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　５月１日、市役所本庁舎で平川市で３人目となる地
域おこし協力隊となる川嶋慎治さんに委嘱状が交付さ
れました。
　川嶋さんは秋田県出身で、弘前大学を卒業後、東京
のIT企業でWebサービスの開発や制作に携わってきま
した。大学時代、サークル活動で津軽の人と関わった
ことで津軽の人のあたたかさを感じ、いずれは津軽地
方で仕事をしたいという思いから、地域おこし協力隊
に応募されたそうです。今後は、碇ヶ関総合支所に所
属し、碇ヶ関・地域おこし協力隊応援協議会と協同し
ながら、新たなイベントの企画・運営や情報発信など
の業務に従事します。

碇ヶ関地域の地域おこし協力隊
として川嶋さんが着任

平川市おのえ花と植木まつり
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　ゴールデンウィークの４月28日から５月６日、「平

川市おのえ花と植木まつり」が開催されました。桜の

花が満開を迎え、時おり桜吹雪の舞う猿賀公園では、

オープニングイベントとして、八幡崎郷土芸能保存会

による獅子踊りが披露され、植木市に並んだ鮮やかな

彩りの植木や花が、訪れた人たちの目を楽しませてい

ました。また、今年は新たな企画として、クラフトや

ワークショップ、飲食店などの出店が立ち並ぶ「ぷら

すマルシェ」や、平川市体育協会によるカヌーやヨッ

ト、スラックライン（綱渡り）の体験が行われ、期間

中は連日多くの家族連れなどで賑わっていました。

ひ ら か わ

Hirakawa広
報

　４月16日から４月23日の日程で、米国のメーン州、カムデンロックポートミドルスクールの生徒ら12人が平川
市を訪れました。これは平川市とメーン州カムデンの中学生が、ホームステイや学校などでの体験や交流を通じて、
国際感覚や語学学習への意欲・能力を高めることを目的として毎年実施されているもので、来年１月には当市の中
学生がメーン州カムデンを訪問する予定です。
　４月20日に当市を代表する名勝「盛美園」を訪れた生徒たちは、目の前に広がる庭園の風景にとても興奮した
様子で散策し、樹齢400年と伝えられるケヤキの巨木に触れた際には、その雄大な姿に驚きの声を上げていました。

米国メーン州の中学生が平川市を訪れました
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公衆無線 LAN

　市は、災害時や観光客への通信手段の確保を目的として、市内８か所の公共

施設等で、無料Wi-Fi（公衆無線 LAN）接続サービスを始めます。

　どなたでも無線通信機能がある機器であれば、無料でインターネットに簡単

に接続することができます。

＼市内８か所の公共施設等で／

❶ 平川市役所本庁舎
（２階ロビー周辺）

 無料 Wi-Fi が

使えるようになりました !

＜市内８か所Wi-Fi アクセスポイント一覧＞

特
集
！

❷ 健康センター
（ロビー周辺）

❸ 文化センター
（エントランスホール周辺）

❹ 猿賀神社
（社務所周辺）

❺ さるか荘周辺

❻ もてなしロマン館周辺 ❼ 平賀総合運動施設
（テニスコート、多目的広場、陸上競技場周辺）

❽ 道の駅いかりがせき周辺

平川市

お出かけがもっと
楽しくなる♪

１

2

3

4

5

6

7

8

「Wi-Fi」を ONにして
「hirakawa-Wi-Fi」を選択します

パスワードに「hirakawa」
と入力します

「利用登録」もしくは「各
SNS」アイコンをクリック
します

利用登録の場合は、利用者
名とメールアドレスを入力
します

登録したメールアドレスに送
られてきた利用者 ID を入力し
ます。ゲストとして３分間
Webメールの利用も可能です 

利用案内が表示されるので
「利用開始」をクリック

ポータルサイトが表示さ
れインターネットができ
るようになります

平川太郎さま

利用登録が完了

46035001

2018年2月25日
00時00分
～
2018年2月26日
00時00分

平川太郎さま

平川市Wi-Fi
接続手順

「hirakawa-Ｗi-Fi」でインター
ネットにアクセスするにはア
クセス ID が必要になります
ので下記手順に従いアクセス
IDを入手してください。

自動的にブラウザが起動し
ない場合は手動でブラウザ
を立ち上げてください。

!

※入手したアクセスＩＤは２日間有 
　効 です。超えた場合は、再入手が
　必要です。

平川太郎

hirakawa@hogehoge.jp

hirakawa

hirakawa-Wi-Fi

hirakawa-Wi-Fi

問合せ：管財課　電算係　☎44-1111（内線 1416・1419)

i phone の接続画面

「facebook・Twitter・yahoo・
google」ID 利用の場合は、ロ
グオンで認証が完了します。
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現本庁舎
解体工事

外構工事

新本庁舎建設工事

実施設計

問合せ：施設建築課　施設建築第２係
　　　　☎44-1111（内線2235・2236）

閲覧場所

提出できる方

提出方法

❶郵便
　〒036-0242 平川市猿賀南田15番地1
　尾上総合支所　施設建築課　施設建築第２係　宛て
   （5月28日(月)必着）
❷電子メール　choushakensetsu@city.hirakawa.lg.jp
❸ファクシミリ　0172-43-5005
❹各閲覧場所の意見回収箱

ご注意

回答の公表

　市パブリックコメント意見提出様式に氏名および住所（法
人などの場合は名称、代表者名および所在地）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。

・  電話など口頭でのご意見はお受けできません。
・  記入漏れがある場合は、提出意見として扱わない場合があります。
・  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。

　氏名・住所を除き、提出された意見を集約したものを市ホームページ
に掲載します。なお、類似の意見はまとめて公表します。

①市ホームページ
②本庁舎　２階／ロビー
③尾上総合支所　２階／施設建築課
④碇ヶ関総合支所　市民生活課
⑤葛川支所

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

※②～⑤は土・日曜日を除きます。

平賀駅前通りからの庁舎外観イメージ

＜事業スケジュール＞

計画地：現本庁舎敷地及び旧平川診療所敷地
敷地面積：22,905,29㎡　　駐車台数：286台
延べ面積：7,425㎡　　階数：地上４階建
構造：鉄骨造　免震構造

平成30年度　　 平成31年度　      平成32年度　　  平成33年度　     平成34年度

開
庁

　市では、老朽化し耐震性と機能性に問題を抱える市役所本庁舎

の改築を目的とし、新本庁舎建設事業を進めています。

　平成29年３月に策定した「平川市新本庁舎建設基本計画」に

基づき、市民の皆様に親しまれ、安全で利用しやすい庁舎となる

よう新本庁舎建設基本設計を作成しています。設計（案）の基本

的な考え方や平面図等をお知らせしますので、ご意見をお待ちし

ています。

平川市新本庁舎

建設基本設計（案）の

パブリックコメントを

実施しています

募集期限　５月28日(月)

計画
概要

■配置計画■

問合せ：税務課　収納係　☎44-1111（内線1265・1266・1267）

市税等の納期限内納付のお願い
　市税には、各税目および期別ごとに『納期限(納付する期限)』
が定められています。
　市では、納税者の皆さまの『納期限内納付』しやすい環境
整備を目指し、これまで『口座振替』・『コンビニ収納』を実
施してまいりました。今年度は更に※『ヤフーアプリ収納』も
実施しますので『納期限内納付』にご協力くださるようお願
いします。
　なお、納期限内に納付が確認出来ない場合は、法律の定め
により『滞納処分』をする場合がありますので、ご注意くだ
さい。

『ヤフーアプリ』をダウンロードすることで、携帯

電話やパソコン上で 24 時間いつでもヤフーウォ

レット（電子マネー）により市税の納付ができる

サービスです。詳細は納税通知書に同封しますチ

ラシにてご確認ください。

■平成 30年度　市税等納期限一覧表

（注）「随期課税分」については、納税通知書でご確認ください。

　税金を滞納している人の意志に関わりなく、滞納になっている税金を
強制的に徴収するため、その人の財産を『差押え⇒換価』し、滞納になっ
ている税金に充てて完納させる一連の手続きを言います。

　 市では、滞納市税の完納に向け、以下
の『滞納処分』を実施しています。

※『ヤフーアプリ収納』とは

軽自動車税

固定資産税

市県民税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者
医療保険料

5/31 7/2 7/31 8/31 10/1 10/31 11/30 12/28 1/31

全期

１期 ２期

１期

１期

２期

２期

２期

３期

４期

４期

４期

６期

６期

７期

７期

３期

３期

３期

４期

５期

５期

１期 ２期 ４期 ５期 ６期 ７期

３期

１期

◆『滞納処分』とは

◆ 市が実施する『滞納処分』

タイヤロックによる自動車の差押え参考画像

預貯金の差押え
給与の差押え
タイヤロックによる自動車の差押え
 動産・不動産の差押え
その他債権の差押え（国税還付金等）

・
・
・
・
・
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＜事業スケジュール＞
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パブリックコメントを
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実施しますので『納期限内納付』にご協力くださるようお願
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により『滞納処分』をする場合がありますので、ご注意くだ
さい。

『ヤフーアプリ』をダウンロードすることで、携帯

電話やパソコン上で 24 時間いつでもヤフーウォ

レット（電子マネー）により市税の納付ができる

サービスです。詳細は納税通知書に同封しますチ

ラシにてご確認ください。
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5/31 7/2 7/31 8/31 10/1 10/31 11/30 12/28 1/31

全期

１期 ２期

１期

１期

２期

２期

２期

３期

４期

４期

４期

６期

６期

７期

７期

３期

３期

３期

４期

５期

５期

１期 ２期 ４期 ５期 ６期 ７期

３期
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◆『滞納処分』とは

◆ 市が実施する『滞納処分』

タイヤロックによる自動車の差押え参考画像

預貯金の差押え
給与の差押え
タイヤロックによる自動車の差押え
 動産・不動産の差押え
その他債権の差押え（国税還付金等）

・
・
・
・
・
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ミマモルメGPS
を貸与します!

