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　１月20日、水木ナリさん（町居）がめで
たく100歳を迎えられ、顕彰状と記念品が
贈呈されました。
　水木さんは米やリンゴ作りに励み、５人
の子どもと11人の孫、17人のひ孫に恵まれ
ました。
　水木さんに顕彰状を手渡した長尾市長は
「市では健康長寿青森県ナンバーワンを目
指しているが、皆さんの手本となるように
今後も元気な姿を見せてほしい」とあいさ
つし、水木さんの長寿を称えました。親族
代表の水木裕之さんは「これからも皆さん
のお世話になりながら、元気に過ごしても
らいたい」と述べました。

　昨年12月17日にむつ市で開催された「第９回東奥日報
社杯争奪第29回青森県少年サッカー新人大会」で尾上サッ
カークラブが優勝し、１月10日に長尾市長を表敬訪問し
て報告を行いました。
　尾上サッカークラブは今回の優勝により、３月に福島
県で行われる「JA全農杯チビリンピック2018小学生８人
制サッカー大会」と宮城県で行われる「第42回宮城県サッ
カースポーツ少年団フェスティバル大会」の出場が決まっ
ています。キャプテンの小森光稀くん（金田小５年）は「練
習の成果を出し切れるよう、チーム一丸となって戦って
きたい」と健闘を誓いました。

尾上ＳＣ県少年サッカー新人大会優勝

100 歳おめでとうございます 市民文化祭で市民歌ダンスを披露
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市内の話題

　１月17日から、文化センターで平川市民
文化祭2017が始まりました。約１か月を通
して行われる文化祭では、作品展示やジャ
ズライブなど、様々な催しものが行われま
した。
　21日には、市民が歌や踊りなどを披露す
る「舞台発表」が行われ、29組が参加しま
した。出演者は、日頃の成果を存分に発揮
し、会場からは大きな拍手が送られていま
した。
　このうち、こども園あらや、町居保育園、
AOMORI花嵐桜組は平川市民歌のダンスを
披露し、最後は観衆と一緒になって踊り、
会場は大いに盛り上がりました。
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　このたびの平川市長選挙におきましては、市民
の皆様のご信任を賜り、引き続き２期目の市政を
担わせていただくことになりました。
　この選挙期間中に、市民の皆様からいただいた
市政への思い、ご意見をしっかりと受け止め、あ
らためて私に課された使命と責任の重大さを痛感
し、身の引き締まる思いであります。
　私は、１期目の取り組みとして、「対話と実行」「透
明性と発信力」「公正・公平」の三つの基本姿勢を
軸とし、子供が元気、スポーツで元気などの「元
気なまちづくりプロジェクト10」を公約に掲げ、
これまでまちづくりを進めてまいりました。
　現在、我が国では、人口減少、少子高齢化とい
う大きな課題に直面しております。本市において
も年間250人前後のペースで人口が減少しており
ますが、平川市をさらに発展させ、平川市に住ん
で良かったと思えるまちにするため、今年度から
第２次平川市長期総合プランをスタートさせまし
た。「１．子育てしやすさナンバーワンのまち」

「２．住み良さを実感できるまち」「３．健康長寿
青森県ナンバーワンのまち」「４．新エネルギーで
環境にやさしいまち」「５．新たな食の産業を創出
するまち」「６．海外に目を向けた観光・交流のま
ち」「７．スポーツで元気なまち」これら７つのま
ちづくりを進め、本市の将来像である「あふれる
笑顔　くらし輝く　平川市」の実現に向け、計画事
業を着実に展開してまいります。
　これから2020年度にかけ建設を進めている新
本庁舎は、耐震化を施したワンフロアサービスを
提供できる施設となり、新体育館は災害時の避難
所としての機能を併せ持つ施設となります。今後
も将来を見据え健全な財政規律を守りつつ、安全・
安心なまちづくりを進めてまいります。
　引き続き、チーム平川の先頭に立ち、市民が主
役の、市民のくらしが輝くまちの実現に向け、市
政運営に努めてまいりますので、市民の皆様をは
じめ、関係各位の一層のご支援、ご協力をお願い
申し上げます。

元気な平川市をさらに前進させるために

長尾市長　２期目に向けて
　任期満了に伴い、平成30年１月28日に行われ
た平川市長選挙において、長尾忠行氏が再選され
ました。
　２月５日に市民や職員に出迎えられながら市役
所本庁舎への登庁を行い、市政2期目のスタート
を切りました。

プロフィール

　
ながお

長尾　
ただゆき

忠行
1949年３月、旧平賀町生まれ。
東京農業大学農学部卒。平賀町議会議員を経て青森県
議会議員（第76代議長を務める）。議会改革検討委員
会委員長。
趣味は読書と野球など。
広船地区在住。

登庁セレモニーで花束を受け取る長尾市長

市長就任
あいさつ

問合せ：子育て支援課　子育て支援係　☎44-1111（内線1152）

２月１日から
平川市

子育てアプリ
配信スタート！

　右のQRコードを読み取り、ダウンロード画面にアクセスするか、もしくは、
Androidの場合は「Google　Play」、iOSの場合は「App　Store」で、「平川市　子育て」
などで検索してください。
※アプリは無料ですが、通信料は利用者の負担となります。

『平川市子育てアプリ』は、妊娠
期からの子育て家庭を対象に、子
育てをサポートする情報や市内子
育て関連施設のマップ、予防接種
情報や成長日記機能などを提供す
るアプリです。

　アプリ利用者の登録した情報（生年月日
など）に応じた子育てに関するおしらせ
（妊婦健診・乳幼児健診や予防接種の時期
到来の通知など）を配信します。

　子育て世帯に必要な手当や子ど
も医療費助成などの内容、健診や
予防接種情報、相談の窓口、保育
所・幼稚園など、平川市の子育て
サービスの情報を簡単に調べられ
ます。

　平川市が実施する子育て関連の
イベントを一覧で確認。分野指定
でお子さんに合ったイベントの検
索もできます。

　保育所や幼稚園、
学校などのマップ検
索ができ、現在地か
らの距離や順路が簡
単に分かり、施設情
報も調べられます。

　お子様の体重や身
長、写真、コメント
を登録することで、
成長グラフの管理や
日記がスマホで楽し
めます。
　また、妊娠期のお母
さんの健診や体重を
記録して健康管理も
できます。

　定期・任意で受け
る予防接種の概要や
接種回数、接種のタ
イミングを表示、さ
らに、接種した日を
登録すれば「いつ・
何回接種した？」も
確認できます。

　日記や予防接種の機能で、健診や予防接種の予定を登録すれば、前日
にプッシュ通知でリマインドできます。

機能内容
N
EW

子育てアプリメニュー画面（例）

施設のマップを
簡単に探せて、
順路も検索できる！

利用者にぴったりの情報をお届け！

子育て支援などの
情報をすばやく
確認できる！

近日のイベント
が分かる！

成長日記が作れる！ 予防接種の種類と
予定が分かる！

健診・予防接種の予定リマインド

Android 用 iOS 用

入手方法
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おもちゃや教材を使いながら、一人一人のお子
さんに合った、こどばの発達や生活習慣の確立
のお手伝いをします。

・利用希望の方は、４月に担当の療育指導員
　と面談があります。
・利用は無料ですが、保護者の同意が必要
　です。
・利用希望の保護者の方は、担当までお問
　い合わせください。

現在、黒石市の中郷小学校ことばの教室へ
通っているお子さんは、平成30年４月以降
平川市の幼児サポート教室を利用すること
になります。

お子さんの心配な点について相談を受け、保護者
の方と望ましい養育について一緒に考えます。

個別指導

？！ ♪

未就学児童指導教室
（幼児サポート教室）平成30

年４月

　スター
ト 実施場所／

尾上分庁舎ことばやその他発達に心配のある幼児
( 小学校入学前まで ) のための教室です。

サポートするお子さん

回数：週１回から月１回程度
時間：１回の指導は45分

保護者やこども園、保育園、幼稚園の先生も支援します。

ことばの数が少なかったり、
ことばがつながらなかったりする

発音が不明瞭で聞き取りにくかったり、
発音に誤りがあったりする

呼んでも気づかないことが多く、
聞こえにくさがある

話すとき、つかえたり、
くり返したりする

人前で話したがらない

お友だちとトラブルに
なりやすかったり、
一人で遊んだりすることが多い

おとなの言うことが
理解できないようで、
自分本位な行動が目立つ

食事、排泄などの生活習慣が
なかなか確立しない

落ち着かない、話す相手と
目が合いにくい

問合せ：健康推進課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

※回数や曜日、時間帯は保護者
　と担当の療育指導員が相談
　しながら決めます。

サポート内容 利用方法

教育相談

など…

平成３０年度

奨学金のご案内
資　格

□提出期限

□申請書類配布場所

借入れができる額 ( 借入限度額 )

利子および返済方法

初回貸付時期

申込み・問合せ：学校教育課　教育振興係　☎44-1111（内線 2262）

①市内に１年以上住所を有している家庭の学生で、
　高等学校、短期大学（学校教育法に規定する専修
　学校を含む）、高等専門学校、大学および大学院に
　入学する方または在学している方
②生計を共にする方の事情により、奨学金の借入れ
　がなければ入学および在学が困難な方
③次の制度を利用しない方
　・日本学生支援機構管轄の奨学金制度全般
　・社会福祉協議会の教育支援金制度
　・母子・寡婦福祉資金の就学資金制度または就学
　　支度資金制度
※奨学金借入れには審査および所得制限があります。
　審査の結果、借入れができない場合もありますの
　で、ご了承ください。所得制限など、詳しくはお問
　い合わせください。

公立高等学校
私立高等学校
短期大学・専修学校
高等専門学校
大学・大学院

修学資金 ( 月額 )
10,000 円以内
15,000 円以内

30,000 円以内

入学支度金 　
100,000 円以内
150,000 円以内

200,000 円以内

　３月28日(水)まで

　教育委員会学校教育課（尾上総合支所２階）

※葛川支所の所管区域に住所を有し、中学校を卒業した
　方の高校修学資金は、公立私立を問わず 15,000 円以内
　（月額）です。

　奨学金の借入れは無利子で、学校を卒業した年の翌年
から10年間を限度として返済していただきます。

　５月下旬予定

20,000 円以内 200,000 円以内

問合せ：農林課　食産業振興係　☎44-1111（内線2177 ）

食
育
通
信

【材料（４人分）】

KOME
I

H

IR
AKAWA 佐藤  朋子  さん　(秋田県北秋田市 )

