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　5月13日、平賀多目的広場でダイワハウス全国少年少女野球教室が開催されました。元プロ野球選手を招いて開
催されたこの教室には、市内を始め南黒地区から約200名の小学生が参加しました。
　元プロ野球選手の指導を受けることができる貴重な機会ということで、参加した子どもたちは熱心に説明に聞き
入り、一緒に体を動かす際には、とてもうれしそうな様子でした。

ダイワハウス全国少年少女野球教室が開かれました

農家蔵・農家庭園めぐり
　5月26・27日、金屋地区の蔵並み通りでまち歩き

ツアー「農家蔵・農家庭園めぐり」が開かれました。

このイベントは、NPO法人尾上蔵保存利活用促進会

主催のもと平成24年から行われているもので、養成

講座を受けた地元柏木農業高校の生徒と弘前大学の学

生20人がガイドを務めました。

　夫婦で参加した市内在住の外川あや子さん(38)は、

「秋田から嫁いできて市内のこともまだまだ知らない

ことが多い」と話し、地元高校生のガイドを受けなが

ら、感心した様子で昔ながらの風情が残る街並みを楽

しんでいました。

白岩まつり
　5月26・27日、尾崎地区の白岩森林公園で白岩ま

つりが開催されました。祭りでは尾崎獅子踊保存会に

よる獅子踊りやカラオケ大会などのイベントが催され

たほか、白岩遊歩道散策ツアーも行われ、参加者たち

は雪山を思わせる白い岩肌と新緑のコントラストを楽

しみました。

　また、AOMORI花嵐桜組による「よさこいソーラン」

では、華やかでキレのいい演舞で会場を沸かせたほ

か、最後には平川市のゆるキャラたちと共に踊りを披

露し、観客を楽しませていました。
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◎平成29年度取組状況
　協定集落数が18集落、参加農業者は1,530名、交付金
額は126,071千円でした。（4ページ表参照）各集落にお
いて、主に次のような共同取組活動が行われました。

　○水路および農道の管理

　○農地管理（法面の点検・補修、病害虫対策など）

　○周辺林地の草刈り

　○景観作物の作付（花壇など）

　○共同利用機械・施設の整備　ほか

　また、地域独自の取組みとして、次のような事業が行わ

れました。

　○町居・新館→体験学習（米）

　○新屋→体験学習（さつまいも）

　○沖館・広船・尾崎→ふらん病対策

　○唐竹・沖館→りんご苗木配布

　○切明→鳥類の餌場確保

　○小国→農産物加工・販売（直売所）

　○金屋→体験観光農園（さくらんぼ）

　○古懸→堆肥づくり

　○相沢→河川敷の雑木伐採　ほか

協定締結
集　　落

うち集落共
同取組活動
充　当　額

協定参加
農業者数
( 人 )

交付対象農用地面積 ( ㎡ ) 交付金 ( 千円 )