＼大切な家族を見守る／現在の居場所を探索できる装置

初期費用

月々の
利用料金

6,372 円

691円

市が負担！

利用者負担

平川市地域包括支援センター

にご相談ください。

※ご利用にあたっては申請が必要です。

高齢者実態把握調査を
実施しています

調査員が対象世帯のご自
宅へ訪問し、聞き取りに
よる調査を行います。市
発行の「平川市高齢者実
態把握調査証」を掲示い
たしますので、ご協力く
ださいますようお願いい
たします。

<在宅介護支援センター名>

平賀在宅介護支援センター
(社会福祉法人　緑風会 )

三笠在宅介護支援センター
(社会福祉法人　三笠苑 )

在宅介護支援センター  さわやか園
(社会福祉法人　直心会 )

尾上在宅介護支援センター
(社会福祉法人  平川市社会福祉協議会 )

碇ヶ関在宅介護支援センター
(社会福祉法人  平川市社会福祉協議会 )

<担当地区 >

八幡崎、日沼、蒲田、新山

碇ヶ関全域

　市は高齢者の心身の状況や家族の状況等

の実態を把握し、関係機関と連携しながら

適切な支援を行うため、市内５つの在宅介

護支援センターへ委託し「平川市高齢者実

態把握調査」を実施しています。

沖館、唐竹、新館、広船、新屋、尾崎、

平田森、町居、向野、東部地区

石郷、岩館、柏木町、大坊、向陽、

原田、三町会、荒田、小和森、杉館、

大光寺、館田、館山 ・ 松崎、苗生松、

松館、本町、西の平、光城、平成、

南田町、藤野

金屋、南田中、李平、高木、尾上、

新屋町、南田、猿賀、中佐渡、長田、

みなみの

＼ご協力をお願いします／

問合せ：高齢介護課　地域包括支援センター　☎44-1111（内線 1157・1158）問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線 1353）

市民が

主役の

まちづくりを

目指して！

平成 30年度

　市では、よりよい行政サービスを行うため、市民の皆さまの声

を聞く「まちづくり懇談会」を開催します。平成 30 年度と平成

31 年度の 2年間で市内全地区に伺うこととしており、今年度は

22 か所の集会施設などで開催する予定です。

　当日は、直接市長が各地区の開催場所に出向いて意見を伺いま

す。市民の方であればどなたでも参加することができますので、

日頃、市政全般に関して思っていること、気付いたことなど、皆

さまの声をお聞かせください。

No. 地区名 開催場所 開催日

碇ヶ関公民館

駅前・下町・仲町・
おかりや・上町・
高田・山の上・三笠・
川向・いざよい

古懸地区公民館古懸

久吉・湯ノ沢

金屋

李平

高木

新屋町

南田・みなみの

尾上

中佐渡・長田

八幡崎

日沼

蒲田・新山

小国

切明・葛川・平六・
温川・井戸沢・
大木平・一本木

５月24日 (木 ) 11月  １日 (木 )

５月31日 (木 )

6月 21日 (木 )

6月 27日 (水 )

7月   ５日 (木 )

7月 19日 (木 )

7月 26日 (木 )

8月   9日 (木 )

8月 23日 (木 )

8月 30日 (木 )

9月 27日 (木 )

10月   4日 (木 )

10月 11日 (木 )

10月 25日 (木 )

No. 地区名 開催場所 開催日

※開催時間は 18 時 30 分から 20 時を予定しています。
※都合により、開催日時や開催場所が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
※会議録は市ホームページで公開するほか、本庁舎、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所でご覧いただけます。

１

み
な
さんの声をお聞かせください！

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

金屋地区
多目的研修施設

李平地区
集落改善センター

高木集落会館

新屋町会館

尾上総合支所

尾上総合支所

中佐渡集落会館

八幡崎地区
農業研修センター

日沼地区
コミュニティ施設

新山地区
担い手センター

久吉地区公民館

克雪管理センター

石郷

原田

岩館

柏木町

藤野・南田町

三町会

小和森

11月15日 (木 )

11月 22日 (木 )

12月 20日 (木 )

1月 10日 (木 )

１月24日 (木 )

1月 31日 (木 )

2月 14日 (木 )

原田農業研修
センター

岩館地区構造
改善センター

平賀農村環境
改善センター

三町会農業研修
センター

小和森多目的
研修集会施設

石郷多目的
研修集会施設

小国コミュニティ
センター

15

16 

17 

18 

19 

20

21

22

昨年度の
まちづくり
懇談会の様子

柏木町コミュニティ
センター

　平成 29 年度は
19 か所の集会施
設などで開催し、
292 人の市民の皆
さまにご参加いた
だきました。
　道路整備や子育
てに関することな
ど、様々な要望・質問、貴重なご意見が寄せられました。

まちづくり懇談会
開催日程表

まちづくり懇談会
開催日程表

高齢者向けGPSサービス

詳しくは

　市では、認知症等により外出時道に迷う心配のある、在

宅の高齢者を介護する家族に、現在の居場所をいつでも検

索できる装置「ミマモルメGPS」の貸し出しを実施し、高

齢者と家族の安心・安全な在宅生活を支援します。

小型
端末

簡単
操作

低価格

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

※GPS 端末の参考画像
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＋

＋

＋

＋

　６月３日 ( 日 ) ～９日 ( 土 ) は危険物安全週間です。

　今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等に

おいて幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸

透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。

　しかし近年、全国的に危険物を取扱う際の事故が増

加傾向にあります。事故の原因は、誤った取扱いやうっ

かりミスなどの人的要因がほとんどです。危険物を取

扱うときは、安全を再確認するように心掛けましょう。

　消防本部では、危険物安全週間期間中、危険物関係

事業所の消防訓練や立入検査などを実施します。

　危険物取扱者免状の交付を受け、現に危険物の

製造所や貯蔵所および取扱所で危険物の取扱い作

業に従事している危険物取扱者、また危険物の取

扱い作業に従事していなかった者が、新たに従事

することとなった場合は、定められた期限内に保

安講習を受講してください。

危険物安全週間 !

「この一球　届け無事故へ　みんなの願い」

（平成 30 年度危険物安全週間推進標語）

平成 30 年６月 21 日 ( 木 )・22 日 ( 金 )

10 時～ 16 時

（２日間の受講が必要です）

岩木文化センター「あそべーる」

（弘前市賀田一丁目 18 番地４）

講習料は無料ですが、事前に書店等でテキス

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

合のホームページでも見ることができますの

でご覧下さい。

HP：http://www.hirosakifd.jp/

平成 30 年７月４日 ( 水 )

岩木文化センター「あそべーる」

（弘前市大字賀田一丁目 18 番地４）

①給油取扱所関係

　給油取扱所で危険物の取扱い作業に　　

従事している人

②一般取扱所関係

　①以外の危険物施設で危険物の取扱　　

い作業に従事している人

①免状交付日または前回講習日以後の最

　初の４月１日から３年以内

②新たに危険物取扱い作業に従事すること

　となった日から１年以内

６月１日 ( 金 ) ～６月 14 日 ( 木 )

4,700 円（青森県収入証紙）

甲種防火管理新規講習
＼該当する施設は受講を！／

危険物取扱者保安講習の
ご案内

日 時

場　　所

　

受 講 料

日　　時

場　　所

種 別

受講期限

受付期間

受 講 料

申込み・問合せ

平成 30年５月 21日 ( 月 ) ～
　　　　　６月１日 ( 金 ) まで

申込
期間

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（160 人）になり次第、

受付を終了いたします。

弘前消防本部からの
おしらせ

弘前消防本部　予防課　☎32-5104  平川消防署　　☎44-3122
碇ヶ関分署　　☎45-2240

参加者アンケートによると
参加者満足度も非常に高
く、『とても満足』『満足』
と感じた参加者が97％と
驚異的な満足度となってお
ります！

4月30日現在で、

ゲームクリア者100組突
破!!

　４月14日(土)から謎解きプログラム『小さな園の大きな秘
密』が開催されています。
　小学校高学年から大人まで楽しめる謎解きは、自由な発想
力や知識が求められる内容となっており、一人でじっくりプ
レイ派はもちろんのこと、ご友人・カップル・ご家族などで
協力プレイをしていただくと、より一層楽しめる内容となっ
ております。

　謎解きが困難な場合は、館内に設置してあるヒントを見て
解くことも可能です。
　また、館内休憩室には記念撮影用パネルなどもご用意して
おりますので、是非記念撮
影等にご活用ください。
※使用後は必ず元の場所へお戻
しください。

平川山岳会
　平川山岳会は残雪期の山歩きから紅葉時期のハイキン
グ、山菜採り等々で、山・温泉を楽しみ、体力向上・リフレッ
シュに励んでいます。
　今年のバスハイクは、八幡平の３大展望地のうち２ヶ所
を通る縦走コースです。
　湿原の花々と展望を楽しむ約４時間の初級者向けコース
で計画しました。

　平川おもちゃ病院(院長　鎌田正信・平成25年３月設立)
は、青森県内で５番目のおもちゃ病院です。
(おもちゃ病院は全国に600 ヶ所、青森県内では７ヶ所で開
院され活動しています。)
　壊れたおもちゃの修理を通して、子どもたちと共に生き
返ったおもちゃを喜び、科学する心と創造性を養い、モノ
の大切さを認識し、ボランティア活動を通じて社会に貢献
することを第一の目的としていますが、子ども達とドクター
とナース間においての、異年代交流も目的としています。