◆ 優秀賞 ◆
「ぎゅっとまるごと！
桃ダブルチーズタルト」

レモン汁
水
グラニュー糖
桃
ピーチティー
グラニュー糖
アガー
水
ミント
すぐり

2.5ml
250ml
62g
２個
400ml
50g
10g

100ml
少々
少々

「
ひ
ら
か
わ
元
気
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト

稲部  恵子  さん　(平川市 )

◆ 最優秀賞 ◆
「きらきらピーチ」

①鍋に水、グラニュー糖を入れ
　弱火でグラニュー糖がよく溶
　けるまでかき混ぜ火を止める。
②やわらかくしたゼラチンリー
　フの水を切って①の鍋に入れ
　よくかき混ぜる。
③レモン汁を①に入れかき混ぜ
　目の細かいざるでこしながら
　容器に入れ冷蔵庫で固める。

①桃にナイフで切れ目を入れ半
　分にし種を取る。
②16 枚にスライスする。

１．クラッシュゼリーを作る

２．桃を加工する

３．ピーチティゼリーを作る ( 盛付 )
ゼラチンリーフ
(板ゼラチン ) 9g

　９月３日、ひらかわフェスタ 2017 イベント会場で
行われました。
　「ひらかわ元気ファミリー」レシピコンテスト「津軽
の桃スイーツ部門」の最優秀賞をご紹介します。

①グラニュー糖、アガーを混ぜ合わせる。
②鍋に水を入れ、①を少しずつ加えて木べらで混ぜて
　溶かす。
③アガーが完全に溶けたら火からおろしてピーチティー
　を加えかき混ぜる。
④タッパーにスライスした桃を並べ③を入れ冷蔵庫
　で固める（１時間位）。
⑤デザートカップに桃スライス８枚、ピーチティゼリー
　をスプーンですくって入れる。
⑥クラッシュゼリーをナイフで食べやすい大きさに
　カットし ( あらみじん )、ピーチティゼリーの上に
　のせる。
⑦ミントの葉とすぐり３粒を飾る。
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おもちゃや教材を使いながら、一人一人のお子
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・利用希望の方は、４月に担当の療育指導員
　と面談があります。
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保護者やこども園、保育園、幼稚園の先生も支援します。

ことばの数が少なかったり、
ことばがつながらなかったりする

発音が不明瞭で聞き取りにくかったり、
発音に誤りがあったりする

呼んでも気づかないことが多く、
聞こえにくさがある

話すとき、つかえたり、
くり返したりする

人前で話したがらない

お友だちとトラブルに
なりやすかったり、
一人で遊んだりすることが多い

おとなの言うことが
理解できないようで、
自分本位な行動が目立つ

食事、排泄などの生活習慣が
なかなか確立しない

落ち着かない、話す相手と
目が合いにくい

問合せ：健康推進課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

※回数や曜日、時間帯は保護者
　と担当の療育指導員が相談
　しながら決めます。

サポート内容 利用方法
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など…

平成３０年度

奨学金のご案内
資　格

□提出期限

□申請書類配布場所

借入れができる額 ( 借入限度額 )

利子および返済方法

初回貸付時期

申込み・問合せ：学校教育課　教育振興係　☎44-1111（内線 2262）
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　審査の結果、借入れができない場合もありますの
　で、ご了承ください。所得制限など、詳しくはお問
　い合わせください。

公立高等学校
私立高等学校
短期大学・専修学校
高等専門学校
大学・大学院

修学資金 ( 月額 )
10,000 円以内
15,000 円以内

30,000 円以内

入学支度金 　
100,000 円以内
150,000 円以内

200,000 円以内

　３月28日(水)まで

　教育委員会学校教育課（尾上総合支所２階）

※葛川支所の所管区域に住所を有し、中学校を卒業した
　方の高校修学資金は、公立私立を問わず 15,000 円以内
　（月額）です。

　奨学金の借入れは無利子で、学校を卒業した年の翌年
から10年間を限度として返済していただきます。

　５月下旬予定

20,000 円以内 200,000 円以内
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◆ 最優秀賞 ◆
「きらきらピーチ」

①鍋に水、グラニュー糖を入れ
　弱火でグラニュー糖がよく溶
　けるまでかき混ぜ火を止める。
②やわらかくしたゼラチンリー
　フの水を切って①の鍋に入れ
　よくかき混ぜる。
③レモン汁を①に入れかき混ぜ
　目の細かいざるでこしながら
　容器に入れ冷蔵庫で固める。

①桃にナイフで切れ目を入れ半
　分にし種を取る。
②16 枚にスライスする。

１．クラッシュゼリーを作る

２．桃を加工する

３．ピーチティゼリーを作る ( 盛付 )
ゼラチンリーフ
(板ゼラチン ) 9g

　９月３日、ひらかわフェスタ 2017 イベント会場で
行われました。
　「ひらかわ元気ファミリー」レシピコンテスト「津軽
の桃スイーツ部門」の最優秀賞をご紹介します。

①グラニュー糖、アガーを混ぜ合わせる。
②鍋に水を入れ、①を少しずつ加えて木べらで混ぜて
　溶かす。
③アガーが完全に溶けたら火からおろしてピーチティー
　を加えかき混ぜる。
④タッパーにスライスした桃を並べ③を入れ冷蔵庫
　で固める（１時間位）。
⑤デザートカップに桃スライス８枚、ピーチティゼリー
　をスプーンですくって入れる。
⑥クラッシュゼリーをナイフで食べやすい大きさに
　カットし ( あらみじん )、ピーチティゼリーの上に
　のせる。
⑦ミントの葉とすぐり３粒を飾る。
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平成30年産
水稲生産実施計画書等
の受付について

問合せ：平川市農業再生協議会（農林課内）　☎44-1111（内線2174）

　水稲生産実施計画書等の受付(転作の受付)を次の
日程により実施します。当日は農協による米の予約
受付、NOSAI弘前による水稲共済受付も同時に行わ
れます。受付月日および時間を確認の上、会場まで
お越しください。

　「農業者」は需要に応じた米の生産・販売の推進に関する
要領で、実施計画書を提出することとなっています。
　また、水稲や転作作物の作付けを行う農地の把握、水稲
共済への加入申し込みも兼ねていますので、水田を所有さ
れている ( 借りている ) 農家の方全員に、提出いただくよう
お願いしています。

①平成30年産米生産数量目標等について
②水田耕作台帳
③印鑑(シャチハタ以外の認印)
※①、②は２月中旬以降に順次発送します。

平賀・尾上全地域 
平賀地域

尾上地域

◆　日　程　◆

持ち物

月日 時　間 地区名 受付会場
三町会農業研修センター

館田地区農業推進拠点施設

平賀農村婦人の家

苗生松多目的集会所

新屋多目的集会所

本町コミュニティセンター

克雪管理センター

小国コミュニティセンター

松館農業研修センター

杉館集会施設

岩館地区構造改善センター

原田農業研修センター

飛鳥会館

荒田農業研修センター

大光寺コミュニティセンター

大坊コミュニティセンター

尾崎多目的研修集会施設

広船地区構造改善センター

鳥海会館

平田森多目的集会所

小和森多目的研修集会施設

柏木町コミュニティセンター

石郷多目的研修集会施設

向陽多目的研修集会施設

唐竹多目的集会所

新館集落センター

三町会

館田

館山・松崎

苗生松

新屋

本町

葛川

小国

松館

杉館

岩館

原田

町居

荒田

大光寺

大坊

尾崎

広船

沖館

平田森

小和森

柏木町

石郷

向陽

唐竹

新館

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

13：30～ 14：15

15：00～ 15：45

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

２/27
（火）

新山地区担い手センター

八幡崎地区農業研修センター

新屋町会館

李平地区集落改善センター

南田中ふれあいセンター

日沼地区コミュニティ施設

蒲田地区担い手センター

長田地区担い手センター

高木集落会館

金屋地区多目的研修施設

尾上総合支所１階会議室

新山

八幡崎

新屋町

李平

南田中

日沼

蒲田

長田

高木

金屋

尾上・南田

中佐渡

上猿賀

西猿賀

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

月日 時　間 地区名 受付会場

尾上総合支所１階会議室
平賀・尾上

全地域
17：00～ 19：00

月日 時　間 地区名 受付会場

碇ヶ関総合支所１階ロビー碇ヶ関
10：00～ 11：30

13：30～ 14：30

月日 時　間 地区名 受付会場

碇ヶ関地域 

※指定された日時でご都合のつかない方は随時受付いたし
　ます。

平賀・尾上地域の方
　農林課（尾上総合支所１階）　2/27（火）～3/30（金）まで
碇ヶ関地域の方
　碇ヶ関市民生活課（碇ヶ関総合支所１階）
　3/12（月）～ 3/30（金）まで

２/28
（水）

３/１
（木）

３/６
（火）

３/７
（水）

３/８
（木）

３/12
（月）

３/13
（火）

３/14
（水）

３/15
（木）

３/15
（木）

　戦後70周年に当たり、今日のわが国の平和と繁栄
の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などの遺
族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意
を表すため、償還額を年５万円に増額するとともに、
５年ごとに国債を交付することとしています。

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成27年４月
１日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻や父母など）がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給
となります。

額面25万円、５年償還の記名国債

平成27年４月１日から

※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金  
　を受けることができなくなります。
※平成27年４月１日以降に上記支給対象
　者が亡くなった場合、相続人による請
　求および受給が可能です。

支給内容

請求期間

請求窓口

平成30年４月２日まで

戦没者などの
ご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金の
請求期限が近づいています

問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの
　要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わりま
　す。

※戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を
　有していた方に限ります。

▷健康センター　　福祉課福祉総務係
▷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

１ 平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
　 よる弔慰金の受給権を取得した方
２ 戦没者などの子
３ 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

４ 上記１から３以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪
　 など)

