
　青少年育成平川市民会議では、子ど
もたちの成長を願い、また、子どもた
ちを健全に育成できる地域づくりをめ
ざして、青少年健全育成市民大会を開
催します。
　どなたでも参加できますので、皆さ
まのご来場をお待ちしております。
日時　２月18日(日)　８時50分～12時
場所　生涯学習センター多目的ホール
内容
①市内中高校生８名による青少年の主張
②コミュニティ活動などの事例発表
③講演「地域づくりは自分おこしから」
　津軽地吹雪会代表　角田周　氏
問合せ　青少年育成平川市民会議事務局
　　　　（生涯学習課内）　☎44-1221

対象者　市内在住の小学生
日時　２月10日(土)　開講式９時30分
場所　大鰐温泉スキー場
出発・到着時間
１号車
　８時10分　Ｂ&Ｇ尾上体育館出発
　９時10分　大鰐スキー場 到着
　15時00分　大鰐スキー場出発（帰り）
　15時50分　Ｂ&Ｇ尾上体育館到着
２号車
　８時30分　平賀プール出発
　９時10分　大鰐スキー場 到着
　15時00分　大鰐スキー場出発（帰り）
　15時40分　平賀プール到着
※現地集合（直接スキー場へ集合）の
　場合は９時までに２階食堂へお越し
　ください。
内容　
　アルペンスキーの基礎技術の実技指導
　（受講者のレベルに応じた指導）
受講料　1,100円（昼食代・保険代）
※昼食はカレーライスになります。
募集人員　50名
※申込人数が20人以下の場合は中止と
　いたします。　
申込方法
    必ず電話予約をしてから、平賀屋内温
水プールで申し込みをしてください
（FAX・郵送での申し込みは受け付けで
きませんのでご了承ください）。
申込期間　１月16日(火)～１月27日(土)
　　　　　10時～ 21時
※月曜日は休館です。

　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
　１月26日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　１月28日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　古典文学の文章読解について、音読
しながら初心者の方でもわかりやすく
解説します。お気軽にご参加ください。
日時　前期：２月17日(土)
　　　後期：２月24日(土)　
　　　13時30分～ 15時30分　
場所　文化センター２階　中研修室
テーマ　「中国唐代の伝奇小説～不思議
なStory ～」
講師　浅瀬石 久仁子 氏
参加料　無料
募集定員
　30名（定員になり次第、募集を終了
させていただきます。）
申込期限　２月10日(土)
申込み・問合せ
▷平賀図書館　☎44-7665
▷尾上図書館　☎57-5980

水道課に連絡してください。
問合せ　上下水道課工務係

　空家等は個人等の財産であるため、
その所有者等は、適切な管理を行う責
任があります。
　積雪により空家等が倒壊したり、空
家等からの落雪により、近隣の家屋や
歩行者等に被害を及ぼした場合、損害
賠償などの管理責任を問われることが
あります。
　空家等の所有者等の方は、定期的に
点検や雪下ろしを行うなどして、積雪
による倒壊を未然に防止するととも
に、落雪による周辺への被害を発生さ
せないよう適切な対応をしましょう。
問合せ　都市計画課建築係

　平川市水道部では、市民の皆様に安
心・安全な水を提供するため務めていま
す。近年、水道管の経年劣化の影響から、
水道管工事や火災時の消火活動（消火栓
の使用）により水道水が濁る場合があり
ます。
「赤い水が出た場合」
　水道管内の流れが変わり、錆がとれる
ことで発生する場合があります。赤い水
が発生した場合は飲用を控えてくださ
い。
「白い水が出た場合」
　水道管内に空気が入り込むことにより
発生する場合があります。
「対策」
　蛇口からしばらく放流してください。
それでもきれいにならない場合は、上下

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

相　談

休日・夜間納税窓口

ひらかわ健康ポイント対象事業
健康講座「高血糖改善塾」

注意事項
①各自でスキー用具を用意してください。
②15分前には集合してください。出発・
　解散場所からの送迎は保護者が行って
　ください。　　　　　
③欠席の場合は前日までに平賀屋内温水
　プールまでご連絡ください。
その他
　バスでの移動となります。出発場所
は、B&G尾上体育館・平賀屋内温水プー
ルのいずれかを申込時に選べます。
※現地集合（直接スキー場へ集合）も
　可能です。
申込み・問合せ　平賀屋内温水プール