問合せ：平川おもちゃ病院　事務局長　船水德生
　　　　(平川市社会福祉協議会内　☎44-5937）

盛美園で謎解きイベント　大好評開催中!! 「６月は食育月間」

　食育のきっかけはみなさんの身近なところにあ
ります。普段何気なく接している「食」に、６月
はちょっとだけ意識を向けてみませんか。食べ物
の廃棄を少なくしてみること、「ごちそうさま」を
声に出してみること、プランターに種を植えるこ
とといった身近なことから始め、難しく考えずに
食育にトライしてみてはいかがでしょうか。

問合せ：平川山岳会　田中　☎44-4598

月　日：

費　用：
持ち物：
コース：

７月７日(土)（雨天時は集合後対応を決めます）
※集合出発は平川市文化センター駐車場に７時、
　帰着予定は17時です。
4,000 円 ( バス、保険代他 )
雨具、昼食、行動食、着替え、水、入浴具
八幡平市茶臼岳口から八幡平頂上へ約４時間 ( 高
低差約 200M)

開催日：毎月第２土曜日
場所：イオンタウン平賀

＜受付時間＞
13：30 ～ 15：00
＜診察時間＞
13：30 ～ 15：30

おもちゃ病院開院日時

現代の社会と同様におもちゃ病院でもドクターとナー
スが不足しています。特に資格は必要ありませんので、
興味のある方は下記の連絡先までお問い合わせくださ
い。よろしくお願いいたします。

■ドクターとナースを募集しています！

問合せ：（一社）平川市観光協会　☎40-2231　FAX：40-2232 問合せ：農林課　食産業振興係　☎44-8815

期間中のイベントについては 盛美園 なぞ解き 検索

×

15時に診察中でない場合
は閉院となります。

皆さんのご参加
お待ちしております！

平川おもちゃ病院

ご興味のある方下記にてお待ちしております。
また、通年会員募集中です♪
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（２日間の受講が必要です）

岩木文化センター「あそべーる」

（弘前市賀田一丁目 18 番地４）

講習料は無料ですが、事前に書店等でテキス

トを購入していただきます。
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平成 30 年７月４日 ( 水 )

岩木文化センター「あそべーる」

（弘前市大字賀田一丁目 18 番地４）

①給油取扱所関係

　給油取扱所で危険物の取扱い作業に　　

従事している人

②一般取扱所関係

　①以外の危険物施設で危険物の取扱　　

い作業に従事している人

①免状交付日または前回講習日以後の最

　初の４月１日から３年以内

②新たに危険物取扱い作業に従事すること

　となった日から１年以内

６月１日 ( 金 ) ～６月 14 日 ( 木 )

4,700 円（青森県収入証紙）
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申し込み受付期間内であっても定員（160 人）になり次第、
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弘前消防本部からの
おしらせ
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碇ヶ関分署　　☎45-2240
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参加者満足度も非常に高
く、『とても満足』『満足』
と感じた参加者が97％と
驚異的な満足度となってお
ります！

4月30日現在で、

ゲームクリア者100組突
破!!

　４月14日(土)から謎解きプログラム『小さな園の大きな秘
密』が開催されています。
　小学校高学年から大人まで楽しめる謎解きは、自由な発想
力や知識が求められる内容となっており、一人でじっくりプ
レイ派はもちろんのこと、ご友人・カップル・ご家族などで
協力プレイをしていただくと、より一層楽しめる内容となっ
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　謎解きが困難な場合は、館内に設置してあるヒントを見て
解くことも可能です。
　また、館内休憩室には記念撮影用パネルなどもご用意して
おりますので、是非記念撮
影等にご活用ください。
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　湿原の花々と展望を楽しむ約４時間の初級者向けコース
で計画しました。

　平川おもちゃ病院(院長　鎌田正信・平成25年３月設立)
は、青森県内で５番目のおもちゃ病院です。
(おもちゃ病院は全国に600 ヶ所、青森県内では７ヶ所で開
院され活動しています。)
　壊れたおもちゃの修理を通して、子どもたちと共に生き
返ったおもちゃを喜び、科学する心と創造性を養い、モノ
の大切さを認識し、ボランティア活動を通じて社会に貢献
することを第一の目的としていますが、子ども達とドクター
とナース間においての、異年代交流も目的としています。

問合せ：平川おもちゃ病院　事務局長　船水德生
　　　　(平川市社会福祉協議会内　☎44-5937）

盛美園で謎解きイベント　大好評開催中!! 「６月は食育月間」

　食育のきっかけはみなさんの身近なところにあ
ります。普段何気なく接している「食」に、６月
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の廃棄を少なくしてみること、「ごちそうさま」を
声に出してみること、プランターに種を植えるこ
とといった身近なことから始め、難しく考えずに
食育にトライしてみてはいかがでしょうか。
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　帰着予定は17時です。
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八幡平市茶臼岳口から八幡平頂上へ約４時間 ( 高
低差約 200M)

開催日：毎月第２土曜日
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おもちゃ病院開院日時

現代の社会と同様におもちゃ病院でもドクターとナー
スが不足しています。特に資格は必要ありませんので、
興味のある方は下記の連絡先までお問い合わせくださ
い。よろしくお願いいたします。

■ドクターとナースを募集しています！
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催　し

　市と友好親善交流盟約を結んでいる鹿児
島県南九州市で開催される「知覧ねぷた
祭」の運行を応援する参加者を募集しま
す。
応募条件
〇平川市民または市内企業に勤めている方
〇満20歳以上の健康な市民の方
参加期間
７月20日(金) ～ 22日(日)　２泊３日
参加費用
１人　約42,000円
（知覧の方へのお土産代・保険料を含む）
募集人数　７人
応募方法　商工観光課まで電話でお申込み
ください。
応募締切　６月８日(金)
注意事項
〇定員を超えた場合は、参加経験のない方
　を優先します。
〇参加決定後の交代はできませんのでご了
　承ください。
〇参加者は囃子練習会などに出席していた
　だきます。
申込み・問合せ　商工観光課　観光係

　「第26回青森県民駅伝競走大会(９月２
日開催)」の出場選手を募集します。出場
選手は、参加記録会、合同練習会のほか、
各種大会の結果を考慮し平川市実行委員会
が選考しますので、出場を希望する方は参
考記録会へご参加ください。また、長距離
の走力向上を目指した合同練習会を開催し
ます。こちらは県民駅伝への参加を前提と
したものではなく、参加者の力量は問いま
せんので、興味のある方はぜひご参加くだ
さい。
＜参考記録会＞
日時　６月２日(土)
　　　受付16時30分～、開始17時～
場所　平川市陸上競技場
対象
〇市内在住の中学生以上の方
〇県内在住の市内中学校出身の高校生・
　大学生
〇市内に勤務している一般の方
距離
〇一般男子・高校生男子  ５km

　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
５月23日(水) ～ 25日(金)  17時～ 19時
休日窓口
５月27日(日)  ８時30分～ 17時
問合せ　税務課　収納係

　個々の労働者と事業主との間に生じた
労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間
労働・パワハラなど）について、青森県
労働委員会委員が相談に応じます。
場所　青森県労働委員会（青森市長島2
　　　丁目1番5号みどりやビル7階）
日時　６月５日(火)、７月３日(火)
　　　13時30分～ 15時30分
　　　５月20日(日)、６月17日(日)、 　
　　　７月22日(日)
　　　10時30分～ 12時30分
対象　県内の労働者、事業主
相談料 無料
問合せ 青森県労働委員会事務局
　　　　 ☎017-734-9832

　に十分な休憩をとりましょう。
〇ほ場への出入りや傾斜地では転落、転
　倒に注意しましょう。
〇機械点検時等は、エンジンを停止しま
　しょう。
〇高所での作業はまわりの状況を確認す
　るなど、安全を確保してから行いましょ
　う。
〇出かけるときは、家族に行き先を伝　
　え、携帯電話等を所持するようにしま
　しょう。
問合せ　農林課　農業振興係

　従業者4人以上の全ての製造事業所を
対象 に、平成30年6月1日時点で、平成
30年工業統計調査を実施します。
　工業統計調査は、我が国における工業
の実態を明らかにするための重要な調査
で、統計法に基づく報告義務のある基幹
統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域振
興など、国および地域行政施策のための
基礎資料として利活用されます。
　調査票に記入した内容は、統計作成の
目的以外（税の資料など）に使用するこ
とは絶対にありません。
　５月下旬から６月にかけて調査員が事
業所へ伺いますので、調査の趣旨・必要
性をご理解いただき、調査票への正確な
ご記入をお願いします。
問合せ　企画財政課　企画調整係

貸出期間　１週間
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係

　現況届は、現在農業者年金を受給してい
る方へ５月末日までに送付されます。必要
事項を記入の上、期限までに忘れずに提出
してください。
　期限内に提出されない場合は、年金が差
し止められますのでご注意ください。
※平成29年７月１日以降の裁定請求者の
方は提出不要です。
提出期限　６月29日(金)
提出場所　
▷本庁舎　３階総務課行政係
※本庁舎の提出場所は昨年度から変更とな
りました。
▷尾上総合支所　１階農業委員会事務局
▷碇ヶ関総合支所　１階市民生活課
▷葛川支所
受付時間　平日８時15分～ 17時
問合せ
　農業委員会事務局（尾上総合支所）

　県内では毎年、農作業事故により10人
前後の方が亡くなっています。
　事故を防ぐため次の点に注意し、安全
に作業しましょう。
〇長時間の連続作業は避け、作業の合間

〇一般女子・高校生女子・中学生  ３km
＜合同練習会＞
日時　６月９日(土)以降毎週土曜日
　　　17時～
※都合により合同練習を行わない日にちも
ございます。
問合せ　ひらかドーム　☎43 - 0660

  
＜自衛官候補生(男女)＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付期限　６月８日(金)
試験日　６月16日(土) ～ 17日(日)
　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

日時　①６月５日(火) ②７月10日(火)　        
　　　③９月12 日( 水 ) ④10月15日(月)
時間　13時30分～ 15時
場所　シャディサラダ館平賀店舗敷地内　
　柏木農業高校産の野菜・果物・草花・加
工品を、ぜひご賞味下さい。
問合せ　柏木農業高校　農業部・田中
　　　　☎44-3015