支給対象者

　農業者年金は、農業者の安心で豊かな老後のためにつくられた、少子高齢化時代に
強い積立方式(確定拠出型)の公的年金制度です。

政策支援加入の場合は、保険料の国庫補助を受けることが

できます(月額保険料は２万円固定)。

保険料の額は月２万円～６万

7,000円の範囲で自由に決める

ことができ(通常加入の場合)、

自由に加入・脱退することがで

きます。

＜政策支援加入要件＞
・39歳以下
・農業所得900万円以下
・認定農業者で青色申告者またはそれらの者と家族経営協定を
　締結している者

認定農業者で青色申告者
認定就農者で青色申告者

35歳まで(25歳の場合は10年以内)に区分１の者
となることを約束した者

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満
たす者で、３年以内に両方を満たすことを約束し
た者

区分１または２のものと家族経営協定を締結し経
営に参画している配偶者または後継者

農業者年金に加入しませんか？

詳しくは農業委員会 ( 尾上総合支所内 ) までお問い合わせください。

１
２

国庫補助額
35歳未満 35歳以上

３

４

５

区分 必要な要件

6,000円10,000円

6,000円

6,000円 4,000円

ー

問合せ：農業委員会　事務局　☎44-1111（内線 2153）

次の要件を満たす方なら、

どなたでも加入できます。

終身年金で、80歳までは死亡一

時金があります。

支払った保険料の全額が、社会

保険料控除の対象となります。

・国民年金第１号被保険者
※国民年金保険料納付免除者を除きます。
・年間60日間以上農業に従事
・60歳未満

6,000円
6,000円

10,000円
10,000円
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平成30年産
水稲生産実施計画書等
の受付について

問合せ：平川市農業再生協議会（農林課内）　☎44-1111（内線2174）

　水稲生産実施計画書等の受付(転作の受付)を次の
日程により実施します。当日は農協による米の予約
受付、NOSAI弘前による水稲共済受付も同時に行わ
れます。受付月日および時間を確認の上、会場まで
お越しください。

　「農業者」は需要に応じた米の生産・販売の推進に関する
要領で、実施計画書を提出することとなっています。
　また、水稲や転作作物の作付けを行う農地の把握、水稲
共済への加入申し込みも兼ねていますので、水田を所有さ
れている ( 借りている ) 農家の方全員に、提出いただくよう
お願いしています。

①平成30年産米生産数量目標等について
②水田耕作台帳
③印鑑(シャチハタ以外の認印)
※①、②は２月中旬以降に順次発送します。

平賀・尾上全地域 
平賀地域

尾上地域

◆　日　程　◆

持ち物

月日 時　間 地区名 受付会場
三町会農業研修センター

館田地区農業推進拠点施設

平賀農村婦人の家

苗生松多目的集会所

新屋多目的集会所

本町コミュニティセンター

克雪管理センター

小国コミュニティセンター

松館農業研修センター

杉館集会施設

岩館地区構造改善センター

原田農業研修センター

飛鳥会館

荒田農業研修センター

大光寺コミュニティセンター

大坊コミュニティセンター

尾崎多目的研修集会施設

広船地区構造改善センター

鳥海会館

平田森多目的集会所

小和森多目的研修集会施設

柏木町コミュニティセンター

石郷多目的研修集会施設

向陽多目的研修集会施設

唐竹多目的集会所

新館集落センター

三町会

館田

館山・松崎

苗生松

新屋

本町

葛川

小国

松館

杉館

岩館

原田

町居

荒田

大光寺

大坊

尾崎

広船

沖館

平田森

小和森

柏木町

石郷

向陽

唐竹

新館

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

13：30～ 14：15

15：00～ 15：45

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

２/27
（火）

新山地区担い手センター

八幡崎地区農業研修センター

新屋町会館

李平地区集落改善センター

南田中ふれあいセンター

日沼地区コミュニティ施設

蒲田地区担い手センター

長田地区担い手センター

高木集落会館

金屋地区多目的研修施設

尾上総合支所１階会議室

新山

八幡崎

新屋町

李平

南田中

日沼

蒲田

長田

高木

金屋

尾上・南田

中佐渡

上猿賀

西猿賀

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

月日 時　間 地区名 受付会場

尾上総合支所１階会議室
平賀・尾上

全地域
17：00～ 19：00

月日 時　間 地区名 受付会場

碇ヶ関総合支所１階ロビー碇ヶ関
10：00～ 11：30

13：30～ 14：30

月日 時　間 地区名 受付会場

碇ヶ関地域 

※指定された日時でご都合のつかない方は随時受付いたし
　ます。

平賀・尾上地域の方
　農林課（尾上総合支所１階）　2/27（火）～3/30（金）まで
碇ヶ関地域の方
　碇ヶ関市民生活課（碇ヶ関総合支所１階）
　3/12（月）～ 3/30（金）まで

２/28
（水）

３/１
（木）

３/６
（火）

３/７
（水）

３/８
（木）

３/12
（月）

３/13
（火）

３/14
（水）

３/15
（木）

３/15
（木）

　戦後70周年に当たり、今日のわが国の平和と繁栄
の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などの遺
族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意
を表すため、償還額を年５万円に増額するとともに、
５年ごとに国債を交付することとしています。

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成27年４月
１日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻や父母など）がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給
となります。

額面25万円、５年償還の記名国債

平成27年４月１日から

※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金  
　を受けることができなくなります。
※平成27年４月１日以降に上記支給対象
　者が亡くなった場合、相続人による請
　求および受給が可能です。

支給内容

請求期間

請求窓口

平成30年４月２日まで

戦没者などの
ご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金の
請求期限が近づいています

問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの
　要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わりま
　す。

※戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を
　有していた方に限ります。

▷健康センター　　福祉課福祉総務係
▷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

１ 平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
　 よる弔慰金の受給権を取得した方
２ 戦没者などの子
３ 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

４ 上記１から３以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪
　 など)

支給対象者

　農業者年金は、農業者の安心で豊かな老後のためにつくられた、少子高齢化時代に
強い積立方式(確定拠出型)の公的年金制度です。

政策支援加入の場合は、保険料の国庫補助を受けることが

できます(月額保険料は２万円固定)。

保険料の額は月２万円～６万

7,000円の範囲で自由に決める

ことができ(通常加入の場合)、

自由に加入・脱退することがで

きます。

＜政策支援加入要件＞
・39歳以下
・農業所得900万円以下
・認定農業者で青色申告者またはそれらの者と家族経営協定を
　締結している者

認定農業者で青色申告者
認定就農者で青色申告者

35歳まで(25歳の場合は10年以内)に区分１の者
となることを約束した者

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満
たす者で、３年以内に両方を満たすことを約束し
た者

区分１または２のものと家族経営協定を締結し経
営に参画している配偶者または後継者

農業者年金に加入しませんか？

詳しくは農業委員会 ( 尾上総合支所内 ) までお問い合わせください。

１
２

国庫補助額
35歳未満 35歳以上

３

４

５

区分 必要な要件

6,000円10,000円

6,000円

6,000円 4,000円

ー

問合せ：農業委員会　事務局　☎44-1111（内線 2153）

次の要件を満たす方なら、

どなたでも加入できます。

終身年金で、80歳までは死亡一

時金があります。

支払った保険料の全額が、社会

保険料控除の対象となります。

・国民年金第１号被保険者
※国民年金保険料納付免除者を除きます。
・年間60日間以上農業に従事
・60歳未満

6,000円
6,000円

10,000円
10,000円
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申込み・問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線 1352・1354）

１日１円で助け合う。

交通災害共済加入
のご案内

年間１人350円

　全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金または
災害の程度に応じて見舞金が支給される交通災害
共済の平成30年度加入予約受け付けが2月1日か
ら始まっています。
　毎年加入している人も、今まで加入していなかっ
た人も、万が一に備え、ご家族そろって加入しま
しょう。

　団体(町会、交通安全母の会、小・中学校、保
育園など)で加入のとりまとめを行いますので、
会費を添えてお申し込みください。

　団体以外での一般加入は、本庁舎総務課または
尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課で随時受け付け
をしています。

※二重加入にならないようご注意ください。
※４月１日以降に加入された方は、加入申し込み
　された日時からの適用となりますので、ご注意
　ください。

死亡した場合
自動車損害賠償保障法施行令別表
第１級から第３級各号に掲げる障害の場合
重傷（１か月（30日）以上の治療を要する場合）
軽傷（１か月（30日）未満の治療を要する場合）

1,000,000 円

70,000 円
30,000 円

申込方法

自動車、バイク、自転車などの
道路交通による人身事故

<対象となる災害>

故意（暴走行為、自殺、保険金詐欺など）または重大な過失
（信号無視、原付バイクの二人乗りなど）によって交通事
故を起こし、不正に見舞金などを受けようとする場合

無免許運転および酒気帯び運転をし、またその事情を知
りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合

地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故
による災害を受けた場合

電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合

自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中にケガをした
場合

車両乗降の際に災害を受けた場合

歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を
受けた場合

その他これらに類する故意または重大な過失と管理者が
認める場合

１

３
４

<対象とならない災害>

　被災者名が確認できる交通事故証明書のある請求は、災害の程度により、3万～50万円の見舞金(死亡した場合は100万円)
が支給されます。交通事故証明書がない請求の場合、特例見舞金として災害の程度に関わらず、１万円が支給されます。

見舞金について

　交通事故にあった日から１年以内。ただし、交通事故がもと
で２等級の対象となる後遺障害が残った場合は２年以内。

＜請求期間＞

　自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書（被災者名
が確認できるもの）や医師の診断書などが必要です。
　事故によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合
わせください。

＜請求に必要な書類＞

　交通事故にあった場合、必ず警察署また
は最寄りの交番に届け出してください。
　同乗者や相手方のいない自損事故、自動
車、バイクなどの転倒なども必ず届けま
しょう。届け出をし、交通事故と扱われた
場合、交通事故証明書が発行されます。
　物件事故証明書の場合、同乗者の記載が
ありませんのでご注意ください。

交通事故で被災したら
必ず警察に届けましょう 共済見舞金等金額表

※治療期間(見込み含む)により等級を区分します。

等級 災害の程度 金額

500,000 円２

平成30年4月1日(日)から
平成31年3月31日(日)まで

加入
期間

会費

対象災害について

請求について

1

2

3

4
5

6

7

8

Ｊアラート

問合せ：総務課　消防防災係
☎44-1111（内線1352・1354）

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：選挙管理委員会　事務局
☎44-1111（内線1451）

