
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。

自衛官募集
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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/

相　談

休日・夜間納税窓口

「知覧ねぷた祭」参加者募集

農作業中の事故を防ぎましょう

募　集

おしらせ

定例労働相談会開催について

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。

自衛官募集

今月の
おしらせ

NEWS

「第 26回青森県民駅伝競走大会」の
参加者を募集します

平成 30 年度「柏農市」開催

ピロリ菌検査について

現況届（農業者年金）の提出を
忘れずに

減塩普及事業のお知らせ

平成30年工業統計調査への
ご協力をお願いします
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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。

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告
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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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