　平川市では、それぞれの特性を生かした
健康づくり活動を行う町会及び市内事業所
を募集します。
事業内容
　町会および市内の事業所が行う健康づく
りに関する次の活動で、参加人数10人以
上のものです。
①健康診断等の受診率の向上を目的とする
　活動
②食生活に関する意識の向上を目的とする
　活動
③運動習慣の定着を目的とする活動
補助金額
　対象経費の支出合計額（１団体につき上
限10万円）

募集期限　10月31日(水)
※新規・継続を問わず先着順となります。
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係　

　

　当市では胃がん・大腸がん・肺がん検診
について、がん検診の受診機関及び受診期
間の拡大を図り、市民の皆様の検診受診を
推進するため、平成30年度から南黒医師
会及び弘前市医師会に所属する医療機関
で、受診できるようになりました。
　詳しくは、５月15日に配布するチラシ
をご覧ください。万一届いていない場合は
お問い合わせください。
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係　

　市では、若い人を対象に胃腸の疾患のリ
スクを高める主な原因とされるヘリコバク
ターピロリ感染の有無を確認するピロリ菌
検査を無料で実施します。
対象者   市内に住所を有する者
                （昭和54年４月１日～平成11年
　　　      ３月31日までに生まれた方）
検査方法　検便
料金　無料
申込期限　平成31年３月20日(水)
注意事項　過去にピロリ菌検査を実施した
ことのある方は対象外となります。
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係

　平川市では、幼児期からの薄味定着お
よび生活習慣病予防を目的に、減塩に関
する講座を開催します。また、家庭での
薄味定着のために、ご家庭の汁物の塩分
を測定できる塩分計を配布・貸出いたし
ます。
＜減塩講座について＞
日時　7月3日(火)、7月29日(日)
　　　10時～ 11時
場所　健康センター
申込期間　６月11日(月) ～ 6月29日(金)
※各回40人定員で、申込みは先着順とし 
ます。
※参加者には塩分計を配布します。
＜塩分計の貸出について＞
　個人や団体へ貸出します。 
貸出場所　健康センター、尾上総合支所、
　　　　　碇ヶ関総合支所、葛川支所

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/
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地域の健康づくり活動支援事業
・参加募集

胃がん・大腸がん・肺がん検診の
個別検診のお知らせ

topic 国民年金

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

学生納付特例の申請は毎年必要です
　平成29年度において学生納付特例制度により保険料納付を猶予されてい
る方で、引き続き平成30年度も在学予定の方に、国民年金保険料学生納付
特例申請書がついた「国民年金保険料学生納付特例のご案内」を４月上旬に
日本年金機構より送付しています。
　申請書はハガキ形式になっており、必要事項を記入してポストに投函する
だけで、在学証明書または学生証の写しを添付する必要もなく、平成30年
度の学生納付特例を申請することができます。
　ただし、在学している学校等に変更がある方については、このハガキで申
請することはできません。通常の申請書に在学証明書等を添付しての申請と
なります。　
　学生納付特例を希望される方でまだ申請されていない方は、早めの申請を
お願いします。

　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。
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現況届（農業者年金）の提出を
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平成30年工業統計調査への
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催　し

　市と友好親善交流盟約を結んでいる鹿児
島県南九州市で開催される「知覧ねぷた
祭」の運行を応援する参加者を募集しま
す。
応募条件
〇平川市民または市内企業に勤めている方
〇満20歳以上の健康な市民の方
参加期間
７月20日(金) ～ 22日(日)　２泊３日
参加費用
１人　約42,000円
（知覧の方へのお土産代・保険料を含む）
募集人数　７人
応募方法　商工観光課まで電話でお申込み
ください。
応募締切　６月８日(金)
注意事項
〇定員を超えた場合は、参加経験のない方
　を優先します。
〇参加決定後の交代はできませんのでご了
　承ください。
〇参加者は囃子練習会などに出席していた
　だきます。
申込み・問合せ　商工観光課　観光係

　「第26回青森県民駅伝競走大会(９月２
日開催)」の出場選手を募集します。出場
選手は、参加記録会、合同練習会のほか、
各種大会の結果を考慮し平川市実行委員会
が選考しますので、出場を希望する方は参
考記録会へご参加ください。また、長距離
の走力向上を目指した合同練習会を開催し
ます。こちらは県民駅伝への参加を前提と
したものではなく、参加者の力量は問いま
せんので、興味のある方はぜひご参加くだ
さい。
＜参考記録会＞
日時　６月２日(土)
　　　受付16時30分～、開始17時～
場所　平川市陸上競技場
対象
〇市内在住の中学生以上の方
〇県内在住の市内中学校出身の高校生・
　大学生
〇市内に勤務している一般の方
距離
〇一般男子・高校生男子  ５km

　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
５月23日(水) ～ 25日(金)  17時～ 19時
休日窓口
５月27日(日)  ８時30分～ 17時
問合せ　税務課　収納係

　個々の労働者と事業主との間に生じた
労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間
労働・パワハラなど）について、青森県
労働委員会委員が相談に応じます。
場所　青森県労働委員会（青森市長島2
　　　丁目1番5号みどりやビル7階）
日時　６月５日(火)、７月３日(火)
　　　13時30分～ 15時30分
　　　５月20日(日)、６月17日(日)、 　
　　　７月22日(日)
　　　10時30分～ 12時30分
対象　県内の労働者、事業主
相談料 無料
問合せ 青森県労働委員会事務局
　　　　 ☎017-734-9832

　に十分な休憩をとりましょう。
〇ほ場への出入りや傾斜地では転落、転
　倒に注意しましょう。
〇機械点検時等は、エンジンを停止しま
　しょう。
〇高所での作業はまわりの状況を確認す
　るなど、安全を確保してから行いましょ
　う。
〇出かけるときは、家族に行き先を伝　
　え、携帯電話等を所持するようにしま
　しょう。
問合せ　農林課　農業振興係

　従業者4人以上の全ての製造事業所を
対象 に、平成30年6月1日時点で、平成
30年工業統計調査を実施します。
　工業統計調査は、我が国における工業
の実態を明らかにするための重要な調査
で、統計法に基づく報告義務のある基幹
統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域振
興など、国および地域行政施策のための
基礎資料として利活用されます。
　調査票に記入した内容は、統計作成の
目的以外（税の資料など）に使用するこ
とは絶対にありません。
　５月下旬から６月にかけて調査員が事
業所へ伺いますので、調査の趣旨・必要
性をご理解いただき、調査票への正確な
ご記入をお願いします。
問合せ　企画財政課　企画調整係

貸出期間　１週間
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係

　現況届は、現在農業者年金を受給してい
る方へ５月末日までに送付されます。必要
事項を記入の上、期限までに忘れずに提出
してください。
　期限内に提出されない場合は、年金が差
し止められますのでご注意ください。
※平成29年７月１日以降の裁定請求者の
方は提出不要です。
提出期限　６月29日(金)
提出場所　
▷本庁舎　３階総務課行政係
※本庁舎の提出場所は昨年度から変更とな
りました。
▷尾上総合支所　１階農業委員会事務局
▷碇ヶ関総合支所　１階市民生活課
▷葛川支所
受付時間　平日８時15分～ 17時
問合せ
　農業委員会事務局（尾上総合支所）

　県内では毎年、農作業事故により10人
前後の方が亡くなっています。
　事故を防ぐため次の点に注意し、安全
に作業しましょう。
〇長時間の連続作業は避け、作業の合間

〇一般女子・高校生女子・中学生  ３km
＜合同練習会＞
日時　６月９日(土)以降毎週土曜日
　　　17時～
※都合により合同練習を行わない日にちも
ございます。
問合せ　ひらかドーム　☎43 - 0660

  
＜自衛官候補生(男女)＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付期限　６月８日(金)
試験日　６月16日(土) ～ 17日(日)
　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

日時　①６月５日(火) ②７月10日(火)　        
　　　③９月12 日( 水 ) ④10月15日(月)
時間　13時30分～ 15時
場所　シャディサラダ館平賀店舗敷地内　
　柏木農業高校産の野菜・果物・草花・加
工品を、ぜひご賞味下さい。
問合せ　柏木農業高校　農業部・田中
　　　　☎44-3015

　平川市では、それぞれの特性を生かした
健康づくり活動を行う町会及び市内事業所
を募集します。
事業内容
　町会および市内の事業所が行う健康づく
りに関する次の活動で、参加人数10人以
上のものです。
①健康診断等の受診率の向上を目的とする
　活動
②食生活に関する意識の向上を目的とする
　活動
③運動習慣の定着を目的とする活動
補助金額
　対象経費の支出合計額（１団体につき上
限10万円）

募集期限　10月31日(水)
※新規・継続を問わず先着順となります。
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係　

　

　当市では胃がん・大腸がん・肺がん検診
について、がん検診の受診機関及び受診期
間の拡大を図り、市民の皆様の検診受診を
推進するため、平成30年度から南黒医師
会及び弘前市医師会に所属する医療機関
で、受診できるようになりました。
　詳しくは、５月15日に配布するチラシ
をご覧ください。万一届いていない場合は
お問い合わせください。
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係　

　市では、若い人を対象に胃腸の疾患のリ
スクを高める主な原因とされるヘリコバク
ターピロリ感染の有無を確認するピロリ菌
検査を無料で実施します。
対象者   市内に住所を有する者
                （昭和54年４月１日～平成11年
　　　      ３月31日までに生まれた方）
検査方法　検便
料金　無料
申込期限　平成31年３月20日(水)
注意事項　過去にピロリ菌検査を実施した
ことのある方は対象外となります。
申込先・問合せ
　子育て健康課　健康推進係