　　　☎43-0665

　ダンスパフォーマンスでつなぐ交流
の絆をコンセプトに、年代、ジャンル
の異なるチームが一同に集い、ダンス
演技発表会を開催します。ふるってご
参加ください。
参加資格　1チーム2名以上（演技時間
6分以内、年齢不問）
ジャンル
　ヒップホップ、ブレイクダンス、ジャ
ズダンス、フリースタイル　他
日時　２月25日(日)　開場12時
　　　開演13時～ 16時30分（予定）
場所　文化センター
参加　無料
※保険は各自加入してください。
観覧　無料
申込方法　NPO法人平川市体育協会HP
より申込書をダウンロードし、FAXまた
はメールにてお申し込みください。
申込締切　１月27日(土)
申込み・問合せ　平賀体育館　☎44-5010

日時　２月12日(月)
　　　受付　8時30分
　　　開会式　9時00分
場所　平賀体育館
参加料　無料
参加資格　スポーツ愛好者の方
チーム構成
　１チーム８名以内（監督は選手を兼
ねる事ができる）
　登録できるのは小学生以上です。
※小学生だけの登録は不可です。
募集数　先着18チーム

申込方法　平賀体育館窓口受付にて備
え付けの申込用紙に記入のうえ直接申
し込みください。電話・FAX・メール・
郵送では受け付けできません。
申込期間　１月16日(火)～２月９日(金)
　　　　　９時～ 21時
※月曜日は休館日となります。
問合せ　平賀体育館　☎44-5010

　生徒たちが栽培した鉢花（ラン他）
および加工品や米を販売します。
日時　２月８日(木)　９時～ 15時
場所　柏農草花温室
問合せ　柏木農業高校　☎44-3015

　今回は「食事」と「糖尿病のお薬」に
ついてのお話です。
　糖尿病のお薬には様々な特徴をもつも
のが数多くあります。
　高血糖を改善するために重要な「食
事」と「糖尿病のお薬」について一緒に
学んでみませんか？
日程・内容
〈１回目〉
日時　２月６日(火)　13時30分～ 15時
内容
　自分に合った主食（ご飯・パン・麺類
など）の量を知ろう！
※電卓をご持参ください。
　いつも食べている一食分の主食をお持
ちいただければ測定します。
〈２回目〉
日時　２月14日(水)　13時30分～ 15時
内容
　血糖値をあげにくい食べ方と間食など
講師　１・２回目ともに市管理栄養士
〈３回目〉
日時　２月22日(木)
　　　13時30分～ 14時30分
内容　糖尿病のお薬の話
講師　今村クリニック　今村憲市　院長
※糖尿病の治療をされている方はお薬手
帳などをお持ちになって、自分の薬の特
徴を知りましょう。
場所　健康センター　会議室
参加料　無料
申込締切　２月２日(金)
※土・日曜日、祝日を除きます。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

おしらせ

水道水に濁りがあったときは

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）
催　し

第23回古典入門講座

国民年金保険料の割引について

今月の
おしらせ

NEWS 青少年健全育成市民大会

冬季スポーツ交流会
ソフトバレーボール大会

小学生アルペンスキー教室

平川市ダンス演技発表会

柏農「鉢花展及び加工品販売会」

　国民年金保険料のお支払いには、一定期間まとめて納付（前納）すること
による割引があります。納付方法には、納付書（現金）納付のほかに、口座
振替があります。
○「早割」による割引（口座振替のみの取り扱いです）
　当月保険料の口座振替日は通常翌月末日ですが、当月末日に振替すると月
額50円の割引となります。
○「前納」による割引
　６カ月分・１年分・２年分をまとめて納付「前納」することにより、保険
料が割引されます。

●口座振替の保険料比較（平成29年度の保険料額）

※月末が休日の場合は、翌営業日に口座振替されます。
※上記の保険料額は、平成29年度の額となります。平成30年度分の前納保険
　料額は、平成30年２月に決定される予定です。