唐竹

沖館

新館

広船

切明

小国

井戸沢

大木平

尾崎

新屋

町居

高畑

金屋

久吉

相沢

四戸橋第二

古懸

阿原

合計

159

128

72

151

18

51

29

17

223

152

158

17

178

55

31

14

69

9

1,530

2,192,372

997,802

328,375

2,150,891

130,768

433,104

262,638

307,837

1,575,138

671,105

788,013

48,787

701,303

292,735

139,561

75,678

443,486

37,092

11,576,685

106,284

2,248

0

0

130,768

429,822

60,560

0

0

2,465

0

0

0

0

0

0

10,314

0

742,461

0

65,838

25,348

77,955

0

0

202,078

0

737,341

282,013

1668,289

48,787

0

292,735

73,163

0

218,431

37,092

2,221,283

2,084,736

929,716

297,705

2,066,759

0

0

0

0

743,460

386,627

616,977

0

701,303

0

33,740

31,134

22,497

0

7,914,654

1,352

0

5,322

6,177

0

3,282

0

307,837

94,337

0

2,747

0

0

0

32,658

44,544

192,244

0

690,500

26,211

11,266

2,916

24,413

2,746

9,038

2,888

1,077

14,779

6,754

8,451

390

8,065

2,342

1,088

514

2,896

237

126,071

13,106

5,633

1,460

12,207

1,129

3,615

1,122

754

7,389

3,377

4,367

282

4,874

2,342

1,088

514

2,896

237

66,392

13,105

5,633

1,456

12,206

1,617

5,423

1,766

323

7,390

3,377

4,084

108

3,191

0

0

0

0

0

59,679

急傾斜
面　積

緩傾斜
面　積

急傾斜
面　積

緩傾斜
面　積

田 畑

交付金の単価：10a当たり (円 )

傾斜区分

単価区分

交付単価

田の急傾斜（1/20以上） 田の緩傾斜（1/100以上） 畑の急傾斜（15度以上） 畑の緩傾斜（８度以上）

通常

21,000

8割

16,800

通常

8,000

8割

6,400

通常

11,500

8割

9,200

通常

3,500

8割

2,800

※新館、阿原地区のみ 8割単価

未来のために

地域の財産 「中山間地域」

を守ろう

中山間地域等直接支払制度とは

平
成
29
年
度  

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度  

交
付
対
象
面
積
お
よ
び
交
付
金
交
付
状
況

平川市職員を募集します！ ～ 職員採用試験前期日程のご案内 ～

※大学とは、学校教育法に規定する大学（これに類するもので市長が認めるものを含み、短期大学を除く）を指します。

※土木・建築技術職や保健師として採用しても、一般行政の事務部門に配属となる場合もあります。

問合せ　農林課　農業振興係　☎ 44‐1111（内線 2172）

職　種

土木技術職　上級

建築技術職　上級

保健師

受験資格（日本国籍を有すること）

大学において、土木に関する専門課程を修めて卒業した方（平成31年3月
までに卒業する見込者を含む）で、昭和59年4月2日以降に生まれた方

大学において、建築に関する専門課程を修めて卒業した方（平成31年3月
までに卒業する見込者を含む）で、昭和59年4月2日以降に生まれた方

保健師の資格を有する方（平成31年3月31日までに実施される保健師の国
家試験に合格し資格取得見込者を含む）で、昭和59年4月2日以降に生ま
れた方

採用予定数

１名程度

１名程度

２名程度

募集人員

試験日および会場

　▷第1次試験　7月22日 (日 )　市役所本庁舎
　▷第2次試験　9月2日 (日 )　市役所本庁舎

試験方法および内容

◎第１次試験

合格発表

　▷第1次試験　8月8日 (水 )
　▷第2次試験　9月中旬

試験申込手続

　次の必要書類を7月6日 (金 )17時までに本庁舎3
階総務課人事係へ提出してください。

　▷平川市職員採用試験申込書

　▷平川市職員採用試験受験票

　▷受験票返信用封筒（ご自分の宛先を明記し82円
　　切手を貼付した長形3号封筒）
※申込書および受験票は、市役所本庁舎・尾上総合

支所・碇ヶ関総合支所に備え付けているほか、市ホー

ムページからもダウンロードできます。

※郵送で申し込む場合は、申込期限当日の消印有効

となります。

試験案内

　試験案内は、市役所に備え付けているほか、市ホー

ムページに掲載しています。受験を希望している方

は、必ず試験案内で詳細を確認してください。

問合せ　総務課　人事係

　☎44‐1111（内線1355・1356）

土木技術職
上級

建築技術職
上級

保健師

教養試験（基礎力）＋専門試験（土木）＋一般性格診断検査

教養試験（基礎力）＋専門試験（建築）＋一般性格診断検査

教養試験（基礎力）＋専門試験（保健師）＋一般性格診断検査

※教養試験（基礎力）とは、過去の平川市の試験よりもコンパクトで易

しい内容になります。

◎第2次試験

全職種共通　作文試験＋面接試験

　中山間地域等直接支払制度は、平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地につ
いて、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従って5年以上継続して農業生産活動
等の作業が実施されることを条件に交付金が集落などに支払われる国の制度です。
　集落などに支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動費や農地の耕作者への支払などに使
用されます。