　平川市では、幼児期からの薄味定着お
よび生活習慣病予防を目的に、減塩に関
する講座を開催します。また、家庭での
薄味定着のために、ご家庭の汁物の塩分
を測定できる塩分計を配布・貸出いたし
ます。
＜減塩講座について＞
日時　7月3日(火)、7月29日(日)
　　　10時～ 11時
場所　健康センター
申込期間　６月11日(月) ～ 6月29日(金)
※各回40人定員で、申込みは先着順とし 
ます。
※参加者には塩分計を配布します。
＜塩分計の貸出について＞
　個人や団体へ貸出します。 
貸出場所　健康センター、尾上総合支所、
　　　　　碇ヶ関総合支所、葛川支所

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

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

学生納付特例の申請は毎年必要です
　平成29年度において学生納付特例制度により保険料納付を猶予されてい
る方で、引き続き平成30年度も在学予定の方に、国民年金保険料学生納付
特例申請書がついた「国民年金保険料学生納付特例のご案内」を４月上旬に
日本年金機構より送付しています。
　申請書はハガキ形式になっており、必要事項を記入してポストに投函する
だけで、在学証明書または学生証の写しを添付する必要もなく、平成30年
度の学生納付特例を申請することができます。
　ただし、在学している学校等に変更がある方については、このハガキで申
請することはできません。通常の申請書に在学証明書等を添付しての申請と
なります。　
　学生納付特例を希望される方でまだ申請されていない方は、早めの申請を
お願いします。

　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。
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し、津軽事業部において総合浄水場を下記
のとおり一般公開します。“水道水ができ
るまで” を見学し、水道水の大切さを考え
てみませんか。
日時　6月３日(日)９時～ 16時30分
場所　津軽広域水道企業団津軽事業部
　　　（黒石市大字石名坂字姥懐２）
参加料　無料（見学者には数量限定ですが
記念品を贈呈します）
問合せ
　津軽広域水道企業団津軽事業部総務課
　☎52-6033
※ホームページにも掲載しておりますので
ご覧ください。（http://www.tusui.jp）

尾上地域で地籍調査を実施します
 ～「地籍」は土地の「戸籍」です～
　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」
ごとに、所有者・地番・地目および境界の
調査・測量を行い、「地籍図」や「地籍簿」

を作成する事業です。
　皆さんの財産である土地の保全に万全
を期するため、調査にご協力をお願いし
ます。
平成30年度調査実施予定地（調査面積 
0.48㎢）
　平川市南田中地区の一部、李平地区の
一部、高木地区の一部、尾上地区の一部、
新屋町地区の一部、原地区の一部を予定
しております。
※対象者の方には文書にて通知いたしま
す。
土地所有者の皆様へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土
　地の境界を確認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい
　場所は、刈り払いなどをし、境界を明
　らかにしておいてください。
○立ち会いについては登記名義人に通知
　しますので、土地の売買などにより登
　記内容に変更のある場合は、早めに手
　続きを済ませるようにしてください。
問合せ　税務課　地籍調査係

　最近、通勤途中などに他市町村のごみ集
積所にごみを出していると思われるケース
が多く見受けられ、そのごみ集積所利用者
等から苦情が寄せられております。
　ごみを出す際は自宅から最寄りのごみ集
積所を利用し、他市町村には持ち込まない
ようお願いします。
　最寄りのごみ集積所の場所が分からない
場合は下記までお問い合わせください。
問合せ
　市民課　環境衛生係

　広く県民にスポーツ・レクリエーション
活動を通して、健康で活力ある生活に資す
ることを目的に「第11回青森県民スポー
ツ・レクリエーション祭」が次のとおり開
催されます。
開催日　７月７日(土)・８日(日)
※先行開催：７月１日(日)35種目中６種目
実施種目（全35種目）
　グラウンド・ゴルフ、サッカー、ソフト
バレーボール、ゲートボール、インディア
カ、スカイスポーツフェアー、マスターズ
陸上競技など
※種目ごとに会場や開始時間などが異なり
ます。また、当日参加可能な種目もありま
す。
　詳しくはお問い合わせください。青森県
庁ホームページにも各種目の実施要綱およ
び参加申込書等が掲載されています。
申込方法　
　ひらかドーム、平賀体育館、B＆G尾上
体育館、碇ヶ関ゆうえい館に用意してある
参加申込書または各自で用意した参加申込
書に必要事項をご記入のうえ、各種団体へ
直接お申込みください。
申込締切　６月６日(水)
問合せ　ひらかドーム　☎43-0660　

　スポーツ発信で市民がひとつとなること
を目的に、誰もが気軽に参加できるスポー
ツイベント「平川市スポーツデー 2018」
を開催します。
日時　７月15日(日)８時～
場所　平川市陸上競技場
　　　（雨天時中止）
内容　スポーツイベント、体験コーナー
参加費　無料　申込締切　６月30日(土)
申込み・問合せ
　ひらかドーム　☎43-0660
※詳しくは５月15日に配布するチラシを
ご覧ください。

　県では、毎年6月に自動車税の納税通知
書をお送りしていますが、自動車税は、自
動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃
費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に
ついては、その排出ガス及び燃費性能に応
じて税率を軽減（軽課）し、新車新規登録
から一定の年数を経過した環境負荷の大き
い自動車については税率を重く（重課）す
る制度が実施されています。
　特に、平成27年度の自動車税からバス・
トラックを除き、重課の割合が15％（改
正前は10%）に引き上げられました。
　詳 し く は 青 森 県 庁 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/2016_
green_01.html）をご覧になるか、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　納税管理課
　☎32-1131(内線333)

　平成28年度に地籍調査を実施した地区
について、法務局の登記が完了しましたの

でお知らせします。
　事業着手から長期間にわたり、みなさま
のご理解とご協力をいただきありがとうご
ざいました。
平成28年度地籍調査実施地区
▷金屋（上松元の一部、中松元、下松元の一
　部、西松元の一部、上早稲田の一部、中早
　稲田の一部、下早稲田の一部）
▷南田中（村内の一部、北原の一部、東林元
　の一部、中村井の一部）
問合せ　税務課　地籍調査係

　津軽広域連合の「津軽の名人・達人バン
ク」は、地域のみなさんが学校、施設、団体、
サークル等の活動で講師が必要なとき、み
なさんの希望や目的に合わせて講師を活用
していただけるよう実施している事業で
す。
　津軽の名人・達人バンクの登録者には、
こぎん刺し、津軽塗、金魚ねぷたなどの伝
統工芸や、フラワーアート、クラフト製作、
健康づくりの指導等、幅広い分野の方々が
講師として登録者名簿に掲載されていま
す。学校行事などのイベントや各種団体の
教室等で、津軽の名人・達人バンク登録講
師を活用してみませんか？
　平成30年度から事業内容の変更を行
い、利用者のみなさんが制限なく活用して
いただけるように手続方法を一新していま
す。「津軽の名人・達人バンク登録者名簿」
も新しくなりました！登録者名簿は、津軽
広域連合のホームページを確認していただ
くか、ヒロロ３階津軽広域連合事務室入口
でご覧になれます。
　津軽広域連合では、自分の特技を講師と
して指導できる「名人・達人」も募集して
います。詳しくは、津軽広域連合までお気
軽にご連絡ください。
問合せ　津軽広域連合　総務課総務企画係
　〒036-8003　弘前市大字駅前町９番地20
　ヒロロ３階　☎31-1201
　メール rengou@tsugarukoiki.jp 
　ホームページURL http://tsugarukoiki.jp

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

　平成31年３月に高等学校を卒業する生
徒を対象とした求人の申込み受付開始は、
６月１日です。
　新規高等学校卒業予定者の地元就職促進
と、各企業においては優秀な人材を確保す
るため、早期の求人申し込みをお願いしま
す。
問合せ・受付先
　弘前公共職業安定所　求人企画部門
　 ☎38-8609(31＃)
　黒石公共職業安定所  求人担当
　 ☎53-8609

「水道水　安全　おいしい　金メダル」を
スローガンのもと６月１日から７日まで全
国一斉に『第60回水道週間』が行われます。
　津軽広域水道企業団はこの趣旨に賛同

今月のおしらせ

新規高等学校卒業予定者を
対象とした求人の早期申込みを！平川市スポーツデー 2018

津軽の名人・達人バンクの講師を
利用して楽しく学んでみませんか

自動車税のグリーン化特例の
改正について

ごみ集積所の利用についての
お願い

平成28年度地籍調査事業の
登記の完了について

青森県民スポレク祭

児童手当現況届を提出しましょう

第60回水道週間
地籍調査にご協力ください

　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、平成30年6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たし
ているかどうかを確認するためのものです。対象者には平成30年5月末に通知します。公務員の方を除き、通知
の届かない方はお問い合わせください（※公務員の方は勤務先で届出又は手続きすることになります）。

■受付期間　６月１日(金) ～６月29日(金)
　　　　　　８時15分から17時まで
　　　　　　※土・日曜日を除きます。

■提出書類
①現況届　※別途市から送付します
②印鑑（スタンプ式は不可）
③受給者の保険証の写し
④養育する児童の住所が市外にある方は、児童を
　含む世帯全員の住民票の写し ■問合せ先　子育て健康課　子ども支援係

　☎44-1111（内線1151）

■提出先
▷子育て健康課子ども支援係
　（健康センター内）
▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
▷葛川支所

※6月13日(水) ～ 15日(金)は
子育て健康課子ども支援係（健康センター
内)のみ19時まで窓口を延長します。
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し、津軽事業部において総合浄水場を下記
のとおり一般公開します。“水道水ができ
るまで” を見学し、水道水の大切さを考え
てみませんか。
日時　6月３日(日)９時～ 16時30分
場所　津軽広域水道企業団津軽事業部
　　　（黒石市大字石名坂字姥懐２）
参加料　無料（見学者には数量限定ですが
記念品を贈呈します）
問合せ
　津軽広域水道企業団津軽事業部総務課
　☎52-6033
※ホームページにも掲載しておりますので
ご覧ください。（http://www.tusui.jp）

