税務課固定資産税係

　市では、タイヤ・ドーザ１台を一般競
争入札により売却します。
品名　タイヤ・ドーザ（11ｔ級）
初度登録　平成９年10月
型式　Ｌ100
乗車定員　２人
燃料の種類　軽油
車検有効期限
　平成29年11月15日（車検切れ車両）
最低売却価格　28万800円（税込み）
申込期間　12月15日(金)～12月22日(金)
現場説明会
　12月20日(水)　13時30分
　平賀除雪機械車庫
　(平川市町居西田 30-1)
仕様書縦覧期間
　12月15日(金)～ 12月22日(金)
入札日　12月25日(月)
申込み・縦覧場所
　管財課管財係（本庁舎４階）
※平川市内に住所を有する個人、または
　本店・営業所を有する法人の方としま
　す。
※地方自治法施行令第167条の４の規定
　に該当する方や税などの滞納がある方
　は、入札に参加できません。
※市ホームページに提出書類などを掲載
　しております。
問合せ　管財課管財係

　年末年始は運休となるダイヤがござい
ますので、ご利用を予定されている方は
ご注意ください。

○12月30日(土)
　終日、土日祝ダイヤで運行
○12月31日(日）
　19：05以降、一部ダイヤ除き運休
○１月１日(月）
　始発から７：55まで一部ダイヤ除き運休
　８：00から19：00まで全線運行
　19：05以降、一部ダイヤ除き全線運休
○１月２日(火）
　終日、土日祝ダイヤで運行
○１月３日(水）
　終日、土日祝ダイヤで運行
　詳しくは弘南バス株式会社弘前バス
ターミナル営業所（☎36-5061）に直接
お問い合わせください。
問合せ　企画財政課企画調整係

　里親制度は、様々な事情により家庭で
生活できない子どもたちを、自分の家庭
に迎え入れて養育することをお願いする
制度です。子どもの養育をお願いしてい
る間は、生活費や教育費などの委託費が
支給されます。
　里親になりたい方は、児童相談所にご
相談ください。里親制度や申請の手続き
について詳しくご説明します。里親の申
請のあと、養子縁組里親研修または養育
里親研修や生活状況などの調査を行い、
審査を経て、県知事が里親として認定し
ます。
問合せ　弘前児童相談所　☎36-7474

　世界エイズデーの今年のキャンペーン
テーマは「ＵＰＤＡＴＥ！　エイズのイ
メージを変えよう」です。ＨＩＶ・エイズ
の正しい知識を得て、「予防、検査、治療、
支援、理解」に努めましょう。
　エイズはＨＩＶウイルスに感染するこ
とで起こる病気です。エイズの治療は飛
躍的に進歩し、感染後の早期発見・治療
でエイズ発症を抑えることができます。
　感染が心配な方は早めに検査を受けま
しょう！ 保健所での相談・検査は匿名・
無料です（要電話予約）。ご希望により、
性器クラミジア感染症、梅毒の検査も同
時に受けられます。
　詳しくは電話または県庁ホームページ
「相談・検査（青森県 “STOP AIDS”）」を
ご覧ください。
問合せ　弘前保健所　☎38-2389

　平成30年４月１日から、障害者の法定
雇用率が次のとおり引き上げられます。
　民間企業　　　　　　　　2.2％
　国、地方公共団体など　　2.5％
　都道府県等の教育委員会　2.4％　
※対象となる事業主の範囲が、従業員
　45.5人以上に広がります。
※平成33年４月までには、更に0.1％引
　き上げとなります。
問合せ　弘前公共職業安定所

　☎38-8609(音声案内32#)

　官公庁の入札参加資格審査申請、建設
業許可申請、所得税確定申告、金融機関
の融資申し込みなどのため、県税（法人
県民税・法人事業税・地方法人特別税、
個人事業税など）の納税額または未納額
がないことの証明書が必要な方は、必要
書類をご準備ください（納税して間もな
い時は、領収証書を提示してください）。
　納税証明書は、納税者の皆様の大切な
情報を証明するものですので、窓口での
ご本人確認を厳正に行わせていただいて
います。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ
　中南地域県民局県税部納税管理課