うち農業者
へ の 個 人
配　当　額

　9月16日 (日 )に後期日程第1次試験を行います。募集開始日は７月13日 (金 )、採用予定職
種は「一般行政職（上級・初級・身体障がい者）」、「土木技術職（初級）」、「建築技術職（初級）」です。

詳しくは７月11日 (水 )に公開される後期日程の採用試験案内にてご確認ください。

後期日程試験の
お知らせ
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田の急傾斜（1/20以上） 田の緩傾斜（1/100以上） 畑の急傾斜（15度以上） 畑の緩傾斜（８度以上）

通常

21,000

8割

16,800

通常

8,000

8割

6,400

通常

11,500

8割

9,200

通常

3,500

8割

2,800

※新館、阿原地区のみ 8割単価

未来のために

地域の財産 「中山間地域」

を守ろう

中山間地域等直接支払制度とは

平
成
29
年
度  

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度  

交
付
対
象
面
積
お
よ
び
交
付
金
交
付
状
況

平川市職員を募集します！ ～ 職員採用試験前期日程のご案内 ～

※大学とは、学校教育法に規定する大学（これに類するもので市長が認めるものを含み、短期大学を除く）を指します。

※土木・建築技術職や保健師として採用しても、一般行政の事務部門に配属となる場合もあります。

問合せ　農林課　農業振興係　☎ 44‐1111（内線 2172）

職　種

土木技術職　上級

建築技術職　上級

保健師

受験資格（日本国籍を有すること）

大学において、土木に関する専門課程を修めて卒業した方（平成31年3月
までに卒業する見込者を含む）で、昭和59年4月2日以降に生まれた方

大学において、建築に関する専門課程を修めて卒業した方（平成31年3月
までに卒業する見込者を含む）で、昭和59年4月2日以降に生まれた方

保健師の資格を有する方（平成31年3月31日までに実施される保健師の国
家試験に合格し資格取得見込者を含む）で、昭和59年4月2日以降に生ま
れた方

採用予定数

１名程度

１名程度

２名程度

募集人員

試験日および会場

　▷第1次試験　7月22日 (日 )　市役所本庁舎
　▷第2次試験　9月2日 (日 )　市役所本庁舎

試験方法および内容

◎第１次試験

合格発表

　▷第1次試験　8月8日 (水 )
　▷第2次試験　9月中旬

試験申込手続

　次の必要書類を7月6日 (金 )17時までに本庁舎3
階総務課人事係へ提出してください。

　▷平川市職員採用試験申込書

　▷平川市職員採用試験受験票

　▷受験票返信用封筒（ご自分の宛先を明記し82円
　　切手を貼付した長形3号封筒）
※申込書および受験票は、市役所本庁舎・尾上総合

支所・碇ヶ関総合支所に備え付けているほか、市ホー

ムページからもダウンロードできます。

※郵送で申し込む場合は、申込期限当日の消印有効

となります。

試験案内

　試験案内は、市役所に備え付けているほか、市ホー

ムページに掲載しています。受験を希望している方

は、必ず試験案内で詳細を確認してください。

問合せ　総務課　人事係

　☎44‐1111（内線1355・1356）

土木技術職
上級

建築技術職
上級

保健師

教養試験（基礎力）＋専門試験（土木）＋一般性格診断検査

教養試験（基礎力）＋専門試験（建築）＋一般性格診断検査

教養試験（基礎力）＋専門試験（保健師）＋一般性格診断検査

※教養試験（基礎力）とは、過去の平川市の試験よりもコンパクトで易

しい内容になります。

◎第2次試験

全職種共通　作文試験＋面接試験

　中山間地域等直接支払制度は、平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地につ
いて、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従って5年以上継続して農業生産活動
等の作業が実施されることを条件に交付金が集落などに支払われる国の制度です。
　集落などに支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動費や農地の耕作者への支払などに使
用されます。