尾上地域で地籍調査を実施します
 ～「地籍」は土地の「戸籍」です～
　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」
ごとに、所有者・地番・地目および境界の
調査・測量を行い、「地籍図」や「地籍簿」

を作成する事業です。
　皆さんの財産である土地の保全に万全
を期するため、調査にご協力をお願いし
ます。
平成30年度調査実施予定地（調査面積 
0.48㎢）
　平川市南田中地区の一部、李平地区の
一部、高木地区の一部、尾上地区の一部、
新屋町地区の一部、原地区の一部を予定
しております。
※対象者の方には文書にて通知いたしま
す。
土地所有者の皆様へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土
　地の境界を確認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい
　場所は、刈り払いなどをし、境界を明
　らかにしておいてください。
○立ち会いについては登記名義人に通知
　しますので、土地の売買などにより登
　記内容に変更のある場合は、早めに手
　続きを済ませるようにしてください。
問合せ　税務課　地籍調査係

　最近、通勤途中などに他市町村のごみ集
積所にごみを出していると思われるケース
が多く見受けられ、そのごみ集積所利用者
等から苦情が寄せられております。
　ごみを出す際は自宅から最寄りのごみ集
積所を利用し、他市町村には持ち込まない
ようお願いします。
　最寄りのごみ集積所の場所が分からない
場合は下記までお問い合わせください。
問合せ
　市民課　環境衛生係

　広く県民にスポーツ・レクリエーション
活動を通して、健康で活力ある生活に資す
ることを目的に「第11回青森県民スポー
ツ・レクリエーション祭」が次のとおり開
催されます。
開催日　７月７日(土)・８日(日)
※先行開催：７月１日(日)35種目中６種目
実施種目（全35種目）
　グラウンド・ゴルフ、サッカー、ソフト
バレーボール、ゲートボール、インディア
カ、スカイスポーツフェアー、マスターズ
陸上競技など
※種目ごとに会場や開始時間などが異なり
ます。また、当日参加可能な種目もありま
す。
　詳しくはお問い合わせください。青森県
庁ホームページにも各種目の実施要綱およ
び参加申込書等が掲載されています。
申込方法　
　ひらかドーム、平賀体育館、B＆G尾上
体育館、碇ヶ関ゆうえい館に用意してある
参加申込書または各自で用意した参加申込
書に必要事項をご記入のうえ、各種団体へ
直接お申込みください。
申込締切　６月６日(水)
問合せ　ひらかドーム　☎43-0660　

　スポーツ発信で市民がひとつとなること
を目的に、誰もが気軽に参加できるスポー
ツイベント「平川市スポーツデー 2018」
を開催します。
日時　７月15日(日)８時～
場所　平川市陸上競技場
　　　（雨天時中止）
内容　スポーツイベント、体験コーナー
参加費　無料　申込締切　６月30日(土)
申込み・問合せ
　ひらかドーム　☎43-0660
※詳しくは５月15日に配布するチラシを
ご覧ください。

　県では、毎年6月に自動車税の納税通知
書をお送りしていますが、自動車税は、自
動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃
費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に
ついては、その排出ガス及び燃費性能に応
じて税率を軽減（軽課）し、新車新規登録
から一定の年数を経過した環境負荷の大き
い自動車については税率を重く（重課）す
る制度が実施されています。
　特に、平成27年度の自動車税からバス・
トラックを除き、重課の割合が15％（改
正前は10%）に引き上げられました。
　詳 し く は 青 森 県 庁 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/2016_
green_01.html）をご覧になるか、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　納税管理課
　☎32-1131(内線333)

　平成28年度に地籍調査を実施した地区
について、法務局の登記が完了しましたの

でお知らせします。
　事業着手から長期間にわたり、みなさま
のご理解とご協力をいただきありがとうご
ざいました。
平成28年度地籍調査実施地区
▷金屋（上松元の一部、中松元、下松元の一
　部、西松元の一部、上早稲田の一部、中早
　稲田の一部、下早稲田の一部）
▷南田中（村内の一部、北原の一部、東林元
　の一部、中村井の一部）
問合せ　税務課　地籍調査係

　津軽広域連合の「津軽の名人・達人バン
ク」は、地域のみなさんが学校、施設、団体、
サークル等の活動で講師が必要なとき、み
なさんの希望や目的に合わせて講師を活用
していただけるよう実施している事業で
す。
　津軽の名人・達人バンクの登録者には、
こぎん刺し、津軽塗、金魚ねぷたなどの伝
統工芸や、フラワーアート、クラフト製作、
健康づくりの指導等、幅広い分野の方々が
講師として登録者名簿に掲載されていま
す。学校行事などのイベントや各種団体の
教室等で、津軽の名人・達人バンク登録講
師を活用してみませんか？
　平成30年度から事業内容の変更を行
い、利用者のみなさんが制限なく活用して
いただけるように手続方法を一新していま
す。「津軽の名人・達人バンク登録者名簿」
も新しくなりました！登録者名簿は、津軽
広域連合のホームページを確認していただ
くか、ヒロロ３階津軽広域連合事務室入口
でご覧になれます。
　津軽広域連合では、自分の特技を講師と
して指導できる「名人・達人」も募集して
います。詳しくは、津軽広域連合までお気
軽にご連絡ください。
問合せ　津軽広域連合　総務課総務企画係
　〒036-8003　弘前市大字駅前町９番地20
　ヒロロ３階　☎31-1201
　メール rengou@tsugarukoiki.jp 
　ホームページURL http://tsugarukoiki.jp

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

　平成31年３月に高等学校を卒業する生
徒を対象とした求人の申込み受付開始は、
６月１日です。
　新規高等学校卒業予定者の地元就職促進
と、各企業においては優秀な人材を確保す
るため、早期の求人申し込みをお願いしま
す。
問合せ・受付先
　弘前公共職業安定所　求人企画部門
　 ☎38-8609(31＃)
　黒石公共職業安定所  求人担当
　 ☎53-8609

「水道水　安全　おいしい　金メダル」を
スローガンのもと６月１日から７日まで全
国一斉に『第60回水道週間』が行われます。
　津軽広域水道企業団はこの趣旨に賛同

今月のおしらせ

新規高等学校卒業予定者を
対象とした求人の早期申込みを！平川市スポーツデー 2018

津軽の名人・達人バンクの講師を
利用して楽しく学んでみませんか

自動車税のグリーン化特例の
改正について

ごみ集積所の利用についての
お願い

平成28年度地籍調査事業の
登記の完了について

青森県民スポレク祭

児童手当現況届を提出しましょう

第60回水道週間
地籍調査にご協力ください

　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、平成30年6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たし
ているかどうかを確認するためのものです。対象者には平成30年5月末に通知します。公務員の方を除き、通知
の届かない方はお問い合わせください（※公務員の方は勤務先で届出又は手続きすることになります）。

■受付期間　６月１日(金) ～６月29日(金)
　　　　　　８時15分から17時まで
　　　　　　※土・日曜日を除きます。

■提出書類
①現況届　※別途市から送付します
②印鑑（スタンプ式は不可）
③受給者の保険証の写し
④養育する児童の住所が市外にある方は、児童を
　含む世帯全員の住民票の写し ■問合せ先　子育て健康課　子ども支援係

　☎44-1111（内線1151）

■提出先
▷子育て健康課子ども支援係
　（健康センター内）
▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
▷葛川支所

※6月13日(水) ～ 15日(金)は
子育て健康課子ども支援係（健康センター
内)のみ19時まで窓口を延長します。
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広
告
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健康のおしらせ health information

集団検診

・特定健診・後期高齢者健康診査
・生活保護受給者健康診査
・各種がん検診・肝炎ウイルス検査

■問合せ　子育て健康課　健康推進係

＜検診項目＞

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＞

検診のおしらせ
平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

※お申し込みは随時受け付けしており
　ます。なお、集団検診は定員になり
　次第締め切りますので、お早目にお
　申し込みください。

※平成31年3月31日までに20歳、40歳
　になる方も対象です。

※検診の内容により対象者が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

杉館集会施設（杉館ふれあいセンター）
健康センター

５月20日(日)
５月21日(月)
５月24日(木)
 6月20日(水)

６：45
　～８：00 □健康保険証

□受診票

受付時間実施日 場　所

医師検診開始時間
７：00 ～ 

持ち物

□受診票
□バスタオル

５月28日(月)

６月11日(月)

６月17日(日)

碇ヶ関地域福祉センター
（ハッピイハウス）

受付時間実施日 場　所 持ち物
12：30 ～ 13：30

集
　団

個
　別

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。

尾上地域福祉センター

９：00 ～ 10：00
健康センター

乳がん検診のみの方
優先時間

12：00 ～ 12：30

乳がん検診のみの方
優先時間

８：30 ～９：00

尾上地域福祉センター

※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

■問合せ母子・献血のおしらせ

life

乳幼児健康診査など　　■場所　健康センター　

すくすく広場※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30年２月生まれ
平成29年６月生まれ
平成28年11月生まれ
平成26年11月生まれ

６月14日(木)

６月26日(火)
６月13日(水)
６月27日(水)
６月 ８日(金)

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　象 実施日 受付時間 持ち物

□母子健康手帳
□バスタオル
□小皿、スプーン
    （離乳食を試食する方）
□筆記用具

□母子健康手帳
□バスタオル
□健康診査問診票
□尿(３歳児のみ)

□母子健康手帳
　(ある方は父子手帳)

種　別 対　象 実施日 受付時間 持ち物

全血献血・・・

　　　　 場　所
尾上総合支所　　　　　　
(株)タカシン本社工場
(株)日本マイクロニクス青森工場

母乳ケア（1回500円） 妊産婦の方
５月 22日(火)
６月  ５日(火)
６月 19日(火)