子供水泳教室

教室名 対象 曜日 時間

３歳～12歳の
男女

火～金 ①15：45～16：45
②16：45～17：45

土・日

選手＆育成教室 クロール 25m
泳げる子

火～木・土
（育成クラス）
火・水・金～日
（選手クラス）

成人水泳教室 16歳以上の
男女

火・木
（初級・中級・上級）

水・金
（初級・中級・上級）

火・金
（中級・上級）

アクアエクサ
サイズ教室

水・金
火・木
水・土

健康塾 生活習慣病などの
予防目的の方 火・木

プライベート＆
グループレッスン

16歳以上の
男女

① 9：50～10：50
②10：50～11：50
③13：50～14：50
④14：50～15：50
17：45～19：00

17：45～19：30

10：00～11：00

13：00～14：00

19：30～20：30

11：00～11：45
13：00～13：45
19：30～20：15

11：00～11：45

お客様のご要望に合わせて指導いたします。
曜日・時間はお問い合わせください。

　内閣官房・消防庁では、地震・津波や武力攻撃など
の発生に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を
利用した情報伝達訓練を全国一斉に実施します。
　この訓練により、市内全域の防災無線子局および公
共施設などの戸別受信機から、訓練用の広報文が自動
放送されますが、訓練放送ですのでご注意ください。
放送日時　３月14日(水)　11時00分頃
※災害などの発生状況により、国の判断で配信訓練を
　中止する場合があります。
放送内容
　（上り４音チャイム） 
「これは、Jアラートのテストです。」×３回
「こちらは、『ぼうさいひらかわこうほう』です。」
（下り４音チャイム）
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは
　津波警報、緊急地震速報、弾道ミサイル情報など
といった対処に時間的余裕のない事態に関する緊急
情報を、消防庁から人工衛星を用いて送信し、市区
町村の同報系防災行政無線を自動的に起動させるこ
とにより、住民に瞬時に伝達するシステムです。

ひらかわスイミングクラブ
　ひらかわスイミングクラブでは、子どもから大人まで幅
広い年齢層を対象に｢誰でも｣｢いつでも｣｢世代を超えて｣｢好
きなレベルで｣をモットーに多くの教室を開催しています！
　水泳を覚えたい方・運動不足な方・ダイエットをしたい方・
健康を目的とした方など、子どもから大人の方までたくさん
の方にプールの楽しさや運動の大切さを知ってもらいたい
と思っております。また、初めての方から経験者の方まで
レベルや目的に合わせて指導いたします！
　皆さまのお越しをお待ちしております☆

問合せ　平賀屋内温水プール　☎43-0665
　　　　（10時～21時、月曜は休館日）

　平川市、弘前市を中心に活動しているフラダンス
教室です。
　主な活動内容としまして、老人福祉施設への慰問、
平川市民文化祭、スポレク祭、昨年より平川市ねぷた
祭り「世界一のねぷた」など、多種多様なイベント
に参加しています。
　また、年に一度チャリティショーを行っており、
会場を青森市、弘前市、八戸市で持ち回りで行ってい
ます。チャリティーで寄せられた善意は、少しでも多
くの方に役立っていただけるようにと、骨髄バンク
支援のために寄附をさせていただいています。昨年
は平川市で支援を行っていることを知り、協会より
少しではありますが寄附をさせていただきました。
　その他、教室独自の発表会を一年おきに文化セン
ターで行っています。「笑顔で楽しく‼」をモットー
に、年代も関係なく楽しく練習しています。運動不足
解消、美容健康にとても良いですよ。
問合せ　代表　成田悦子　☎090-3365-2961

Ｊアラートを利用した全国一斉
情報伝達訓練を実施します

平川市明るい選挙推進協議会が
総務大臣表彰を受賞

　平川市明るい選挙推進協議会は、選挙が公正に
行われるように明るい選挙推進運動を展開するこ
とにより、市民の政治意識の向上を図り、民主政
治の健全な発展に寄与していることを評価され、
昨年10月末に総務大臣表彰者に決定し、12月に表
彰状と記念品を授与されました。
　協議会の活動の１つとして、将来の有権者とな
る児童・生徒に選挙の大切さや、政治への興味関
心を持ってもらうことを目的に、市内の小中学校
で選挙出前講座を開催し、模擬選挙を実施してい
ます。平成28年度は９校で実施しました。
　また、選挙時の啓発活動では、市内のスーパー
マーケットやホームセンターなどの店舗出入口で
啓発物資の配布を行い、投票啓発活動を実施して
いるほか、市内の主要企業を訪ねて投票啓発ポス
ターの掲示を依頼するなど、投票率の向上に尽力
しています。
　今後も、協議会ではこれらの取り組みを通じて、
主権者教育や投票率の向上に努めていきます。
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申込み・問合せ：総務課　消防防災係　☎44-1111（内線 1352・1354）

１日１円で助け合う。

交通災害共済加入
のご案内

年間１人350円

　全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金または
災害の程度に応じて見舞金が支給される交通災害
共済の平成30年度加入予約受け付けが2月1日か
ら始まっています。
　毎年加入している人も、今まで加入していなかっ
た人も、万が一に備え、ご家族そろって加入しま
しょう。

　団体(町会、交通安全母の会、小・中学校、保
育園など)で加入のとりまとめを行いますので、
会費を添えてお申し込みください。

　団体以外での一般加入は、本庁舎総務課または
尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課で随時受け付け
をしています。

※二重加入にならないようご注意ください。
※４月１日以降に加入された方は、加入申し込み
　された日時からの適用となりますので、ご注意
　ください。

死亡した場合
自動車損害賠償保障法施行令別表
第１級から第３級各号に掲げる障害の場合
重傷（１か月（30日）以上の治療を要する場合）
軽傷（１か月（30日）未満の治療を要する場合）

1,000,000 円

70,000 円
30,000 円

申込方法

自動車、バイク、自転車などの
道路交通による人身事故

<対象となる災害>

故意（暴走行為、自殺、保険金詐欺など）または重大な過失
（信号無視、原付バイクの二人乗りなど）によって交通事
故を起こし、不正に見舞金などを受けようとする場合

無免許運転および酒気帯び運転をし、またその事情を知
りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合

地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故
による災害を受けた場合

電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合

自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中にケガをした
場合

車両乗降の際に災害を受けた場合

歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を
受けた場合

その他これらに類する故意または重大な過失と管理者が
認める場合

１

３
４

<対象とならない災害>

　被災者名が確認できる交通事故証明書のある請求は、災害の程度により、3万～50万円の見舞金(死亡した場合は100万円)
が支給されます。交通事故証明書がない請求の場合、特例見舞金として災害の程度に関わらず、１万円が支給されます。

見舞金について

　交通事故にあった日から１年以内。ただし、交通事故がもと
で２等級の対象となる後遺障害が残った場合は２年以内。

＜請求期間＞

　自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書（被災者名
が確認できるもの）や医師の診断書などが必要です。
　事故によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合
わせください。

＜請求に必要な書類＞

　交通事故にあった場合、必ず警察署また
は最寄りの交番に届け出してください。
　同乗者や相手方のいない自損事故、自動
車、バイクなどの転倒なども必ず届けま
しょう。届け出をし、交通事故と扱われた
場合、交通事故証明書が発行されます。
　物件事故証明書の場合、同乗者の記載が
ありませんのでご注意ください。

交通事故で被災したら
必ず警察に届けましょう 共済見舞金等金額表

※治療期間(見込み含む)により等級を区分します。

等級 災害の程度 金額

500,000 円２

平成30年4月1日(日)から
平成31年3月31日(日)まで

加入
期間

会費

対象災害について

請求について

1

2

3

4
5

6

7

8

Ｊアラート

問合せ：総務課　消防防災係
☎44-1111（内線1352・1354）

体育協会だより 文化協会だより

問合せ：選挙管理委員会　事務局
☎44-1111（内線1451）

子供水泳教室

教室名 対象 曜日 時間

３歳～12歳の
男女

火～金 ①15：45～16：45
②16：45～17：45

土・日
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火～木・土
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火・水・金～日
（選手クラス）
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男女

火・木
（初級・中級・上級）

水・金
（初級・中級・上級）

火・金
（中級・上級）

アクアエクサ
サイズ教室

水・金
火・木
水・土

健康塾 生活習慣病などの
予防目的の方 火・木

プライベート＆
グループレッスン

16歳以上の
男女

① 9：50～10：50
②10：50～11：50
③13：50～14：50
④14：50～15：50
17：45～19：00

17：45～19：30

10：00～11：00

13：00～14：00

19：30～20：30

11：00～11：45
13：00～13：45
19：30～20：15

11：00～11：45

お客様のご要望に合わせて指導いたします。
曜日・時間はお問い合わせください。

　内閣官房・消防庁では、地震・津波や武力攻撃など
の発生に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を
利用した情報伝達訓練を全国一斉に実施します。
　この訓練により、市内全域の防災無線子局および公
共施設などの戸別受信機から、訓練用の広報文が自動
放送されますが、訓練放送ですのでご注意ください。
放送日時　３月14日(水)　11時00分頃
※災害などの発生状況により、国の判断で配信訓練を
　中止する場合があります。
放送内容
　（上り４音チャイム） 
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「こちらは、『ぼうさいひらかわこうほう』です。」
（下り４音チャイム）
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは
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とにより、住民に瞬時に伝達するシステムです。
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　ひらかわスイミングクラブでは、子どもから大人まで幅
広い年齢層を対象に｢誰でも｣｢いつでも｣｢世代を超えて｣｢好
きなレベルで｣をモットーに多くの教室を開催しています！
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問合せ　平賀屋内温水プール　☎43-0665
　　　　（10時～21時、月曜は休館日）

　平川市、弘前市を中心に活動しているフラダンス
教室です。
　主な活動内容としまして、老人福祉施設への慰問、
平川市民文化祭、スポレク祭、昨年より平川市ねぷた
祭り「世界一のねぷた」など、多種多様なイベント
に参加しています。
　また、年に一度チャリティショーを行っており、
会場を青森市、弘前市、八戸市で持ち回りで行ってい
ます。チャリティーで寄せられた善意は、少しでも多
くの方に役立っていただけるようにと、骨髄バンク
支援のために寄附をさせていただいています。昨年
は平川市で支援を行っていることを知り、協会より
少しではありますが寄附をさせていただきました。
　その他、教室独自の発表会を一年おきに文化セン
ターで行っています。「笑顔で楽しく‼」をモットー
に、年代も関係なく楽しく練習しています。運動不足
解消、美容健康にとても良いですよ。
問合せ　代表　成田悦子　☎090-3365-2961