うち農業者
へ の 個 人
配　当　額

　9月16日 (日 )に後期日程第1次試験を行います。募集開始日は７月13日 (金 )、採用予定職
種は「一般行政職（上級・初級・身体障がい者）」、「土木技術職（初級）」、「建築技術職（初級）」です。

詳しくは７月11日 (水 )に公開される後期日程の採用試験案内にてご確認ください。

後期日程試験の
お知らせ
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軽減割合

９割

8.5割

５割

２割

区 分

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

課税限度額

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

課税限度額

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

課税限度額

税 率 等

8.20%

18.50%

23,800円

27,800円

580,000円

2.75%

7.00%

6,600円

10,000円

190,000円

2.60%

5.70%

9,000円

8,400円

160,000円

　平成30年4月から後期高齢者医療保険料が以下のとおり見直されました。

　今回の見直しは、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するため、世代間の公平が

図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要性から行われたものです。皆さまのご理

解をお願いいたします。

　平成30年度平川市国民健康保険税の税率が、次のとおり決定しました。

　昨年度からの改正点は、課税限度額の引き上げと、所得額に応じて国民健康保険税が軽減される対象世帯の拡大です。これら

の改正は、平成30年度の国の税制改正によるもので、平川市においても国の制度改正に合わせて実施されます。

＜一人あたりの上限額である賦課限度額＞

平成29年度57万円   →　平成30年度62万円

▷加入日の前日まで社会保険の被扶養者であった方の軽減

　後期高齢者医療制度へ加入する前日まで、ご家族の社会保険（会社の健康保険や

共済組合など）の被扶養者だった方は、均等割額について、平成29年度は7割軽

減とされていましたが、平成30年度は5割軽減となります。（ただし、上記の「所

得が低い方の軽減」にも該当する場合は、軽減割合が大きい方で計算されます）な

お、所得割額の負担はありません。

▷所得が低い方の軽減

　同一世帯内の被保険者およびその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得

に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。

平成30年度　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のおしらせ 平成30年度　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のおしらせ

◎国民健康保険税の課税限度額の引き上げ ◎国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大

＋ ＝

国民健康保険税の限度額と軽減対象の変更 ◎後期高齢者医療

　保険料の軽減

　国民健康保険税は、世帯の所得額（世帯主および国

保加入者の所得の合計額）に応じて、均等割額（加入者

1人につき課税）と平等割額（1世帯につき課税）が軽

減されます。

　この軽減の基準が次のとおり改正され、5割軽減と2

割軽減の対象世帯が拡大されます。
　平成29年度は、被保険者の
基礎控除後の所得が58万円以
下の場合、所得割額が2割軽減
とされていましたが、平成30
年度は軽減なしとなります。

後期高齢者医療保険料が見直されました

課税の分類

①医療給付費分

②後期高齢者

　支援金分

②介護納付金分

軽減割合

７割

５割

２割

世帯の所得額

33万円以下
33万円以下
(改正なし)

　課税の分類のうち、医療給付費分の課税限度額が、

54万円から58万円へ引き上げられます。

増  減

変 更

な し

変 更

な し

変 更

な し

＋40,000円

※均等割額（一人あたり40,514円）と所得割率（7.41％）は変更ありません。

◎青森県後期高齢者医療

   保険料について

40,514円

均等割額

[一人一人が平等に納める額]
保険料額

[限度額62万円]

所得割額

[所得に応じて納める額]

基礎控除後の所得※×7.41％

※基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。

平成29年度 平成30年度

33万円 ＋
( 被保険者数 ) ×

27万円 以下

33万円 ＋
( 被保険者数 ) ×

27.5万円 以下

33万円 ＋
( 被保険者数 ) ×

49万円 以下

33万円＋
( 被保険者数 ) ×

50万円 以下

保
険
料
の
計
算
方
法

問合せ　国保年金課　国保係　☎ 44‐1111（内線1251・1252・1257）

世帯の所得額の合計

平成29年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度

33万円以下、かつ被保険者全員の年金収入が年額80万円以下(その他の各種所得がない)