〈申込方法〉　
　年金手帳、預金通帳、金融機関届出印をご用意の上、各金融機関または国
保年金課までお申し込みください。「６カ月前納、１年前納および２年前納」
をご希望の場合は、２月末日までにお申し込みください。
　 
　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎27-1339）にお問い合
わせください。

振替方法

毎月払い
（納付書払い、口座振替ともに）

毎月「早割」

６カ月前納

１年前納

２年前納

１年分の保険料

197,880 円
（16,490 円 ×12 回）

197,280 円
（16,440 円 ×12 回）

195,640 円
（97,820 円 ×２回）

193,730 円

378,320 円

１年分の割引額

割引なし

600 円割引
2,240 円割引

（1,120 円 ×２回）

4,150 円割引
15,640 円割引

（２年分の割引額）

口座振替日

翌月末日

当月末日

４月・10 月末日

４月末日

４月末日

空家等を所有・管理する皆様へ
落雪などにご注意ください
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　青少年育成平川市民会議では、子ど
もたちの成長を願い、また、子どもた
ちを健全に育成できる地域づくりをめ
ざして、青少年健全育成市民大会を開
催します。
　どなたでも参加できますので、皆さ
まのご来場をお待ちしております。
日時　２月18日(日)　８時50分～12時
場所　生涯学習センター多目的ホール
内容
①市内中高校生８名による青少年の主張
②コミュニティ活動などの事例発表
③講演「演題は後日入稿」
　津軽地吹雪会代表　角田周　氏
問合せ　青少年育成平川市民会議事務局
　　　　（生涯学習課内）　☎44-1221

対象者　市内在住の小学生
日時　２月10日(土)　開講式９時30分
場所　大鰐温泉スキー場
出発・到着時間
１号車
　８時10分　Ｂ&Ｇ尾上体育館出発
　９時10分　大鰐スキー場 到着
　15時00分　大鰐スキー場出発（帰り）
　15時50分　Ｂ&Ｇ尾上体育館到着
２号車
　８時30分　平賀プール出発
　９時10分　大鰐スキー場 到着
　15時00分　大鰐スキー場出発（帰り）
　15時40分　平賀プール到着
※現地集合（直接スキー場へ集合）の
　場合は９時までに２階食堂へお越し
　ください。
内容　
　アルペンスキーの基礎技術の実技指導
　（受講者のレベルに応じた指導）
受講料　1,100円（昼食代・保険代）
※昼食はカレーライスになります。
募集人員　50名
※申込人数が20人以下の場合は中止と
　いたします。　
申込方法
    必ず電話予約をしてから、平賀屋内温
水プールで申し込みをしてください
（FAX・郵送での申し込みは受け付けで
きませんのでご了承ください）。
申込期間　１月16日(火)～１月27日(土)
　　　　　10時～ 21時
※月曜日は休館です。

　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
　１月26日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　１月28日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　古典文学の文章読解について、音読
しながら初心者の方でもわかりやすく
解説します。お気軽にご参加ください。
日時　前期：２月17日(土)
　　　後期：２月24日(土)　
　　　13時30分～ 15時30分　
場所　文化センター２階　中研修室
テーマ　「中国唐代の伝奇小説～不思議
なStory ～」
講師　浅瀬石 久仁子 氏
参加料　無料
募集定員
　30名（定員になり次第、募集を終了
させていただきます。）
申込期限　２月10日(土)
申込み・問合せ
▷平賀図書館　☎44-7665
▷尾上図書館　☎57-5980

水道課に連絡してください。
問合せ　上下水道課工務係

　空家等は個人等の財産であるため、
その所有者等は、適切な管理を行う責
任があります。
　積雪により空家等が倒壊したり、空
家等からの落雪により、近隣の家屋や
歩行者等に被害を及ぼした場合、損害
賠償などの管理責任を問われることが
あります。
　空家等の所有者等の方は、定期的に
点検や雪下ろしを行うなどして、積雪
による倒壊を未然に防止するととも
に、落雪による周辺への被害を発生さ
せないよう適切な対応をしましょう。
問合せ　都市計画課建築係