Ｊアラートを利用した全国一斉
情報伝達訓練を実施します

平川市明るい選挙推進協議会が
総務大臣表彰を受賞

　平川市明るい選挙推進協議会は、選挙が公正に
行われるように明るい選挙推進運動を展開するこ
とにより、市民の政治意識の向上を図り、民主政
治の健全な発展に寄与していることを評価され、
昨年10月末に総務大臣表彰者に決定し、12月に表
彰状と記念品を授与されました。
　協議会の活動の１つとして、将来の有権者とな
る児童・生徒に選挙の大切さや、政治への興味関
心を持ってもらうことを目的に、市内の小中学校
で選挙出前講座を開催し、模擬選挙を実施してい
ます。平成28年度は９校で実施しました。
　また、選挙時の啓発活動では、市内のスーパー
マーケットやホームセンターなどの店舗出入口で
啓発物資の配布を行い、投票啓発活動を実施して
いるほか、市内の主要企業を訪ねて投票啓発ポス
ターの掲示を依頼するなど、投票率の向上に尽力
しています。
　今後も、協議会ではこれらの取り組みを通じて、
主権者教育や投票率の向上に努めていきます。
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　ぜひこの機会に柔道教室を体験して
みませんか。
日にち　３月７日(水)、９日(金)、14
日(水)、16日(金)、21日(水)、23日(金)、
28日(水)
時間　18時30分～ 20時30分
場所　尾上武道館（Ｂ&G尾上体育館隣）
参加料　無料
対象
　市内および近隣市町村在住の小学生
申込方法
　Ｂ＆G尾上体育館窓口にて直接申し込
み、または電話にてお申し込みください。
申込期間
　２月16日(金)から随時受け付け
受付時間　９時～ 21時
※月曜日は休館日となります。
問合せ　Ｂ＆G尾上体育館　☎57-4633

　平賀図書館では、子どもたちに図書
館を身近に感じてもらうことを目的と
した、「子ども図書館員」を募集します。
日時　３月３日(土)
　　　９時30分～ 12時30分
場所　平賀図書館
対象　市内小学校４・５・６年生
内容　カウンター業務など(本の貸出・
返却・検索)
持ち物　筆記用具・図書館カード(持っ
ている人)
募集人員　10名（先着順）
申込期限　２月28日(水)
申込み・問合せ　平賀図書館　☎44-7665

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　２戸（２階：１戸、３階：１戸）
　　　　　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

　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
　２月21日(水) ～ 23日(金)
　17時～ 19時
休日窓口
　２月25日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政に関する苦情や意見などがある
方、日常生活の中で困っていることや
人権に関することでお悩みの方は、こ
の機会をご利用ください。
日時　２月23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

　「あいさつ、返事は元気よく」をテー
マに柔道を通じて体と心を鍛えてみま
せんか。初心者の方も大歓迎です。

＜共通事項および応募方法＞
勤務地　平賀または尾上学校給食センター
就業時間　８時～ 16時45分
（早出：７時40分～ 16時25分）
休日など
　週休２日制(土・日曜日、祝日)
その他　社会保険、雇用保険の適用あり
応募書類
　履歴書(市販の様式、顔写真必須)
※応募職種を明記した封筒に履歴書を
　入れ、持参または郵送して下さい。
応募締切　３月５日(月)必着
面接日　３月19日(月)　13時30分
応募書類の提出先
　〒036-0115　平川市新館野木和63-1
　平賀学校給食センター
問合せ
　平賀学校給食センター　☎44-2835

＜自動車運転員兼給食調理員＞
募集人員　各施設１人
応募要件
　普通自動車免許を保有している方
賃金　日額7,100円（別途通勤手当支給）
任用期間　４月１日(日)～８月９日(木)
※業務の状況により、雇用期間を更新
　する場合があります。
＜給食調理員＞
募集人員　各施設１人
応募要件　なし
賃金　日額6,100円（別途通勤手当支給）
任用期間　４月１日(日)～７月26日(木)
※業務の状況により、雇用期間を更新
　する場合があります。

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

「子ども図書館員」を募集します

　（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～ 32,600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）
○源泉徴収票または確定申告書の控え
　（平成29年分、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　２月15日(木)～３月７日(水)
※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４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人が必要になります。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意願います。
※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、東日本大震災を始めとする近
年の大規模災害時の災害教訓や国の防災
基本計画、国民の保護に関する基本方針
などの変更などを踏まえ、現在、「平川
市地域防災計画」および「平川市国民保
護計画」の２つの計画について修正作業
を行っています。
　修正にあたって、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）を次のとおり実施
します。
募集期間
　２月20日(火) ～３月19日(月)
閲覧方法
①市ホームページ　
②本庁舎総務課
③尾上総合支所市民生活課　
④碇ヶ関総合支所市民生活課　
⑤葛川支所
※②～⑤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
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25番地６
　平川市役所総務課消防防災係　宛て
　（３月19日(月)必着）
②電子メール
　bousai@city.hirakawa.lg.jp
③ファクシミリ　44-8619
④総務課消防防災係窓口へ持参
意見提出の際のご注意
①電話などでの口頭でのご意見はお受け
　できません。
②お寄せいただいたご意見などについて
　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　総務課消防防災係

催　し

小学生柔道教室

今月の
おしらせ

NEWS
市地域防災計画、国民保護計画
修正（案）のパブリックコメント

平賀および尾上学校給食センター
臨時職員募集

市営住宅入居者募集

○ ○
×
× ×

○
○

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

学生のために国民年金保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります
　学費がかさみ、所得の少ない学生の方が、国民年金保険料の納付を先送り
（猶予）できる制度です。保険料を納められないときはそのままにせず、学生
納付特例を申請しましょう。

●対象になる方
　大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する
学生で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
　＜所得のめやす＞　
　118万円＋扶養親族等の数×38万円　で計算した額以下である場合
　学生納付特例期間の年金は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入さ
れますが、年金額には反映されません。

●「納付」と「学生納付特例」と「未納」の違い

（注１）障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件が
　　　　あります。
（注２）保険料を10年以内に納付（追納）すると年金額に反映されます。

●手続きに必要なもの　
・学生証または在学証明書（学生証はコピーでも可能ですが、在学証明書は
　原本を提出してください）
・マイナンバーがわかるもの
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）
・印鑑（代理人が申請する場合）

※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。

納付
学生納付特例
未納

老齢基礎年金

受給資格期間への
算入

○
×

年金額への反映

障害基礎年金
遺族基礎年金（注１）
受給資格期間への

算入

（注２）

行政・人権相談所を開設します
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　ぜひこの機会に柔道教室を体験して
みませんか。
日にち　３月７日(水)、９日(金)、14
日(水)、16日(金)、21日(水)、23日(金)、
28日(水)
時間　18時30分～ 20時30分
場所　尾上武道館（Ｂ&G尾上体育館隣）
参加料　無料
対象
　市内および近隣市町村在住の小学生
申込方法
　Ｂ＆G尾上体育館窓口にて直接申し込
み、または電話にてお申し込みください。
申込期間
　２月16日(金)から随時受け付け
受付時間　９時～ 21時
※月曜日は休館日となります。
問合せ　Ｂ＆G尾上体育館　☎57-4633

　平賀図書館では、子どもたちに図書
館を身近に感じてもらうことを目的と
した、「子ども図書館員」を募集します。
日時　３月３日(土)
　　　９時30分～ 12時30分
場所　平賀図書館
対象　市内小学校４・５・６年生
内容　カウンター業務など(本の貸出・
返却・検索)
持ち物　筆記用具・図書館カード(持っ
ている人)
募集人員　10名（先着順）
申込期限　２月28日(水)
申込み・問合せ　平賀図書館　☎44-7665

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　２戸（２階：１戸、３階：１戸）
　　　　　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

　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
　２月21日(水) ～ 23日(金)
　17時～ 19時
休日窓口
　２月25日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政に関する苦情や意見などがある
方、日常生活の中で困っていることや
人権に関することでお悩みの方は、こ
の機会をご利用ください。
日時　２月23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

　「あいさつ、返事は元気よく」をテー
マに柔道を通じて体と心を鍛えてみま
せんか。初心者の方も大歓迎です。

＜共通事項および応募方法＞
勤務地　平賀または尾上学校給食センター
就業時間　８時～ 16時45分
（早出：７時40分～ 16時25分）
休日など
　週休２日制(土・日曜日、祝日)
その他　社会保険、雇用保険の適用あり
応募書類
　履歴書(市販の様式、顔写真必須)
※応募職種を明記した封筒に履歴書を
　入れ、持参または郵送して下さい。
応募締切　３月５日(月)必着
面接日　３月19日(月)　13時30分
応募書類の提出先
　〒036-0115　平川市新館野木和63-1
　平賀学校給食センター
問合せ
　平賀学校給食センター　☎44-2835

＜自動車運転員兼給食調理員＞
募集人員　各施設１人
応募要件
　普通自動車免許を保有している方
賃金　日額7,100円（別途通勤手当支給）
任用期間　４月１日(日)～８月９日(木)
※業務の状況により、雇用期間を更新
　する場合があります。
＜給食調理員＞
募集人員　各施設１人
応募要件　なし
賃金　日額6,100円（別途通勤手当支給）
任用期間　４月１日(日)～７月26日(木)
※業務の状況により、雇用期間を更新
　する場合があります。

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

「子ども図書館員」を募集します

　（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～ 32,600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）
○源泉徴収票または確定申告書の控え
　（平成29年分、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　２月15日(木)～３月７日(水)
※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４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人が必要になります。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意願います。
※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、東日本大震災を始めとする近
年の大規模災害時の災害教訓や国の防災
基本計画、国民の保護に関する基本方針
などの変更などを踏まえ、現在、「平川
市地域防災計画」および「平川市国民保
護計画」の２つの計画について修正作業
を行っています。
　修正にあたって、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）を次のとおり実施
します。
募集期間
　２月20日(火) ～３月19日(月)
閲覧方法
①市ホームページ　
②本庁舎総務課
③尾上総合支所市民生活課　
④碇ヶ関総合支所市民生活課　
⑤葛川支所
※②～⑤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
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25番地６
　平川市役所総務課消防防災係　宛て
　（３月19日(月)必着）
②電子メール
　bousai@city.hirakawa.lg.jp
③ファクシミリ　44-8619
④総務課消防防災係窓口へ持参
意見提出の際のご注意
①電話などでの口頭でのご意見はお受け
　できません。
②お寄せいただいたご意見などについて
　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　総務課消防防災係