☎32-1131（内線229・279）

　不動産取得税は、土地や家屋を、有償・
無償の別、登記の有無にかかわらず、売
買、贈与、交換、建築（新築・増築・改築）
などにより取得したときに、その取得者
に一度だけ課税される県の税金です。不
動産の取得後、ある程度の期間をおいて
納税通知書が送付されますので、指定さ
れた納期限までに納付してください。
　なお、一定の要件にあてはまる住宅や
住宅用の土地を取得した場合には、必要
な書類を添えて申請することにより軽減
となる制度があります。詳しくは、県ホ
ームページ（http://www.pref.aomori.lg.jp
/life/tax/004_01fudousanindex_00.html）
をご覧いただくか、中南地域県民局県税
部までお問い合わせください。
問合せ
　中南地域県民局県税部課税第二課

　☎32-1131（内線227）

弘南バス年末年始ダイヤについて

12月１日は世界エイズデーです

今月のおしらせ

里親制度をご存知ですか？
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□市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回の受診となっていますので、平成28年度受診さ
　れた方は今年度の受診をお断りさせていただいております。

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。

　市では対象年齢の方で、一定の年齢に達した方に対し、「子宮頸がん及び乳がん検診の無料クーポン券を８月に郵送しました。無料クーポ
ン券の有効期限は平成30年２月28日(水)までとなっております。今後は予約などで混み合うことが予想されますので、受診予定の方は早め
に指定の医療機関に申し込み検診を受けましょう（無料クーポン券で受診の場合、「証明書」は不要です）。
　なお、無料クーポン券を紛失された場合は再発行いたします。

※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９月生まれ
平成29年１月生まれ
平成28年６月生まれ
平成26年６月生まれ

１月18日(木)

１月16日(火)
１月10日(水)
１月17日(水)
１月12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　１月23日(火)
場所・時間
・(株)アピール
　　９：30 ～ 10：30
・健康センター
　　11：15 ～ 12：30
・(株)日本マイクロニクス青森工場
　　14：00 ～ 16：30

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

１月11日(木)、１月25日(木) 

１月９日(火)、１月23日(火)

１月９日(火)、１月23日(火)

１月６日(土)、１月20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
１月16日(火)、１月23日(火)、１月30日(火)

１月17日(水)、１月24日(水)、１月31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

１月10日(水)、１月17日(水)
１月24日(水)、１月31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

10：00 ～ 11：30

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

１月15日(月)、１月29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
１月10日(水)、１月24日(水)
場所　健康センター相談室③
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　１月９日(火)　10時～12時　
　　　※毎月第２火曜日予定
内容　情報交換
場所　健康センター相談室③
※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　１月17日(水)、２月14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　１月23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

１月９日(火)

１月17日(水)

12月27日(水)

１月11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

相談・サロン・その他

■平成29年度麻しん風しんⅡ期予防接種対象者の方へ
　麻しん風しんⅡ期は、平成29年４月に対象となる就学前年度の方へ個別通知を
行っています。
　定期接種として無料で接種できる期間は平成30年３月31日までとなっています。
まだ接種していない方はお忘れないようお願いします。また、予診票を紛失した場
合はお問い合わせください。
問合せ　健康推進課母子保健係
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□市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回の受診となっていますので、平成28年度受診さ
　れた方は今年度の受診をお断りさせていただいております。

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。

　市では対象年齢の方で、一定の年齢に達した方に対し、「子宮頸がん及び乳がん検診の無料クーポン券を８月に郵送しました。無料クーポ
ン券の有効期限は平成30年２月28日(水)までとなっております。今後は予約などで混み合うことが予想されますので、受診予定の方は早め
に指定の医療機関に申し込み検診を受けましょう（無料クーポン券で受診の場合、「証明書」は不要です）。
　なお、無料クーポン券を紛失された場合は再発行いたします。

※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９月生まれ
平成29年１月生まれ
平成28年６月生まれ
平成26年６月生まれ

１月18日(木)

１月16日(火)
１月10日(水)
１月17日(水)
１月12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　１月23日(火)
場所・時間
・(株)アピール
　　９：30 ～ 10：30
・健康センター
　　11：15 ～ 12：30
・(株)日本マイクロニクス青森工場
　　14：00 ～ 16：30

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

１月11日(木)、１月25日(木) 

１月９日(火)、１月23日(火)

１月９日(火)、１月23日(火)

１月６日(土)、１月20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
１月16日(火)、１月23日(火)、１月30日(火)

１月17日(水)、１月24日(水)、１月31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

１月10日(水)、１月17日(水)
１月24日(水)、１月31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