　平川市水道部では、市民の皆様に安
心・安全な水を提供するため務めていま
す。近年、水道管の経年劣化の影響から、
水道管工事や火災時の消火活動（消火栓
の使用）により水道水が濁る場合があり
ます。
「赤い水が出た場合」
　水道管内の流れが変わり、錆がとれる
ことで発生する場合があります。赤い水
が発生した場合は飲用を控えてくださ
い。
「白い水が出た場合」
　水道管内に空気が入り込むことにより
発生する場合があります。
「対策」
　蛇口からしばらく放流してください。
それでもきれいにならない場合は、上下

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

相　談

休日・夜間納税窓口

ひらかわ健康ポイント対象事業
健康講座「高血糖改善塾」

注意事項
①各自でスキー用具を用意してください。
②15分前には集合してください。出発・
　解散場所からの送迎は保護者が行って
　ください。　　　　　
③欠席の場合は前日までに平賀屋内温水
　プールまでご連絡ください。
その他
　バスでの移動となります。出発場所
は、B&G尾上体育館・平賀屋内温水プー
ルのいずれかを申込時に選べます。
※現地集合（直接スキー場へ集合）も
　可能です。
申込み・問合せ　平賀屋内温水プール

　　　☎43-0665

　ダンスパフォーマンスでつなぐ交流
の絆をコンセプトに、年代、ジャンル
の異なるチームが一同に集い、ダンス
演技発表会を開催します。ふるってご
参加ください。
参加資格　1チーム2名以上（演技時間
6分以内、年齢不問）
ジャンル
　ヒップホップ、ブレイクダンス、ジャ
ズダンス、フリースタイル　他
日時　２月25日(日)　開場12時
　　　開演13時～ 16時30分（予定）
場所　文化センター
参加　無料
※保険は各自加入してください。
観覧　無料
申込方法　NPO法人平川市体育協会HP
より申込書をダウンロードし、FAXまた
はメールにてお申し込みください。
申込締切　１月27日(土)
申込み・問合せ　平賀体育館　☎44-5010

日時　２月12日(月)
　　　受付　8時30分
　　　開会式　9時00分
場所　平賀体育館
参加料　無料
参加資格　スポーツ愛好者の方
チーム構成
　１チーム８名以内（監督は選手を兼
ねる事ができる）
　登録できるのは小学生以上です。
※小学生だけの登録は不可です。
募集数　先着18チーム

申込方法　平賀体育館窓口受付にて備
え付けの申込用紙に記入のうえ直接申
し込みください。電話・FAX・メール・
郵送では受け付けできません。
申込期間　１月16日(火)～２月９日(金)
　　　　　９時～ 21時
※月曜日は休館日となります。
問合せ　平賀体育館　☎44-5010

　生徒たちが栽培した鉢花（ラン他）
および加工品や米を販売します。
日時　２月８日(木)　９時～ 15時
場所　柏農草花温室
問合せ　柏木農業高校　☎44-3015

　今回は「食事」と「糖尿病のお薬」に
ついてのお話です。
　糖尿病のお薬には様々な特徴をもつも
のが数多くあります。
　高血糖を改善するために重要な「食
事」と「糖尿病のお薬」について一緒に
学んでみませんか？
日程・内容
〈１回目〉
日時　２月６日(火)　13時30分～ 15時
内容
　自分に合った主食（ご飯・パン・麺類
など）の量を知ろう！
※電卓をご持参ください。
　いつも食べている一食分の主食をお持
ちいただければ測定します。
〈２回目〉
日時　２月14日(水)　13時30分～ 15時
内容
　血糖値をあげにくい食べ方と間食など
講師　１・２回目ともに市管理栄養士
〈３回目〉
日時　２月22日(木)
　　　13時30分～ 14時30分
内容　糖尿病のお薬の話
講師　今村クリニック　今村憲市　院長
※糖尿病の治療をされている方はお薬手
帳などをお持ちになって、自分の薬の特
徴を知りましょう。
場所　健康センター　会議室
参加料　無料
申込締切　２月２日(金)
※土・日曜日、祝日を除きます。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