催　し

小学生柔道教室

今月の
おしらせ

NEWS
市地域防災計画、国民保護計画
修正（案）のパブリックコメント

平賀および尾上学校給食センター
臨時職員募集

市営住宅入居者募集

○ ○
×
× ×

○
○

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

学生のために国民年金保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります
　学費がかさみ、所得の少ない学生の方が、国民年金保険料の納付を先送り
（猶予）できる制度です。保険料を納められないときはそのままにせず、学生
納付特例を申請しましょう。

●対象になる方
　大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する
学生で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
　＜所得のめやす＞　
　118万円＋扶養親族等の数×38万円　で計算した額以下である場合
　学生納付特例期間の年金は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入さ
れますが、年金額には反映されません。

●「納付」と「学生納付特例」と「未納」の違い

（注１）障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件が
　　　　あります。
（注２）保険料を10年以内に納付（追納）すると年金額に反映されます。

●手続きに必要なもの　
・学生証または在学証明書（学生証はコピーでも可能ですが、在学証明書は
　原本を提出してください）
・マイナンバーがわかるもの
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）
・印鑑（代理人が申請する場合）

※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。

納付
学生納付特例
未納

老齢基礎年金

受給資格期間への
算入

○
×

年金額への反映

障害基礎年金
遺族基礎年金（注１）
受給資格期間への

算入

（注２）

行政・人権相談所を開設します
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尾上図書館休館のおしらせ

おしらせ

自動車の名義変更・廃車手続き、
車検はお早めに！

　蔵書点検のため次の期間は休館とな
ります。
　利用者のみなさまにはご不便をおか
けしますが、ご理解、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。
　時間外返却用ポストは、引き続きご
利用できます。
期間　２月20日(火) ～ 25日(日)
問合せ　尾上図書館　☎57-5980

　全国農業新聞は、全国農業会議所が
発行する農業総合専門紙です。
発行　毎週金曜日（週刊）
　　　年間8,400円　月700円
　詳しくは農業委員会（尾上総合支所
内）までお問い合わせください。
問合せ　農業委員会事務局

　スポーツ安全保険とはスポーツ活動、
文化活動、ボランティア活動、地域活動
などを行う社会教育活動（４名以上の団
体）を対象とした保険です。
対象となる事故
　団体活動中、往復中の事故など
※自動車事故による賠償責任保険は適用
　外です。
補償内容　傷害保険（通院、入院、後
遺障害、死亡）、賠償責任保険、突然死
葬祭費用保険
加入受付期間　平成30年３月１日(木)
～平成31年３月30日(土)
保険期間　平成30年４月１日(日) ～平
成31年３月31日(日)

公共職業訓練
（ハロートレーニング）のご案内

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

全国農業新聞を購読しませんか？

平成 29年分の申告・納付の
期限などをお忘れなく！

スポーツ安全保険

今月のおしらせ

掛金　１人年額800円～ 11,000円
※年齢、活動内容により異なります。
申込方法　設置場所にある申込用紙に
てお申し込みください。
※インターネットからも申し込みできま
　す。詳しくは（公財）スポーツ安全協
　会ホームページをご覧ください。
申込用紙設置場所　ひらかドーム、Ｂ&G
尾上体育館、碇ヶ関総合支所
問合せ　スポーツ安全協会青森県支部

　☎017-782-6984

　平成29年分の申告・納付の期限など
は、それぞれ次のとおりです。
申告および納付の期限
〇申告所得税および復興特別所得税・
　贈与税
　　３月15日(木)
〇消費税および地方消費税
　　４月２日(月)
振替納税による振替日
〇申告所得税および復興特別所得税
　　４月20日(金)
〇消費税および地方消費税
　　４月25日(水)
　期限を過ぎて申告をすると振替納税
や延納制度が利用できなくなるほか、
加算税がかかる場合があります。
　また、期限を過ぎて納付をしたり振
替日に振替口座の残高不足などで振替
できなかった場合には、延納制度が利
用できなくなるほか、延滞税がかかる
場合があります。
問合せ　黒石税務署　☎52-4111

　例年３月は、名義変更（移転登録）・廃
車（抹消登録）・住所変更など（変更登録
など）・車検（継続検査）の手続きで、運輸
支局および事務所の窓口は大変混雑しま

す。特に、３月中旬頃から月末にかけて
徐々に待ち時間が長くなり申請者の皆さ
んに大変ご不便をおかけしております。
　名義変更や廃車などの手続きは、混雑
を避け待ち時間が少ない３月14日以前に
手続きしていただくようお願いします。
　また、車検（継続検査）は１か月前から
受けることができますので、３月下旬に
集中しないようお早めに受検していただ
くようお願いします。
　ユーザー車検については、下記のイン
ターネット検査予約サイトなどにより検
査予約を行ってください。予約操作につ
いてのお問い合わせは、自動車検査予約
ヘルプデスクでお答えしておりますので
ご利用ください。
　なお、軽自動車は「軽自動車検査協会」
が手続き窓口になり、手続き方法などが
違いますので、ご注意ください。
〇東北運輸局青森運輸支局
　青森市大字浜田字豊田139-13
　テレフォンサービス（情報案内）　
　☎050-5540-2008
〇八戸自動車検査登録事務所
　八戸市桔梗野工業団地２丁目12-12
　テレフォンサービス（情報案内）
　☎050-5540-2009
〇青森運輸支局ホームページＵＲＬ
　http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/a
　m-index.html
※ホームページで必要書類の確認、委任
　状などの取得が可能です。
〇自動車技術総合機構ホームページＵＲＬ
　（自動車検査予約システム）
　パソコン
　　http://www.yoyaku.naltec.go.jp
　携帯電話
　　https://mobile.yoyaku.naltec.go.jp/
〇自動車検査予約ヘルプデスク
　☎0570-030-330
　９時～18時（土・日曜日、祝日を除く）
〇東北運輸局青森運輸支局の受付時間
　平日　８時45分～12時、13時～16時
　※土・日曜日、祝日は休みです。
問合せ　黒石税務署　☎52-4111

市内小学校児童の卒業メッセージ
が紹介されます

　主に概ね45歳未満の雇用保険受給者を
対象とした公共職業訓練があります。介
護福祉士、保育士、理容師、美容師、調
理師、栄養士の各資格取得を目的とした
職業訓練募集が、２月から始まります。
　開講日は４月を予定していますので、
弘前公共職業安定所までお気軽にお問い
合わせください。また、パソコン・スマー
トフォンからもhttp://course.jeed.or.jp/o
nestop/にてご覧いただけます。
　なお、２月22日(木)および３月15日(木)
にヒロロ４階市民文化交流センターで、
職業訓練制度の概要説明および各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
問合せ　弘前公共職業安定所

　☎38-8609 （音声案内42#）

　弘前市のコミュニティラジオ局「ＦＭ
アップルウェーブ」で、小学校を卒業す
る６年生児童一人一人が将来の夢や小学
校での思い出などを語る特別番組「メモ
リアルグラデュエーション2018～小学校
卒業生のメッセージ～」が放送されます。
　この番組に、市内の小学校が参加し、
卒業生や担任の先生、校長先生からの贈
る言葉と、各学校の校歌が紹介されま
す。希望にみち溢れた子どもたちの声、
そして懐かしの学び舎を思い出させる校
歌を聴いてください。
　番組は19時から21時30分までの放送
です。未来に羽ばたく子どもたちから元
気がもらえる２時間半です。お楽しみに！
放送日程
３月12日(月)　金田小学校
　　14日(水)　大坊小学校、平賀東小学校
　　15日(木）　竹館小学校
　　16日(金）　猿賀小学校
　　17日(土)　碇ヶ関小学校
問合せ　ＦＭアップルウェーブ　☎38-0788
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第５区 第３区 第２区 第１区

第４区

第６区

第８区第８区

至新館（市役所方面） 至唐竹方面

　新館公営墓地は、平成27年に新し
い区画として第８区を整備し、使用者
の募集をしていますが、まだ若干の空
き区画がありますので、ご希望の方は
お早めにお申し込みください。
　なお、第１～７区においても返還に
よる空き区画がありますので、あわせ
てお問い合わせください。
＜申込方法＞
　「墓地使用許可申請書」に必要事項
を記入押印の上、「住民票」を添付し
てお申し込みください。
　申請書は市民課窓口にあります。
問合せ　市民課環境衛生係

＜第８区の概要＞
場所　平川市新館東山117番地182ほか
面積　４㎡（2.0m×2.0m）
使用料　160,000円（１回のみ）
※市外の方は208,000円です。
管理手数料　1,830円（年１回）

新館公営墓地の使用者を募集しています

＜一般事務員＞
募集人員　12名程度
応募要件　マイクロソフト社のワード、
エクセル操作ができる方
勤務地　市内行政施設
就業時間
　８時15分～18時のうち７時間45分
賃金　日額6,000円（別途通勤手当支給）
休日など　週休２日制（土・日曜日、祝日）
※施設の休館日などにより変動する
　場合があります。
＜一般用務員＞
募集人員　２人
応募要件
　普通自動車免許を保有している方
勤務地　市内行政施設
就業時間
　７時45分～17時のうち７時間45分
賃金　日額6,100円（別途通勤手当支給）
休日など
　週休２日制（日曜日、祝日、土曜日
または月曜日）

市臨時職員募集
＜共通事項および応募方法＞
雇用期間　４月１日(日)～９月30日(日)
※業務の状況により、雇用期間を更新
する場合があります。
（最長平成31年３月30日(土)まで）
その他　社会保険、雇用保険の適用あり
応募書類
　履歴書（市販の様式、顔写真必須）
※応募職種を明記した封筒に履歴書を
　入れ、持参または郵送してください。
申込締切　３月５日(月)必着
書類選考および面接試験
　応募者の中から書類選考を実施し、
３月12日(月)頃までに選考結果通知を
送付します。書類選考通過者を対象に
３月20日(火)に面接試験を実施します。
　詳しい日時・場所については選考結
果通知に記載します。
応募書類の提出先　
　〒036-0104　平川市柏木町藤山25-6
　平川市役所総務課人事係（本庁舎３階）
問合せ　総務課人事係

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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尾上図書館休館のおしらせ

おしらせ

自動車の名義変更・廃車手続き、
車検はお早めに！

　蔵書点検のため次の期間は休館とな
ります。
　利用者のみなさまにはご不便をおか
けしますが、ご理解、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。
　時間外返却用ポストは、引き続きご
利用できます。
期間　２月20日(火) ～ 25日(日)
問合せ　尾上図書館　☎57-5980