10：00 ～ 11：30

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

１月15日(月)、１月29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
１月10日(水)、１月24日(水)
場所　健康センター相談室③
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　１月９日(火)　10時～12時　
　　　※毎月第２火曜日予定
内容　情報交換
場所　健康センター相談室③
※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　１月17日(水)、２月14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　１月23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

１月９日(火)

１月17日(水)

12月27日(水)

１月11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

相談・サロン・その他

■平成29年度麻しん風しんⅡ期予防接種対象者の方へ
　麻しん風しんⅡ期は、平成29年４月に対象となる就学前年度の方へ個別通知を
行っています。
　定期接種として無料で接種できる期間は平成30年３月31日までとなっています。
まだ接種していない方はお忘れないようお願いします。また、予診票を紛失した場
合はお問い合わせください。
問合せ　健康推進課母子保健係
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戸籍

だより

11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。
11月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,729 人 (－42)　　■男性　14,795 人　■女性　16,934 人
■世帯数　11,863 世帯 (－16)　■転入　33 人　　　■転出　59 人

こんにちは赤ちゃん 結婚おめでとう

小杉　　古　川　テツヱ　89
大坊　　齋　藤　節　子　85
小和森　鶴　田　ミ　サ　89
小和森　菊　池　良　衛　91
小和森　須々田　マチヱ　85
杉館　　相　馬　せ　つ　80
杉館　　工　藤　兼　正　84
館田　　　　谷　昭　二　90
館山　　相　馬　フヅエ　91
本町　　齋　藤　ア　キ　88
沖館　　山　谷　恵　子　65
小国　　比　内　兵　吉　87

唐竹　　桑　田　ミ　ツ　86
唐竹　　桑　田　周　藏　86
葛川　　對　馬　順　一　83
広船　　小笠𠩤　きみよ　83
広船　　石　山　久　一　66
平田森　古　川　た　き　102
南田中　佐　藤　源　造　83
南田中　佐　藤　義　雄　89
南田中　齋　藤　ミキヱ　83
李平　　岩　淵　り　よ　90
原　　　船　水　武　弘　74
猿賀　　山　口　重　一　84
猿賀　　工　藤　み　つ　86
中佐渡　小田切　えみ子　64
八幡崎　一　戸　けい子　83
碇ヶ関　髙　木　イ　ツ　76

お悔やみ申し上げます

大光寺　　　澤　田　翔　平
南津軽郡大鰐町　吹　田　祥　子
唐竹　　　　前　田　昂　太
弘前市　　　田　村　愛　理
新山　　　　須　郷　拓　哉
弘前市　　　成　田　克　子

大　川　　　梓
山　内　洋　平
大　西　　　亨
鹿子澤　智　也
今　井　将　樹
古　川　寛　文
中　田　清　太
原　田　丈　嗣
桑　田　清　人
原　田　大　地
相　馬　寛　英
丹　代　端　樹
中　嶋　邦　雄
佐　藤　友　明
木　村　達　彦
小田桐　　　順
福　士　裕　康
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ゆいと
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沖館　　

ゆ    ず

結子ちゃん
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ゆうか

悠加ちゃん
唐竹　　ひよりちゃん

唐竹　　
れ    お

怜旺くん
唐竹　　

はるき

遥希くん
新屋　　

かなた

奏端くん
光城　　

かのあ

叶蒼くん
南田中　

ゆ    い

優衣ちゃん
李平　　

れんと

漣杜くん
長田　　

み    わ

美羽ちゃん
八幡崎　

こうせい

晄生くん

12月の納期
　納期限：12月28日(木)
　・市県民税　　　　　　　第４期
　・国民健康保険税　　　　第６期
　・介護保険料　　　　　　第６期
　・後期高齢者医療保険料　第６期

11月の交通事故件数
　■交通事故　４件（負傷者５人、死者０人）

11月の出動件数
　■火災出動　３件　　■救急出動　44件
　■救助出動　０件　　■その他　　26件

秋季善行表彰受賞おめでとうございます
　11月28日、平川市読書推進運動協議会「おはなしこっとん」
が一般社団法人日本善行会の秋季善行表彰を受賞したことを受
け、長尾市長に受賞の報告を行いました。同会は平成12年から
本の読み聞かせ活動を行っており、これまで1300回以上行ってき
ました。今井千都子会長（写真右から２人目）は「今後も人との
つながりを大切にして活動していきたい」と語りました。