おしらせ

水道水に濁りがあったときは

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）
催　し

第23回古典入門講座

国民年金保険料の割引について

今月の
おしらせ

NEWS 青少年健全育成市民大会

冬季スポーツ交流会
ソフトバレーボール大会

小学生アルペンスキー教室

平川市ダンス演技発表会

柏農「鉢花展及び加工品販売会」

　国民年金保険料のお支払いには、一定期間まとめて納付（前納）すること
による割引があります。納付方法には、納付書（現金）納付のほかに、口座
振替があります。
○「早割」による割引（口座振替のみの取り扱いです）
　当月保険料の口座振替日は通常翌月末日ですが、当月末日に振替すると月
額50円の割引となります。
○「前納」による割引
　６カ月分・１年分・２年分をまとめて納付「前納」することにより、保険
料が割引されます。

●口座振替の保険料比較（平成29年度の保険料額）

※月末が休日の場合は、翌営業日に口座振替されます。
※上記の保険料額は、平成29年度の額となります。平成30年度分の前納保険
　料額は、平成30年２月に決定される予定です。

〈申込方法〉　
　年金手帳、預金通帳、金融機関届出印をご用意の上、各金融機関または国
保年金課までお申し込みください。「６カ月前納、１年前納および２年前納」
をご希望の場合は、２月末日までにお申し込みください。
　 
　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎27-1339）にお問い合
わせください。

振替方法

毎月払い
（納付書払い、口座振替ともに）

毎月「早割」

６カ月前納

１年前納

２年前納

１年分の保険料

197,880 円
（16,490 円 ×12 回）

197,280 円
（16,440 円 ×12 回）

195,640 円
（97,820 円 ×２回）

193,730 円

378,320 円

１年分の割引額

割引なし

600 円割引
2,240 円割引

（1,120 円 ×２回）

4,150 円割引
15,640 円割引

（２年分の割引額）

口座振替日

翌月末日

当月末日

４月・10 月末日

４月末日

４月末日

空家等を所有・管理する皆様へ
落雪などにご注意ください
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婦人科検診無料クーポン券
有効期限のおしらせ

　市では、障がい者（児）の地域生活を支
援するため、第５期平川市障がい福祉計
画および第１期平川市障がい児福祉計画
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
　１月29日(月) ～２月28日(水)
閲覧方法
①市ホームページ
②本庁舎総務課
③健康センター福祉課
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
※②～⑥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、氏名および住所（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
いずれかの方法で提出してください。
①郵便
〒036-0104　平川市柏木町藤山16番地１
　健康福祉部福祉課障がい支援係    宛て
　（２月28日(水)必着）
②電子メール
　fukushi@city.hirakawa.lg.jp
③ファクシミリ   44-0068

平成 29年分確定申告書
作成会場をご利用される方へ

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

障がい（児）福祉計画（案）の
パブリックコメントを実施します

赤十字の活動資金にご協力を

農業経営収入保険がはじまります！

エコスイーツクッキング教室

今月のおしらせ

ひらかわ検定に
チャレンジしてみませんか？

④健康センター福祉課窓口へ持参
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。
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
　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　福祉課障がい支援係

　日本赤十字社青森県支部では、２月
１日より、県下一斉に「赤十字を支え
るあなたのちから」をスローガンに赤
十字会員（社員）増強・活動資金増収
運動を実施します。
　今回の募集運動より、ご支援いただ
いておりました方々の名称が変更にな
ります。これまで２千円以上のご支援
いただいておりました「特別社員」が、
「会員」となり、２千円未満のご支援
者の「普通社員」が、「協力会員」と変
更になります。
　また、これまで「社費」と呼ばれて
いた赤十字活動資金の名称が「会費」
に改められます。
　同社では、災害救護活動のほか、地
域などで福祉活動を推進する赤十字奉
仕団の育成、子どもたちの心を育む青
少年赤十字の育成など、多岐にわたる
活動を行っています。
　赤十字の様々な活動は、皆さまから
寄せられる善意によって支えられてお
りますので、「赤十字活動資金（会費・
寄付金）」へのご協力をお願いいたしま
す。
問合せ
▷福祉課福祉総務係
▷日本赤十字社青森県支部組織振興課

　☎017-722-2011

　４月から新たに入所を希望される方の
申込期限（１回目）が１月31日(水)ま
でとなっています。
　定員に余剰のある保育園などについて
は２月以降も受付しますが、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。
受付期限
　１回目　１月31日(水)
　２回目　２月28日(水)
※いずれも土・日曜日、祝日を除きます。
問合せ　子育て支援課子育て支援係