　全国農業新聞は、全国農業会議所が
発行する農業総合専門紙です。
発行　毎週金曜日（週刊）
　　　年間8,400円　月700円
　詳しくは農業委員会（尾上総合支所
内）までお問い合わせください。
問合せ　農業委員会事務局

　スポーツ安全保険とはスポーツ活動、
文化活動、ボランティア活動、地域活動
などを行う社会教育活動（４名以上の団
体）を対象とした保険です。
対象となる事故
　団体活動中、往復中の事故など
※自動車事故による賠償責任保険は適用
　外です。
補償内容　傷害保険（通院、入院、後
遺障害、死亡）、賠償責任保険、突然死
葬祭費用保険
加入受付期間　平成30年３月１日(木)
～平成31年３月30日(土)
保険期間　平成30年４月１日(日) ～平
成31年３月31日(日)

公共職業訓練
（ハロートレーニング）のご案内

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

全国農業新聞を購読しませんか？

平成 29年分の申告・納付の
期限などをお忘れなく！

スポーツ安全保険

今月のおしらせ

掛金　１人年額800円～ 11,000円
※年齢、活動内容により異なります。
申込方法　設置場所にある申込用紙に
てお申し込みください。
※インターネットからも申し込みできま
　す。詳しくは（公財）スポーツ安全協
　会ホームページをご覧ください。
申込用紙設置場所　ひらかドーム、Ｂ&G
尾上体育館、碇ヶ関総合支所
問合せ　スポーツ安全協会青森県支部

　☎017-782-6984

　平成29年分の申告・納付の期限など
は、それぞれ次のとおりです。
申告および納付の期限
〇申告所得税および復興特別所得税・
　贈与税
　　３月15日(木)
〇消費税および地方消費税
　　４月２日(月)
振替納税による振替日
〇申告所得税および復興特別所得税
　　４月20日(金)
〇消費税および地方消費税
　　４月25日(水)
　期限を過ぎて申告をすると振替納税
や延納制度が利用できなくなるほか、
加算税がかかる場合があります。
　また、期限を過ぎて納付をしたり振
替日に振替口座の残高不足などで振替
できなかった場合には、延納制度が利
用できなくなるほか、延滞税がかかる
場合があります。
問合せ　黒石税務署　☎52-4111

　例年３月は、名義変更（移転登録）・廃
車（抹消登録）・住所変更など（変更登録
など）・車検（継続検査）の手続きで、運輸
支局および事務所の窓口は大変混雑しま

す。特に、３月中旬頃から月末にかけて
徐々に待ち時間が長くなり申請者の皆さ
んに大変ご不便をおかけしております。
　名義変更や廃車などの手続きは、混雑
を避け待ち時間が少ない３月14日以前に
手続きしていただくようお願いします。
　また、車検（継続検査）は１か月前から
受けることができますので、３月下旬に
集中しないようお早めに受検していただ
くようお願いします。
　ユーザー車検については、下記のイン
ターネット検査予約サイトなどにより検
査予約を行ってください。予約操作につ
いてのお問い合わせは、自動車検査予約
ヘルプデスクでお答えしておりますので
ご利用ください。
　なお、軽自動車は「軽自動車検査協会」
が手続き窓口になり、手続き方法などが
違いますので、ご注意ください。
〇東北運輸局青森運輸支局
　青森市大字浜田字豊田139-13
　テレフォンサービス（情報案内）　
　☎050-5540-2008
〇八戸自動車検査登録事務所
　八戸市桔梗野工業団地２丁目12-12
　テレフォンサービス（情報案内）
　☎050-5540-2009
〇青森運輸支局ホームページＵＲＬ
　http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/a
　m-index.html
※ホームページで必要書類の確認、委任
　状などの取得が可能です。
〇自動車技術総合機構ホームページＵＲＬ
　（自動車検査予約システム）
　パソコン
　　http://www.yoyaku.naltec.go.jp
　携帯電話
　　https://mobile.yoyaku.naltec.go.jp/
〇自動車検査予約ヘルプデスク
　☎0570-030-330
　９時～18時（土・日曜日、祝日を除く）
〇東北運輸局青森運輸支局の受付時間
　平日　８時45分～12時、13時～16時
　※土・日曜日、祝日は休みです。
問合せ　黒石税務署　☎52-4111

市内小学校児童の卒業メッセージ
が紹介されます

　主に概ね45歳未満の雇用保険受給者を
対象とした公共職業訓練があります。介
護福祉士、保育士、理容師、美容師、調
理師、栄養士の各資格取得を目的とした
職業訓練募集が、２月から始まります。
　開講日は４月を予定していますので、
弘前公共職業安定所までお気軽にお問い
合わせください。また、パソコン・スマー
トフォンからもhttp://course.jeed.or.jp/o
nestop/にてご覧いただけます。
　なお、２月22日(木)および３月15日(木)
にヒロロ４階市民文化交流センターで、
職業訓練制度の概要説明および各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
問合せ　弘前公共職業安定所

　☎38-8609 （音声案内42#）

　弘前市のコミュニティラジオ局「ＦＭ
アップルウェーブ」で、小学校を卒業す
る６年生児童一人一人が将来の夢や小学
校での思い出などを語る特別番組「メモ
リアルグラデュエーション2018～小学校
卒業生のメッセージ～」が放送されます。
　この番組に、市内の小学校が参加し、
卒業生や担任の先生、校長先生からの贈
る言葉と、各学校の校歌が紹介されま
す。希望にみち溢れた子どもたちの声、
そして懐かしの学び舎を思い出させる校
歌を聴いてください。
　番組は19時から21時30分までの放送
です。未来に羽ばたく子どもたちから元
気がもらえる２時間半です。お楽しみに！
放送日程
３月12日(月)　金田小学校
　　14日(水)　大坊小学校、平賀東小学校
　　15日(木）　竹館小学校
　　16日(金）　猿賀小学校
　　17日(土)　碇ヶ関小学校
問合せ　ＦＭアップルウェーブ　☎38-0788

第７区

第５区 第３区 第２区 第１区

第４区

第６区

第８区第８区

至新館（市役所方面） 至唐竹方面

　新館公営墓地は、平成27年に新し
い区画として第８区を整備し、使用者
の募集をしていますが、まだ若干の空
き区画がありますので、ご希望の方は
お早めにお申し込みください。
　なお、第１～７区においても返還に
よる空き区画がありますので、あわせ
てお問い合わせください。
＜申込方法＞
　「墓地使用許可申請書」に必要事項
を記入押印の上、「住民票」を添付し
てお申し込みください。
　申請書は市民課窓口にあります。
問合せ　市民課環境衛生係

＜第８区の概要＞
場所　平川市新館東山117番地182ほか
面積　４㎡（2.0m×2.0m）
使用料　160,000円（１回のみ）
※市外の方は208,000円です。
管理手数料　1,830円（年１回）

新館公営墓地の使用者を募集しています

＜一般事務員＞
募集人員　12名程度
応募要件　マイクロソフト社のワード、
エクセル操作ができる方
勤務地　市内行政施設
就業時間
　８時15分～18時のうち７時間45分
賃金　日額6,000円（別途通勤手当支給）
休日など　週休２日制（土・日曜日、祝日）
※施設の休館日などにより変動する
　場合があります。
＜一般用務員＞
募集人員　２人
応募要件
　普通自動車免許を保有している方
勤務地　市内行政施設
就業時間
　７時45分～17時のうち７時間45分
賃金　日額6,100円（別途通勤手当支給）
休日など
　週休２日制（日曜日、祝日、土曜日
または月曜日）

市臨時職員募集
＜共通事項および応募方法＞
雇用期間　４月１日(日)～９月30日(日)
※業務の状況により、雇用期間を更新
する場合があります。
（最長平成31年３月30日(土)まで）
その他　社会保険、雇用保険の適用あり
応募書類
　履歴書（市販の様式、顔写真必須）
※応募職種を明記した封筒に履歴書を
　入れ、持参または郵送してください。
申込締切　３月５日(月)必着
書類選考および面接試験
　応募者の中から書類選考を実施し、
３月12日(月)頃までに選考結果通知を
送付します。書類選考通過者を対象に
３月20日(火)に面接試験を実施します。
　詳しい日時・場所については選考結
果通知に記載します。
応募書類の提出先　
　〒036-0104　平川市柏木町藤山25-6
　平川市役所総務課人事係（本庁舎３階）
問合せ　総務課人事係

有
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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）

有
料
広
告
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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。
「平川市がん検診対象者証明書」が必要ですので、お問い合わせください。

□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。

　市では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月に送付しました。有効
期限が今月末までとなっていますので、受診予定の方は、早めに指定の医療機関で受診しましょう。
　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。
　なお、無料クーポン券で受診の場合、「平川市がん検診受診対象者証明書」は不要です。
無料クーポン有効期限　２月28日(水)

■子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券の有効期限は今月末までです！

※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

時　間 持　ち　物
・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

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　３月４日(日)
場所・時間
・イオンタウン平賀
　ショッピングセンター
　　10：30 ～ 11：45
　　13：00 ～ 16：00

※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。

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11月生まれ
平成29年３月生まれ
平成28年８月生まれ
平成26年８月生まれ

３月22日(木)

３月20日(火)
３月７日(水)
３月14日(水)
３月９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)

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

■問合せ　健康推進課母子保健係骨髄バンクに関するおしらせ

　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む
…」などの生活上の困りごとや福祉
サービスの利用などについて、精神
保健福祉士が相談に応じます。
日にち　３月７日(水)、20日(火)
時間　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター相談室③
※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　３月13日(火)　10時～12時
※毎月第２火曜日の開催を予定してい
　ます。
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　３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　３月27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
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

３月７日(水)

３月７日(水)

２月28日(水)
３月８日(木)

10 ：30 ～ 11：30

13：00 ～ 14：00

13：00 ～ 13：30
13：00 ～ 14：00

ウイルス性肝炎検査
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

　骨髄移植とは、白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんに、健康な皆さまの善
意で、提供いただいた骨髄や末梢血幹細胞を移植して治療することです。
　一人でも多くの患者さんを救うために、18歳から54歳以下の健康な方へ骨髄移植へ
の理解と骨髄バンクへのドナー登録に協力をお願いしています。
　ドナー登録は弘前献血ルームで受付しています。