成田　燈士朗 くん
なりた　   とうじろう

cool boy たまにみせる
笑顔にキュン。

H28年12月2日（向陽）

神　翠稀 ちゃん
じん 　 みずき

お兄ちゃんお姉ちゃん
に負けずに元気にね！

H28年12月23日（大光寺）

幸山　翔大 くん
こうやま　しょうた

んまちょうだい (>_<)
H28年12月17日（岩館）

相馬　旭 くん 
そうま　 あさひ

１歳の誕生日おめでと
う！元気に育ってね♡

H28年12月21日（杉館）

中山　晴天 くん
なかやま　　はれ

いつも癒しをありがと
う！元気に育ってね！

H28年12月19日（本町）
工藤　瑞希 くん
くどう　  みずき

ままくって、おがれ！
H28年12月4日（柏木町）

so CUTE! 12月で１歳になる

ひらかわ検定クイズ
　市が制定している花は「りんご」、木は
「くろまつ」です。では、鳥はどれでしょう。

１．うこっけい
２．うぐいす
３．にわとり

答えは、今月号の 12ページにあるよ！

？

　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。

と
っ
て
も

　
　便
利
♪

問合せ：総務課　広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）
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今月の表紙
Cover of this month

　11月22日から、弘南鉄道平賀
駅前から市役所本庁舎付近にか
けて、イルミネーションの点灯
が行われました。通り沿いの建
物や街路灯、中央公園内が約10
万個のLEDでライトアップされま
した。通りを歩く人々は幻想的
な世界観となった街並みを眺め
たり、写真に収めたりしていま
した。 

Children choose!

第１位　君の膵臓をたべたい　　　　　　　　　　

第２位　ソードアート・オンライン　　　　　　　

第３位　火花　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４位　王様ゲーム　　　　　　　　　　　　　　

第５位　君の名は　　　　　　　　　　　　　　　

第６位　カラダ探し　　　　　　　　　　　　　　

第７位　映画ノベライズ　ひるなかの流星　　　

第８位　リバース　　　　　　　　　　　　　　　

第９位　Re：ゼロから始める異世界生活　　　　 

第10位　物語シリーズ　　　　　　　　　　　　  

住野　よる

川原　礫

又吉　直樹

金沢　伸明

新海　誠

ウェルザード

ひずき　優

湊　かなえ

長月　達平

西尾　維新

問合せ：平賀図書館　☎44-7665
　　　　尾上図書館　☎57-5980

第２回

■結果発表■

平
川
の
子
ど
も
た
ち
が
選
ぶ
お
す
す
め

Children choose　Recommeded　Books

第１位　かいけつゾロリシリーズ　　　　　　　　原　ゆたか

第２位　ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ　杉山　亮

第３位　まんがでよくわかるシリーズ　　　　　　学研

第４位　絶叫学級シリーズ　　　　　　　　　　　いしかわ　えみ

第５位　怪談レストランシリーズ　　　　　　　　童心社

第６位　学習まんが　ＮＥＷ日本の歴史　　　　　学研

第７位　絶望鬼ごっこシリーズ　　　　　　　　　針　とら

第８位　ほねほねザウルスシリーズ　　　　　　　ぐるーぷアンモナイツ

第９位　わかったさんシリーズ　　　　　　　　　寺村　輝夫

第10位　ヒックとドラゴン　　　　　　　　　　　クレシッダ・コーウェル

　時代とともに刻々と変化する子どもたちの現在
（いま）が反映された、様々なジャンルを網羅する
結果となりました。

　先日、市内各校にて募集した第２回「平川の子ど
もたちが選ぶおすすめ本」のアンケートの結果、市
内の小学校９校、中学校４校、高校２校に通う
2,657人の子どもたちから、たくさんのステキな本
を推薦していただきました。
　その中から、おすすめ上位10作品を紹介します。

　平成30年１月からの文化センターの再開にあわ
せ、既所蔵のおすすめ本に加え、未所蔵のおすすめ
本を購入し、平賀・尾上図書館で「平川の子どもた
ちが選ぶおすすめ本」の展示を行います。
　子どもたちの感性に触れるまたとない機会です。
たくさんの皆さんのご来館をお待ちしています。

中学生・高校生の子どもたちからのおすすめ本

小学生の子どもたちからのおすすめ本

♪♫

本
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