
　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

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
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
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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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