骨髄バンクへのドナー登録をしませんか？

　骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）の増加および骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄
バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナーとなった市民とそのドナーが勤務する事業所を対象に奨励金を交付し
ます。

骨髄移植ドナーを支援しています

〇交付対象者および事業所
ドナー（①・②に該当する方）
①公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業
　のドナー登録者で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し
　た方。
②提供時および奨励金の申請時に市内に住所を有する方 
　で、市税などの滞納がない方。
事業所　
　ドナーが勤務している青森県内の事業所。ただし、国お
よび地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人
並びにドナー休暇の取得が可能なものを除く。

〇奨励金の額
ドナーの方
　　通院･入院などに要した日数(上限７日)×２万円
ドナーが勤務する事業所
　　通院･入院などに要した日数(上限７日)×１万円

〇奨励金の交付申請
　所定の申請書に記入の上、公益財団法人日本骨髄バンク
発行の証明書などを添付し申請してください。なお、申請
期間は骨髄提供完了から90日以内となります。

ドナー登録に
ご協力ください！

■Ｃ型肝炎給付金の請求期限の延長について
　出産や手術での大量出血などの際に血液から作られた医薬品（フィブリノゲン製剤・血液凝固第９因子製剤）の投与に
よりC型肝炎ウイルスに感染した方への給付金の請求期限が延長となりました。
対象者　「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに
　　　　感染された方とその相続人
給付金支給の請求期限　2023年１月16日
問合せ　独立行政法人医薬品医療機器総合機構　☎0120-780-400　（平日９時～17時受付、祝日、年末年始を除きます）
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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。
「平川市がん検診対象者証明書」が必要ですので、お問い合わせください。

□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。

　市では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月に送付しました。有効
期限が今月末までとなっていますので、受診予定の方は、早めに指定の医療機関で受診しましょう。
　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。
　なお、無料クーポン券で受診の場合、「平川市がん検診受診対象者証明書」は不要です。
無料クーポン有効期限　２月28日(水)

■子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券の有効期限は今月末までです！

※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

時　間 持　ち　物
・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

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　３月４日(日)
場所・時間
・イオンタウン平賀
　ショッピングセンター
　　10：30 ～ 11：45
　　13：00 ～ 16：00

※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。

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11月生まれ
平成29年３月生まれ
平成28年８月生まれ
平成26年８月生まれ

３月22日(木)

３月20日(火)
３月７日(水)
３月14日(水)
３月９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)

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

■問合せ　健康推進課母子保健係骨髄バンクに関するおしらせ

　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む
…」などの生活上の困りごとや福祉
サービスの利用などについて、精神
保健福祉士が相談に応じます。
日にち　３月７日(水)、20日(火)
時間　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター相談室③
※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　３月13日(火)　10時～12時
※毎月第２火曜日の開催を予定してい
　ます。
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　３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　３月27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
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

３月７日(水)

３月７日(水)

２月28日(水)
３月８日(木)

10 ：30 ～ 11：30

13：00 ～ 14：00

13：00 ～ 13：30
13：00 ～ 14：00

ウイルス性肝炎検査
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

　骨髄移植とは、白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんに、健康な皆さまの善
意で、提供いただいた骨髄や末梢血幹細胞を移植して治療することです。
　一人でも多くの患者さんを救うために、18歳から54歳以下の健康な方へ骨髄移植へ
の理解と骨髄バンクへのドナー登録に協力をお願いしています。
　ドナー登録は弘前献血ルームで受付しています。

骨髄バンクへのドナー登録をしませんか？

　骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）の増加および骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄
バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナーとなった市民とそのドナーが勤務する事業所を対象に奨励金を交付し
ます。

骨髄移植ドナーを支援しています

〇交付対象者および事業所
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ご協力ください！

■Ｃ型肝炎給付金の請求期限の延長について
　出産や手術での大量出血などの際に血液から作られた医薬品（フィブリノゲン製剤・血液凝固第９因子製剤）の投与に
よりC型肝炎ウイルスに感染した方への給付金の請求期限が延長となりました。
対象者　「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに
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給付金支給の請求期限　2023年１月16日
問合せ　独立行政法人医薬品医療機器総合機構　☎0120-780-400　（平日９時～17時受付、祝日、年末年始を除きます）
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戸籍

だより

１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。
１月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,667 人 (－41)　　■男性　14,757 人　■女性　16,910 人
■世帯数　11,856 世帯 (－４)　■転入　32 人　　　■転出　45 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

柏木町　工　藤　小衛門　94
高畑　　赤　平　信　幸　70
苗生松　澤　田　　　勉　74
本町　　船　水　喜　美　85
小国　　齋　藤　浅次郎　89
唐竹　　佐　藤　敦　子　63
切明　　谷　川　イ　ワ　96
葛川　　大　谷　克　也　44
広船　　小笠𠩤　権　二　33
広船　　長　尾　子之助　93
広船　　小笠𠩤　ミキエ　84
新屋　　葛　西　京　子　74
新屋　　小　野　幸　弘　81
新屋　　小　野　敏　行　73
町居　　三　上　清　衛　93

金屋　　佐　藤　節　子　88
南田中　葛　西　勝　子　75
南田中　松　田　兼太郎　97
高木　　山　口　タ　ケ　93
八幡崎　福　士　キ　セ　91
八幡崎　竹　内　英　子　85
新山　　福　士　ミ　エ　93
碇ヶ関　成　田　つや子　88
碇ヶ関　高　阪　軍　三　77
古懸　　佐々木　金　實　78

お悔やみ申し上げます

弘前市　　　秋田谷　　　透
苗生松　　　対　馬　嘉奈子
南田中　　　工　　　　　勇
唐竹　　　　山　内　　　望
光城　　　　岩　渕　　　真
弘前市　　　五十嵐　愛　果
弘前市　　　秋田谷　卓　郎
広船　　　　工　藤　有希子

小和森　
み   お

美緒ちゃん
松崎　　

こ   お

煌央くん
本町　　

り は く

稟博くん
唐竹　　

かい

海くん
新館　　

ゆ    い   か

由依華ちゃん
新館　　

け    い

景偉くん
町居　　

ゆずな

柚南くん
光城　　

じん

臣くん
猿賀　　

りんたろう

麟太郎くん

今　井　智　孝
岩　渕　健　二
下　山　　　諒
原　田　貴　之
伊　藤　高　明
外　川　　　賢
葛　西　裕　介
須々田　康　平
工　藤　慶太郎

北海道音更町　羽　田　俊　樹
尾崎　　　　角　田　真亜子
沖縄県那覇市　宮　澤　健　斗
本町　　　　福　士　祐　実

スマートフォンで広報ひらかわ１月の交通事故件数
　■交通事故　５件（負傷者５人、死者０人）

１月の出動件数
　■火災出動　１件　　■救急出動　46件
　■救助出動　０件　　■その他　　18件

　スマートフォンのアプリから、いつでも
どこでも「広報ひらかわ」を閲覧できます。

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

アプリのダウンロード
はこちらから

平川市シティプロモーション用公式ＳＮＳの運用を開始しました
　市の魅力や地域資源を市内外に効果的に発信する
ため、平川市のシティプロモーション用公式ＳＮＳア
カウントを取得し、１月から運用を開始しました。
　市の出来事や魅力、市が関係するイベント情報な
どを発信しています。皆さんのフォローや「いいね！」
をお待ちしています！

Instagram・Facebook
　アカウント名　nostalgic.city.hirakawa
Twitter
　アカウント名　Promo_Hirakawa

問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線1353）

葛西　晴人 くん
かさい　　はると

目が合うと誰にでもニ
コニコ笑うよ！

H29年2月7日（新屋）

長尾　青河 くん
ながお　　はるか

祝 1歳！毎日楽しませ
てくれてありがとう。

H29年2月18日（広船）

山口　蒼 くん
やまぐち　あおい

お誕生日おめでとう！
元気に育ってね！

H29年2月14日（尾上）

長尾　奏汰 くん 
ながお　   かなた

祝 1歳！いつもキミの
笑顔に癒されてます。

H29 年2 月18 日（広船）

山口　翠 くん
やまぐち  あきら

お誕生日おめでとう！
元気に育ってね！

H29年2月14日（尾上）

木村　颯也 くん
きむら　　そうや

いっぱい食べて大きく
なってね！

H29年2月26日（向陽）
武田　海聖 くん 
たけだ　  かいせい

我が家のやんちゃ boy!
元気に育ってね !

H29年2月20日（唐竹）

杉澤　大知 くん
すぎさわ　だいち

これからも楽しい思い
出いっぱい増やそうね

H29年2月3日（平成）

so CUTE! 2月で１歳になる

内山　心花 ちゃん
うちやま　 このか

１歳おめでとう！これ
からも笑顔でいてね♡

H29年2月11日（南田中）
原田　泰羽 くん 
はらた　　とうわ

お兄ちゃんと遊ぶのが
大好きです

H29年2月27日（新屋）
川村　望桜 ちゃん
かわむら　   みお

天真爛漫な愛娘☆パパ
とママの宝物だよ♡

H29 年2月24日（大光寺）
丹代　一華 ちゃん 
たんだい 　いちか

いっちゃんこれからも
ずっと笑顔でいてね。

H29 年2 月21日（新屋）

　１歳になる我が家のアイドルは、お子さんが満１歳になる保護者の皆様に
案内をお出しし、その中で希望する方のお子さんのみ掲載しています。
　掲載をご希望される保護者の方は、案内に記載されている応募締切までに
ご応募していただくようにお願いします。
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今月の表紙
Cover of this month

　２月４日、猿賀神社で「節分祭」
が行われました。
　裃姿の年男・年女らは、今年が
良い年となるように願いながら、
「福は内、鬼は外」の掛け声を響か
せて威勢よく豆をまきました。
　豆の中には賞品が当たる福豆も
まじっているとあって、詰めかけ
た多くの来場者が豆を拾い集めて
いました。

congratulation
　１月７日、平成 29 年度平川市成人式が文化センターで行われ、
新成人が大人への第一歩を踏み出しました。
　スーツや色鮮やかな着物などに身を包んだ新成人に対し、長尾
市長は「ひと時、ひと場面を大切に、努力を重ねてほしい」と激
励しました。また、恩師からのビデオレターや AOMORI 花嵐桜組
によるよさこい演舞の披露も行われ、最後には新成人も一緒になっ
て踊り、盛り上がりました。

二十歳の旅立ち
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