　市では女性特有のがん検診推進事業と
して、一定の年齢に達した女性に対し『子
宮頸がん及び乳がん検診無料クーポン
券』を昨年８月に郵送しました。有効期
限が近づいていますので、早めに指定の
医療機関で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）。
有効期限　２月28日(水)
　無料クーポン券を紛失された場合は再発
行いたしますのでお問い合わせください。
　また、検診の内容については16ページ
をご覧ください。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　青森県特定（産業別）最低賃金が改正
されました。金額は次のとおりです。
①鉄鋼業　時間額　855円
②電子部品・デバイス・電子回路、電気
　機械器具、情報通信機械器具製造業
　時間額　785円
③各種商品小売業　時間額　777円
④自動車小売業　時間額　817円

保育園等入所申込について

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

　詳細は、青森県労働局ホームページか
らもご覧になれます。
問合せ　青森県労働局労働基準部賃金室

　☎017-734-4114

　黒石税務署の申告書作成会場は、黒石
税務署１階会議室です。
開設期間　２月16日(金)～３月15日(木)
※土、日曜日を除きます。
　会場開設前は、申告書作成会場を設置
しておりません。少ない職員での対応と
なり、長時間お待ちいただく場合がござ
いますので、会場開設期間中にお越しく
ださい。
開設時間　９時～ 17時
※申告書の作成に１時間以上要する場合
　がありますので、16時前のご来場にご
　協力願います。
問合せ　黒石税務署　☎52-4111
※１月17日から３月15日の期間は、自
　動音声案内で「０」番を、それ以外の期
　間は「１」番を選択してください。「電
　話相談センター」につながります。

日時　２月22日(木)・23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」
申込期間
　２月５日(月) ～２月11日(日) 
　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（150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
　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

　収入保険が、平成31年からスタートし
ます。これまでの農業共済は､品目が限
定され､価格低下による収入減は対象外
でしたが、新しく導入される収入保険で
は、保険料の農家負担掛金率は１％程度
で、加入方法によっては、農家ごとの平
均収入の８割以上の収入を確保すること
ができます。
※掛金率は現時点の試算であり、今後、
　危険段階ごとに定めます。
　米、野菜、果樹、たばこ、茶、しいたけ、
はちみつなど、農産物ならどんな品目で
も対象になります！
※マルキンなどの対象である肉用牛、
　肉用子牛、肉豚および鶏卵は対象外
　です。
　加入対象者は、青色申告を行ってい
る農業者で、加入申請時に１年分の実
績があれば加入することができます（簡
易な方式でも可）。
　加入条件や補償内容など詳しいこと
は、ひろさき広域農業共済組合にお問
い合わせください。
問合せ
　ひろさき広域農業共済組合　☎28-5700
　Eメール nosaihr-somu@eco.ocn.ne.jp

　残りがちなシリアル食品と牛乳パック
の型紙を使って、スイーツを作ってみま
せんか？
日時　２月10日(土)　９時30分～12時
場所　弘前地区環境整備センタープラザ棟
講師　プラザ棟職員
募集定員　15人（小学生以下の参加は
保護者の同伴が必要）
参加料　無料
持参する物
　エプロン、ティースプーン、板チョ
コレート１枚、空の牛乳パック１個

申込開始　１月28日(日)　９時～
※月曜日は休館日です。月曜日が祝日
　の場合は翌日が休館日となります。
※お申し込みの際は電話でお申し込み
　ください（受付時間９時～ 16時）。
申込み・問合せ
　弘前地区環境整備センタープラザ棟

☎36-3388

　市観光協会では、平川市に関する歴
史、文化、観光などの知識を問う「ひら
かわ検定」を実施します。
　また、ひらかわ検定初級編の受験者
を対象に「ひらかわ検定初級編集中講
座」も実施します。無料でどなたでも
受講できますので、お気軽にお申し込
みください。
ひらかわ検定（初級・中級）
　日時　３月４日(日)
　時間　９時30分～ 11時
　場所　生涯学習センター
ひらかわ検定初級編集中講座
　日時　２月18日(日)
　時間　10時～ 11時30分
　場所　生涯学習センター
共通事項
　申込締切　２月16日(金)
申込方法 
　チラシ裏面の申込用紙に必要事項を
記入して持参またはFAXかメールにて
お申し込みください。
※中級を受験できるのは初級合格者の
　みです。検定の詳細は市観光協会ホー
　ムページをご覧ください。
申込み・問合せ　(一社)平川市観光協会
　☎40-2231　FAX40-2232
　Eメール hikankou@jomon.ne.jp