予約制(各日、前日締切)
①10：00　②11：00
③13：00　④14：00

□母子健康手帳
□フェイスタオル
　(使用済みのタオルを入れる袋)

母・・・子育て健康課
　　 母子保健係

・・・子育て健康課
　　 子育て世代包括支援係

包

母

母 包

母

母乳ケア　　　　　■場所　健康センター　　包

日にち　６月22日(金)

体重測定、育児相談、離
乳食の講話、試食、親子
遊びなど

※１)　パパママ教室は予約制です　締切日：６月14日(木)

■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
となります。　■各健診対象者には個別に通知します。健診は無料です。

　　 時　間
９：30～ 10：30
11：15 ～ 12：15
13：45 ～ 16：00

パパママ教室　※１) 妊娠中、子育て中の方など  6月21日(木) 18：00 ～ 20：00

■問合せ　高齢介護課　高齢福祉係けんこう教室スケジュール

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

６月７日(木)、６月21日(木) 

６月５日(火)、６月19日(火)

６月12日(火)、６月26日(火)

６月２日(土)、６月16日(土)

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方

実　施　日
６月12日(火)、６月19日(火)
６月26日(火)
６月13日(水)、６月20日(水)
６月27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。

６月６日(水)、６月13日(水)
６月20日(水)、６月27日(水) 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む…」
などの生活上の困りごとや福祉サービス
の利用などについて、精神保健福祉士が
相談に応じます。
日時・場所
6月  6日(水)　健康センター相談室③
6月20日(水)　尾上地域福祉センター　
　　　　　　相談室
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

　精神疾患を抱える方のご家族が自由
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　6月12日(火)
　　　10時～12時
※毎月第２火曜日に開催予定です。
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。
日時　６月13日(水)、７月18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
　子育て健康課　健康推進係

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　6月6日(水)　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　子育て健康課　健康推進係

傾聴サロン

相談・サロン・その他

■弘前保健所からのおしらせ

６月６日(水)
６月６日(水)
６月20日(水)
5月23日(水)
６月14日(木)
６月19日(火)

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
17：30 ～ 18：30
13：00 ～ 13：30

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

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

精神保健福祉相談（予約制） 13：00 ～ 14：00
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健康のおしらせ health information

集団検診

・特定健診・後期高齢者健康診査
・生活保護受給者健康診査
・各種がん検診・肝炎ウイルス検査

■問合せ　子育て健康課　健康推進係

＜検診項目＞

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＞

検診のおしらせ
平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

※お申し込みは随時受け付けしており
　ます。なお、集団検診は定員になり
　次第締め切りますので、お早目にお
　申し込みください。

※平成31年3月31日までに20歳、40歳
　になる方も対象です。

※検診の内容により対象者が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

杉館集会施設（杉館ふれあいセンター）
健康センター

５月20日(日)
５月21日(月)
５月24日(木)
 6月20日(水)

６：45
　～８：00 □健康保険証

□受診票

受付時間実施日 場　所

医師検診開始時間
７：00 ～ 

持ち物

□受診票
□バスタオル

５月28日(月)

６月11日(月)

６月17日(日)

碇ヶ関地域福祉センター
（ハッピイハウス）

受付時間実施日 場　所 持ち物
12：30 ～ 13：30

集
　団

個
　別

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。

尾上地域福祉センター

９：00 ～ 10：00
健康センター

乳がん検診のみの方
優先時間

12：00 ～ 12：30

乳がん検診のみの方
優先時間

８：30 ～９：00

尾上地域福祉センター

※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

■問合せ母子・献血のおしらせ

life

乳幼児健康診査など　　■場所　健康センター　

すくすく広場※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30年２月生まれ
平成29年６月生まれ
平成28年11月生まれ
平成26年11月生まれ

６月14日(木)

６月26日(火)
６月13日(水)
６月27日(水)
６月 ８日(金)

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　象 実施日 受付時間 持ち物

□母子健康手帳
□バスタオル
□小皿、スプーン
    （離乳食を試食する方）
□筆記用具

□母子健康手帳
□バスタオル
□健康診査問診票
□尿(３歳児のみ)

□母子健康手帳
　(ある方は父子手帳)

種　別 対　象 実施日 受付時間 持ち物

全血献血・・・

　　　　 場　所
尾上総合支所　　　　　　
(株)タカシン本社工場
(株)日本マイクロニクス青森工場

母乳ケア（1回500円） 妊産婦の方
５月 22日(火)
６月  ５日(火)
６月 19日(火)

予約制(各日、前日締切)
①10：00　②11：00
③13：00　④14：00

□母子健康手帳
□フェイスタオル
　(使用済みのタオルを入れる袋)

母・・・子育て健康課
　　 母子保健係

・・・子育て健康課
　　 子育て世代包括支援係

包

母

母 包

母

母乳ケア　　　　　■場所　健康センター　　包

日にち　６月22日(金)

体重測定、育児相談、離
乳食の講話、試食、親子
遊びなど

※１)　パパママ教室は予約制です　締切日：６月14日(木)

■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
となります。　■各健診対象者には個別に通知します。健診は無料です。

　　 時　間
９：30～ 10：30
11：15 ～ 12：15
13：45 ～ 16：00

パパママ教室　※１) 妊娠中、子育て中の方など  6月21日(木) 18：00 ～ 20：00

■問合せ　高齢介護課　高齢福祉係けんこう教室スケジュール

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

６月７日(木)、６月21日(木) 

６月５日(火)、６月19日(火)

６月12日(火)、６月26日(火)

６月２日(土)、６月16日(土)

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方

実　施　日
６月12日(火)、６月19日(火)
６月26日(火)
６月13日(水)、６月20日(水)
６月27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。

６月６日(水)、６月13日(水)
６月20日(水)、６月27日(水) 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む…」
などの生活上の困りごとや福祉サービス
の利用などについて、精神保健福祉士が
相談に応じます。
日時・場所
6月  6日(水)　健康センター相談室③
6月20日(水)　尾上地域福祉センター　
　　　　　　相談室
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

　精神疾患を抱える方のご家族が自由
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　6月12日(火)
　　　10時～12時
※毎月第２火曜日に開催予定です。
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。
日時　６月13日(水)、７月18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
　子育て健康課　健康推進係

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　6月6日(水)　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　子育て健康課　健康推進係

傾聴サロン

相談・サロン・その他

■弘前保健所からのおしらせ

６月６日(水)
６月６日(水)
６月20日(水)
5月23日(水)
６月14日(木)
６月19日(火)

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
17：30 ～ 18：30
13：00 ～ 13：30

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

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

精神保健福祉相談（予約制） 13：00 ～ 14：00
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戸籍

だより

４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。
４月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,480 人 (－42)　　■男性　14,675 人　■女性　16,805 人
■世帯数　11,874 世帯 (＋15)　■転入　93 人　　　■転出　104 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

柏木町　後　藤　富　美　76
高畑　　木　村　保　雄 82
小和森 菊　池　貞　雄 84
小和森 中　嶋　ミツヱ 94
小和森 船　水　キ　ヌ 78
大光寺 清　藤　六　郎 94
館田 福　井　金　司 73
本町 秋　元　タ　ヤ 95
本町 福　士　長四郎 94
沖館 櫻　庭　チ　ヨ 87
唐竹 木　村　　　彰　86
唐竹 桑　田　富　夫 91

新館 木　村　光　彦 64
葛川 北　山　伸　悦 73
広船 外　川　ノ　リ 87
広船 外　川　ヤ　サ 94
広船 長　尾　チ　ヤ 87
新屋 葛　西　み　さ 94
新屋 齋　　　鐵　雄 78
新屋 丹　代　千代春 77
尾崎 中　嶋　四十二 85　
尾崎 八木橋　ふみよ 85
町居 奈　良　ア　キ 92
金屋 松　田　チ　セ 92
金屋 渡　邊　みちゑ 84
南田中 成　田　た　ま 92
高木 一　戸　重　範 60
尾上 寺　﨑　清　秋 90
新屋町 山　口　正　利 83
原 工　藤　政　吉 95
長　田 舘　山　リ　ヱ 89
八幡崎 須　郷　チ　ヱ 93
碇ヶ関 旦　代　藏　吉 95
古懸 佐々木　金　一 85
古懸 佐々木　鉄　丸 93

お悔やみ申し上げます

新屋　　　　葛　西　一　穂
弘前市　　　立　園　紀　子
町居　　　　成　田　祥　浩
十和田市　　羽　田　　　藍
金屋　　　　佐　藤　康　平
弘前市　　　菊　池　友理香

南田中 木　田　雄　貴
黒石市 佐　藤　　　圭
高　木 西　谷　健太郎
原 竹　浪　千　晶
猿　賀 齊　藤　　　良
弘前市 工　藤　明　美
日　沼 奈　良　和　将
弘前市 本　間　陽　子

大光寺　
さえ

采依ちゃん
大光寺　

るな

桜菜ちゃん
大光寺　

らい

頼くん
本町　　

けんと

健翔くん
本町　　

そら

翔くん
本町　　

はる

悠くん
沖館　　

ゆい

優衣ちゃん
新館　　

みはる

愛遥ちゃん
新屋　　

りゅうが

龍凱くん

尾崎　　
はる

春くん
町居　　

にいな

新菜ちゃん
新屋町　

　そら　

大空くん

相　澤　克　弥
鎌　田　慎　也
杉　澤　　　明
木　村　淳　哉
工　藤　貴　博
築　舘　　　功
田　中　大　明
有　馬　広　訓
上　林　孝　之
中　嶋　真太郎
岩　﨑　幸　一
後　藤　礁　太

■スマートフォンで「広報ひらかわ」■

「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。 
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線 1353）