33万円以下

　　　33万円＋( 被保険者数 )×27万円 以下　　　　　　33万円＋( 被保険者数 )×27.5万円 以下

　　　33万円＋( 被保険者数 )×49万円 以下　　　　　　 33万円＋( 被保険者数 )×50万円 以下

藍綬褒章

消防功績

今井　紀夫さん
小和森地区　63歳

　昭和 51 年に消防団に入団され、平成 29 年からは

平川市消防副団長として活動されています。「地域の

安全・安心のため」に、消防活動のほか後輩の指導育

成や団員の確保にも尽力されてきました。

　「この度の受章は、先輩たちや地域の皆さん、家族

の支えがあっていただいたようなもので、感謝してい

ます」と話されました。

瑞宝単光章

消防功労

山口　眞一さん
新屋町地区　68歳

　昭和 44 年から平賀・尾上地区消防事務組合に勤

務され、平川市消防本部次長として退職されるまで

41 年間にわたり主に現場での消防活動に従事されま

した。

　「地域住民の生命、財産を守るという強い使命感を

もって働いてきた。家族や職場の先輩・同僚の支え

があったからこそ受章できたと思うので感謝したい」

と話されました。

瑞宝双光章

消防功労

相馬　清孝さん
唐竹地区　69歳

　約 42 年間にわたって消防団活動に従事し、消防

団長を務められました。

　「住民の命を守るため頑張ってきた。受章には驚

きもあるが、支えてくれた団員をはじめとする関係

者に感謝している。消防団はやりがいがあるし、横

のつながりもできるので、若い人たちにもぜひ入団

してもらいたい」と話されました。

問合せ　▷青森県後期高齢者医療広域連合  ☎017‐721‐3821　▷国保年金課  国保係  ☎44‐1111（内線1251・1252・1257）

旭日双光章

農業振興功労

古川　寛三さん
館田地区　70歳

　20 年以上にわたり市の農業委員を務める一方、

稲作生産技術の向上に努めて田中稔賞を受賞するな

ど、農業の発展に尽力されました。

　「家族や仲間の長年の支えがあっての受章なので

周りの人に恵まれたと感謝している。これからは後

進の育成にも力を注いでいきたい」と話されました。

＜均等割額＞

＜所得割額＞
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軽減割合

９割

8.5割

５割

２割

区 分

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

課税限度額

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

課税限度額

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

課税限度額

税 率 等

8.20%

18.50%

23,800円

27,800円

580,000円

2.75%

7.00%

6,600円

10,000円

190,000円

2.60%

5.70%

9,000円

8,400円

160,000円

　平成30年4月から後期高齢者医療保険料が以下のとおり見直されました。

　今回の見直しは、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するため、世代間の公平が

図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要性から行われたものです。皆さまのご理

解をお願いいたします。

　平成30年度平川市国民健康保険税の税率が、次のとおり決定しました。

　昨年度からの改正点は、課税限度額の引き上げと、所得額に応じて国民健康保険税が軽減される対象世帯の拡大です。これら

の改正は、平成30年度の国の税制改正によるもので、平川市においても国の制度改正に合わせて実施されます。

＜一人あたりの上限額である賦課限度額＞

平成29年度57万円   →　平成30年度62万円

▷加入日の前日まで社会保険の被扶養者であった方の軽減

　後期高齢者医療制度へ加入する前日まで、ご家族の社会保険（会社の健康保険や

共済組合など）の被扶養者だった方は、均等割額について、平成29年度は7割軽

減とされていましたが、平成30年度は5割軽減となります。（ただし、上記の「所

得が低い方の軽減」にも該当する場合は、軽減割合が大きい方で計算されます）な

お、所得割額の負担はありません。

▷所得が低い方の軽減

　同一世帯内の被保険者およびその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得

に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。

平成30年度　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のおしらせ 平成30年度　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のおしらせ