青森県特定（産業別）最低賃金
改正のおしらせ

有
料
広
告

有
料
広
告

広報ひらかわに広告を掲載しませんか？

　

発行日　毎月15日（発行日が休日の場合は前後の平日）
発行部数　11,200部/月
掲載料　縦44mm×横  84mm　カラー　20,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    15,000円
　　　　縦44mm×横179mm    カラー　40,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    30,000円
※詳細につきまして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）

有
料
広
告
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婦人科検診無料クーポン券
有効期限のおしらせ

　市では、障がい者（児）の地域生活を支
援するため、第５期平川市障がい福祉計
画および第１期平川市障がい児福祉計画
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
　１月29日(月) ～２月28日(水)
閲覧方法
①市ホームページ
②本庁舎総務課
③健康センター福祉課
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
※②～⑥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、氏名および住所（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
いずれかの方法で提出してください。
①郵便
〒036-0104　平川市柏木町藤山16番地１
　健康福祉部福祉課障がい支援係    宛て
　（２月28日(水)必着）
②電子メール
　fukushi@city.hirakawa.lg.jp
③ファクシミリ   44-0068

平成 29年分確定申告書
作成会場をご利用される方へ

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

障がい（児）福祉計画（案）の
パブリックコメントを実施します

赤十字の活動資金にご協力を

農業経営収入保険がはじまります！

エコスイーツクッキング教室

今月のおしらせ

ひらかわ検定に
チャレンジしてみませんか？

④健康センター福祉課窓口へ持参
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。
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
　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　福祉課障がい支援係

　日本赤十字社青森県支部では、２月
１日より、県下一斉に「赤十字を支え
るあなたのちから」をスローガンに赤
十字会員（社員）増強・活動資金増収
運動を実施します。
　今回の募集運動より、ご支援いただ
いておりました方々の名称が変更にな
ります。これまで２千円以上のご支援
いただいておりました「特別社員」が、
「会員」となり、２千円未満のご支援
者の「普通社員」が、「協力会員」と変
更になります。
　また、これまで「社費」と呼ばれて
いた赤十字活動資金の名称が「会費」
に改められます。
　同社では、災害救護活動のほか、地
域などで福祉活動を推進する赤十字奉
仕団の育成、子どもたちの心を育む青
少年赤十字の育成など、多岐にわたる
活動を行っています。
　赤十字の様々な活動は、皆さまから
寄せられる善意によって支えられてお
りますので、「赤十字活動資金（会費・
寄付金）」へのご協力をお願いいたしま
す。
問合せ
▷福祉課福祉総務係
▷日本赤十字社青森県支部組織振興課

　☎017-722-2011

　４月から新たに入所を希望される方の
申込期限（１回目）が１月31日(水)ま
でとなっています。
　定員に余剰のある保育園などについて
は２月以降も受付しますが、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。
受付期限
　１回目　１月31日(水)
　２回目　２月28日(水)
※いずれも土・日曜日、祝日を除きます。
問合せ　子育て支援課子育て支援係

　市では女性特有のがん検診推進事業と
して、一定の年齢に達した女性に対し『子
宮頸がん及び乳がん検診無料クーポン
券』を昨年８月に郵送しました。有効期
限が近づいていますので、早めに指定の
医療機関で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）。
有効期限　２月28日(水)
　無料クーポン券を紛失された場合は再発
行いたしますのでお問い合わせください。
　また、検診の内容については16ページ
をご覧ください。
申込み・問合せ　健康推進課健康増進係

　青森県特定（産業別）最低賃金が改正
されました。金額は次のとおりです。
①鉄鋼業　時間額　855円
②電子部品・デバイス・電子回路、電気
　機械器具、情報通信機械器具製造業
　時間額　785円
③各種商品小売業　時間額　777円
④自動車小売業　時間額　817円