　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。

お詫びと訂正
　広報ひらかわ４月号の特集「平成30年度一般
会計当初予算」の掲載内容に一部誤りがありまし
たのでお詫びして訂正します。

【誤】　水道事業　　資本的支出　　9,435万円

【正】　水道事業　　資本的支出　　113,337万円

4月の交通事故件数
　■交通事故　7件（負傷者6人、死者1人）

4月の出動件数
　■火災出動　０件　　■救急出動　67件
　■救助出動　０件　　■その他　　16件

市公式ＳＮＳを運営しています
　市の魅力・地域資源をＳＮＳで発信しています。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

桑田　望愛 ちゃん
くわた 　　 のあ

食いしん坊のあ
ステキな笑顔に癒される♥

H29年5月16日（唐竹）

成田　彪斗 くん
なりた　　あやと

インスタ映えしない我
が家のズル助坊主(笑)

H29年5月18日（光城）
齋藤　琉空 くん
さいとう　　りく

祝１歳☆これからも笑
顔で皆を癒してね♡

H29年5月3日（原田）
松本　朝陽 くん
まつもと 　あさひ

やんちゃで元気いっぱ
い！大きくなりました

H29年5月1日（石郷）

so CUTE! ５月で１歳になる

渡　　心春 ちゃん
わたなべ　  ここる

リボンがトレードマー
クの小さなプリンセス

H29年5月6日（光城）

　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。

田中　晴空 くん
たなか　　はるあ

お兄ちゃんお姉ちゃん
とずっと仲良くね♡

H29年5月19日（本町）

下山　蒲公英 ちゃん
しもやま　  たんぽぽ

素敵な笑顔でみんなを
癒すポポちゃん

H29年5月3日（南田中）

小田切　結叶 ちゃん
おだぎり　　　ゆの

元気に育ってくれてあ
りがとう♡だいすき♡

H29年5月17日（新屋町）

小竹　史栞 ちゃん
こたけ　　しおり

愛嬌たっぷりのいたず
らっ子♡

H29年5月24日（碇ヶ関）

葛西　俊介 くん
かさい　しゅんすけ

お母さん似の可愛い俊
ちゃん

H29年5月27日（町居）
邊
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戸籍

だより

４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。
４月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。
■人口　　31,480 人 (－42)　　■男性　14,675 人　■女性　16,805 人
■世帯数　11,874 世帯 (＋15)　■転入　93 人　　　■転出　104 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

柏木町　後　藤　富　美　76
高畑　　木　村　保　雄 82
小和森 菊　池　貞　雄 84
小和森 中　嶋　ミツヱ 94
小和森 船　水　キ　ヌ 78
大光寺 清　藤　六　郎 94
館田 福　井　金　司 73
本町 秋　元　タ　ヤ 95
本町 福　士　長四郎 94
沖館 櫻　庭　チ　ヨ 87
唐竹 木　村　　　彰　86
唐竹 桑　田　富　夫 91

新館 木　村　光　彦 64
葛川 北　山　伸　悦 73
広船 外　川　ノ　リ 87
広船 外　川　ヤ　サ 94
広船 長　尾　チ　ヤ 87
新屋 葛　西　み　さ 94
新屋 齋　　　鐵　雄 78
新屋 丹　代　千代春 77
尾崎 中　嶋　四十二 85　
尾崎 八木橋　ふみよ 85
町居 奈　良　ア　キ 92
金屋 松　田　チ　セ 92
金屋 渡　邊　みちゑ 84
南田中 成　田　た　ま 92
高木 一　戸　重　範 60
尾上 寺　﨑　清　秋 90
新屋町 山　口　正　利 83
原 工　藤　政　吉 95
長　田 舘　山　リ　ヱ 89
八幡崎 須　郷　チ　ヱ 93
碇ヶ関 旦　代　藏　吉 95
古懸 佐々木　金　一 85
古懸 佐々木　鉄　丸 93

お悔やみ申し上げます

新屋　　　　葛　西　一　穂
弘前市　　　立　園　紀　子
町居　　　　成　田　祥　浩
十和田市　　羽　田　　　藍
金屋　　　　佐　藤　康　平
弘前市　　　菊　池　友理香

南田中 木　田　雄　貴
黒石市 佐　藤　　　圭
高　木 西　谷　健太郎
原 竹　浪　千　晶
猿　賀 齊　藤　　　良
弘前市 工　藤　明　美
日　沼 奈　良　和　将
弘前市 本　間　陽　子

大光寺　
さえ

采依ちゃん
大光寺　

るな

桜菜ちゃん
大光寺　

らい

頼くん
本町　　

けんと

健翔くん
本町　　

そら

翔くん
本町　　

はる

悠くん
沖館　　

ゆい

優衣ちゃん
新館　　

みはる

愛遥ちゃん
新屋　　

りゅうが

龍凱くん

尾崎　　
はる

春くん
町居　　

にいな

新菜ちゃん
新屋町　

　そら　

大空くん

相　澤　克　弥
鎌　田　慎　也
杉　澤　　　明
木　村　淳　哉
工　藤　貴　博
築　舘　　　功
田　中　大　明
有　馬　広　訓
上　林　孝　之
中　嶋　真太郎
岩　﨑　幸　一
後　藤　礁　太

■スマートフォンで「広報ひらかわ」■

「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。 
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線 1353）

　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。

お詫びと訂正
　広報ひらかわ４月号の特集「平成30年度一般
会計当初予算」の掲載内容に一部誤りがありまし
たのでお詫びして訂正します。

【誤】　水道事業　　資本的支出　　9,435万円

【正】　水道事業　　資本的支出　　113,337万円

4月の交通事故件数
　■交通事故　7件（負傷者6人、死者1人）

4月の出動件数
　■火災出動　０件　　■救急出動　67件
　■救助出動　０件　　■その他　　16件

市公式ＳＮＳを運営しています
　市の魅力・地域資源をＳＮＳで発信しています。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

桑田　望愛 ちゃん
くわた 　　 のあ

食いしん坊のあ
ステキな笑顔に癒される♥

H29年5月16日（唐竹）

成田　彪斗 くん
なりた　　あやと

インスタ映えしない我
が家のズル助坊主(笑)

H29年5月18日（光城）
齋藤　琉空 くん
さいとう　　りく

祝１歳☆これからも笑
顔で皆を癒してね♡

H29年5月3日（原田）
松本　朝陽 くん
まつもと 　あさひ

やんちゃで元気いっぱ
い！大きくなりました

H29年5月1日（石郷）

so CUTE! ５月で１歳になる

渡　　心春 ちゃん
わたなべ　  ここる

リボンがトレードマー
クの小さなプリンセス

H29年5月6日（光城）

　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。

田中　晴空 くん
たなか　　はるあ

お兄ちゃんお姉ちゃん
とずっと仲良くね♡

H29年5月19日（本町）

下山　蒲公英 ちゃん
しもやま　  たんぽぽ

素敵な笑顔でみんなを
癒すポポちゃん

H29年5月3日（南田中）

小田切　結叶 ちゃん
おだぎり　　　ゆの

元気に育ってくれてあ
りがとう♡だいすき♡

H29年5月17日（新屋町）

小竹　史栞 ちゃん
こたけ　　しおり

愛嬌たっぷりのいたず
らっ子♡

H29年5月24日（碇ヶ関）

葛西　俊介 くん
かさい　しゅんすけ

お母さん似の可愛い俊
ちゃん

H29年5月27日（町居）
邊
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今月の表紙
Cover of this month

　5月5日、文化センターでこどもの日恒例
のイベント「第13回子どもフェスティバル」
が開かれました。
　県内初開催となる「チャンバラ合戦」も
行われ、子どもから大人まで幅広い世代の
参加者は、初めて体験するイベントに熱中
していました。また、映画上映や、輪投げ、
めんこなど昔の遊びを体験できるコーナー
などもあり、多くの親子連れで賑わってい
ました。

＼ PICK UP! ／

専用ファイルの表紙中央に
は平川市の花・鳥・木が♪

平川市オリジナルデザイン
婚姻届 ・ 命名書を

配布します ！

婚 姻 届

命 名 書

６月から配布開始！

　平川市オリジナルデザインの命

名書は、縦書き・横書きの両方に

対応。周りのスペースには手形や

足形を押したり、写真を貼り付け

たりと自由にコラージュできる仕

様になっております♪

A4サイズなので、フォトフレーム

に入れてリビングに飾ることも◎

我が家だけのオリジナルの命名書

を作って、新しい家族の誕生をお

祝いしましょう！

問合せ：市民課　市民係　☎44-1111（内線 1222・1223）

■配布場所■　平川市役所本庁舎 ／２階 市民課窓口　　　尾上総合支所 ／１階 市民生活課窓口　　碇ヶ関総合支所 ／１階 市民生活課窓口

　　複写式になっている

ので、届出時の筆跡をそ

のまま残せます♪

　　従来の婚姻届には無

い、２人の写真を貼り付

けられる欄や、メッセー

ジを書き込む欄もありま

す♪

＼平川市オリジナル婚姻届はココが happy ! ／

※婚姻届・専用ファイルは数に限りがあるため、１カップル
　１組のみの配布となります。ご了承ください。

　市ではオリジナルデザインの婚姻届と

命名書を作成しました。

特別な婚姻届や命名書を使って、記念に残る

一生の思い出を作りましょう。

HANAKO

※

使
用
例

2018    6   15

パパ　太郎

ママ　花美

生まれてきてくれて

ありがとう♪

※数に限りがあるため、赤ちゃん１人
　につき１枚のみの配布となります。
　ご了承ください。

記念用婚姻届の保存専用ファイルも配布！

１ ２

記念用に手元に残る届書は、

平川市らしさいっぱいの可愛らしいデザイン。

発行　平川市
編集　総務部総務課広報広聴係

広報ひらかわ  No.149
2018年5月15日発行

QRコード

広報ひらかわは、11,200部作成し、
印刷経費は1部あたり25円です。

〒036-0104 
青森県平川市柏木町藤山25番地6
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