◎国民健康保険税の課税限度額の引き上げ ◎国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大

＋ ＝

国民健康保険税の限度額と軽減対象の変更 ◎後期高齢者医療

　保険料の軽減

　国民健康保険税は、世帯の所得額（世帯主および国

保加入者の所得の合計額）に応じて、均等割額（加入者

1人につき課税）と平等割額（1世帯につき課税）が軽

減されます。

　この軽減の基準が次のとおり改正され、5割軽減と2

割軽減の対象世帯が拡大されます。
　平成29年度は、被保険者の
基礎控除後の所得が58万円以
下の場合、所得割額が2割軽減
とされていましたが、平成30
年度は軽減なしとなります。

後期高齢者医療保険料が見直されました

課税の分類

①医療給付費分

②後期高齢者

　支援金分

②介護納付金分

軽減割合

７割

５割

２割

世帯の所得額

33万円以下
33万円以下
(改正なし)

　課税の分類のうち、医療給付費分の課税限度額が、

54万円から58万円へ引き上げられます。

増  減

変 更

な し

変 更

な し

変 更

な し

＋40,000円

※均等割額（一人あたり40,514円）と所得割率（7.41％）は変更ありません。

◎青森県後期高齢者医療

   保険料について

40,514円

均等割額

[一人一人が平等に納める額]
保険料額

[限度額62万円]

所得割額

[所得に応じて納める額]

基礎控除後の所得※×7.41％

※基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。

平成29年度 平成30年度

33万円 ＋
( 被保険者数 ) ×

27万円 以下

33万円 ＋
( 被保険者数 ) ×

27.5万円 以下

33万円 ＋
( 被保険者数 ) ×

49万円 以下

33万円＋
( 被保険者数 ) ×

50万円 以下

保
険
料
の
計
算
方
法

問合せ　国保年金課　国保係　☎ 44‐1111（内線1251・1252・1257）

世帯の所得額の合計

平成29年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度

33万円以下、かつ被保険者全員の年金収入が年額80万円以下(その他の各種所得がない)