保育園等入所申込について

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

　詳細は、青森県労働局ホームページか
らもご覧になれます。
問合せ　青森県労働局労働基準部賃金室

　☎017-734-4114

　黒石税務署の申告書作成会場は、黒石
税務署１階会議室です。
開設期間　２月16日(金)～３月15日(木)
※土、日曜日を除きます。
　会場開設前は、申告書作成会場を設置
しておりません。少ない職員での対応と
なり、長時間お待ちいただく場合がござ
いますので、会場開設期間中にお越しく
ださい。
開設時間　９時～ 17時
※申告書の作成に１時間以上要する場合
　がありますので、16時前のご来場にご
　協力願います。
問合せ　黒石税務署　☎52-4111
※１月17日から３月15日の期間は、自
　動音声案内で「０」番を、それ以外の期
　間は「１」番を選択してください。「電
　話相談センター」につながります。

日時　２月22日(木)・23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」
申込期間
　２月５日(月) ～２月11日(日) 
　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（150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
　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

　収入保険が、平成31年からスタートし
ます。これまでの農業共済は､品目が限
定され､価格低下による収入減は対象外
でしたが、新しく導入される収入保険で
は、保険料の農家負担掛金率は１％程度
で、加入方法によっては、農家ごとの平
均収入の８割以上の収入を確保すること
ができます。
※掛金率は現時点の試算であり、今後、
　危険段階ごとに定めます。
　米、野菜、果樹、たばこ、茶、しいたけ、
はちみつなど、農産物ならどんな品目で
も対象になります！
※マルキンなどの対象である肉用牛、
　肉用子牛、肉豚および鶏卵は対象外
　です。
　加入対象者は、青色申告を行ってい
る農業者で、加入申請時に１年分の実
績があれば加入することができます（簡
易な方式でも可）。
　加入条件や補償内容など詳しいこと
は、ひろさき広域農業共済組合にお問
い合わせください。
問合せ
　ひろさき広域農業共済組合　☎28-5700
　Eメール nosaihr-somu@eco.ocn.ne.jp

　残りがちなシリアル食品と牛乳パック
の型紙を使って、スイーツを作ってみま
せんか？
日時　２月10日(土)　９時30分～12時
場所　弘前地区環境整備センタープラザ棟
講師　プラザ棟職員
募集定員　15人（小学生以下の参加は
保護者の同伴が必要）
参加料　無料
持参する物
　エプロン、ティースプーン、板チョ
コレート１枚、空の牛乳パック１個

申込開始　１月28日(日)　９時～
※月曜日は休館日です。月曜日が祝日
　の場合は翌日が休館日となります。
※お申し込みの際は電話でお申し込み
　ください（受付時間９時～ 16時）。
申込み・問合せ
　弘前地区環境整備センタープラザ棟

☎36-3388

　市観光協会では、平川市に関する歴
史、文化、観光などの知識を問う「ひら
かわ検定」を実施します。
　また、ひらかわ検定初級編の受験者
を対象に「ひらかわ検定初級編集中講
座」も実施します。無料でどなたでも
受講できますので、お気軽にお申し込
みください。
ひらかわ検定（初級・中級）
　日時　３月４日(日)
　時間　９時30分～ 11時
　場所　生涯学習センター
ひらかわ検定初級編集中講座
　日時　２月18日(日)
　時間　10時～ 11時30分
　場所　生涯学習センター
共通事項
　申込締切　２月16日(金)
申込方法 
　チラシ裏面の申込用紙に必要事項を
記入して持参またはFAXかメールにて
お申し込みください。
※中級を受験できるのは初級合格者の
　みです。検定の詳細は市観光協会ホー
　ムページをご覧ください。
申込み・問合せ　(一社)平川市観光協会
　☎40-2231　FAX40-2232
　Eメール hikankou@jomon.ne.jp

青森県特定（産業別）最低賃金
改正のおしらせ
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広報ひらかわに広告を掲載しませんか？

　

発行日　毎月15日（発行日が休日の場合は前後の平日）
発行部数　11,200部/月
掲載料　縦44mm×横  84mm　カラー　20,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    15,000円
　　　　縦44mm×横179mm    カラー　40,000円
　　　　　　　　　　　　　　   白黒　    30,000円
※詳細につきまして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）
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