33万円以下

　　　33万円＋( 被保険者数 )×27万円 以下　　　　　　33万円＋( 被保険者数 )×27.5万円 以下

　　　33万円＋( 被保険者数 )×49万円 以下　　　　　　 33万円＋( 被保険者数 )×50万円 以下

藍綬褒章

消防功績

今井　紀夫さん
小和森地区　63歳

　昭和 51 年に消防団に入団され、平成 29 年からは

平川市消防副団長として活動されています。「地域の

安全・安心のため」に、消防活動のほか後輩の指導育

成や団員の確保にも尽力されてきました。

　「この度の受章は、先輩たちや地域の皆さん、家族

の支えがあっていただいたようなもので、感謝してい

ます」と話されました。

瑞宝単光章

消防功労

山口　眞一さん
新屋町地区　68歳

　昭和 44 年から平賀・尾上地区消防事務組合に勤

務され、平川市消防本部次長として退職されるまで

41 年間にわたり主に現場での消防活動に従事されま

した。

　「地域住民の生命、財産を守るという強い使命感を

もって働いてきた。家族や職場の先輩・同僚の支え

があったからこそ受章できたと思うので感謝したい」

と話されました。

瑞宝双光章

消防功労

相馬　清孝さん
唐竹地区　69歳

　約 42 年間にわたって消防団活動に従事し、消防

団長を務められました。

　「住民の命を守るため頑張ってきた。受章には驚

きもあるが、支えてくれた団員をはじめとする関係

者に感謝している。消防団はやりがいがあるし、横

のつながりもできるので、若い人たちにもぜひ入団

してもらいたい」と話されました。

問合せ　▷青森県後期高齢者医療広域連合  ☎017‐721‐3821　▷国保年金課  国保係  ☎44‐1111（内線1251・1252・1257）

旭日双光章

農業振興功労

古川　寛三さん
館田地区　70歳

　20 年以上にわたり市の農業委員を務める一方、

稲作生産技術の向上に努めて田中稔賞を受賞するな

ど、農業の発展に尽力されました。

　「家族や仲間の長年の支えがあっての受章なので

周りの人に恵まれたと感謝している。これからは後

進の育成にも力を注いでいきたい」と話されました。

＜均等割額＞

＜所得割額＞
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介護保険料が変わりました

■平成 30 年度から平成 32 年度までの 65 歳以上の方の介護保険料

1介護保険料を見直しました

　新たに第 7 期平川市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画を策定し、平成

30 年度からの 3 年間に必要と見込んだ介護サービスの量に応じて、介護保険料

を見直しました。

　平成 32年度までの介護保険料基準額は月額 6,500円で、昨年度より 20円増

加することとなりました。

2介護保険料の負担割合が

　 変わります

　介護保険にかかる費用のうち、50% を介

護保険料で負担、残りの 50% を税金で負

担することになっています。介護保険料

50% のうち 65 歳以上の方が負担する介護

保険料は、これまでの 22% から 23% にな

りました。

3 所得により自己負担割

　合が変わります

　介護サービスを利用した際の負

担割合は、かかった費用の１割ま

たは２割でしたが、平成 30 年８

月より、特に所得の高い方につい

ては３割となります。対象となる

方へは、７月中に負担割合証を送

付いたします。

　介護保険は、介護が必要な方やその家族が抱える介護の負担や不安を社会全体で支える制度です。

この制度は 3年ごとに見直され、平成 30年度は見直しの年度に当たります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活保護受給者などで、 世帯全員が住民税非課税で本人の

前年の年金収入等の額※が 80 万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入等の額が

80万円を超え 120 万円以下の方

世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の年金収入等の額

が 120 万円を超える方

世帯に住民税課税者がいるが、 本人は住民税非課税で前年

の年金収入等の額が 80万円以下の方

世帯に住民税課税者がいるが、 本人は住民税非課税で前年

の年金収入等の額が 80万円を超える方

本人が住民税課税で合計所得金額 120 万円未満の方

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上

200 万円未満の方

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 200 万円以上

300 万円未満の方

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が

300 万円以上の方

見直し後の
年額保険料
(月額保険料 )

見直し前の
年額保険料
（月額保険料）

第 1段階

第 2段階

第 3段階

第 4段階

第 5段階
( 基準額 )

第 6段階

第 7段階

第 8段階

第 9段階

基準額 ×0.45

基準額 ×0.75

基準額 ×0.75

基準額 ×0.9

基準額 ×1.0

基準額 ×1.2

基準額 ×1.3

基準額 ×1.5

基準額 ×1.7

35,100 円
(2,925 円 )

58,500 円
(4,875 円 )

58,500 円
(4,875 円 )

70,200 円
(5,850 円 )

78,000 円
(6,500 円 )

93,600 円
(7,800 円 )

101,400 円
(8,450 円 )

117,000 円
(9,750 円 )

132,600 円
(11,050 円 )

34,992 円
(2,916 円 )

58,320 円
(4,860 円 )

58,320 円
(4,860 円 )

69,984 円
(5,832 円 )

77,760 円
(6,480 円 )

93,312 円

(7,776 円 )

101,088 円
(8,424 円 )

116,640 円
(9,720 円 )

132,192 円
(11,016円 )

※年金収入等の額：公的年金収入金額＋合計所得金額（年金所得額を除く）

問合せ　高齢介護課　介護保険係　☎44‐1111（内線 1155・1156）

税金

50%

40歳～64歳の方

23%
65 歳以上の方

【介護保険の負担率】

(平成30年度～平成32年度)

対象となる方 割合所得段階

27%

耐震住宅への建替えで最大82万2,000円を支援します!!
～そろそろ建替えを考えていませんか？～

　市では、住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的として、「平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業」を

実施しています。住宅の建替えやリフォームを考えられている方は、要件をご確認のうえお申し込みください。

あなたが実践する「まちづくり」を応援します
～平川市まちづくり支援事業補助金～

　地域の活性化に向けて、「自ら考え、自ら実践する」まちづくり活動を行う団体を支援します。

　事業に要する資金として、「平川市まちづくり支援事業補助金」を最大で 50万円交付します。

補助金の内容

▷補助対象団体

　・構成員が 3人以上で、構成員に平川市民がいる団体

　・平川市内にて活動している、または市内で実施する事業

　　についての実行委員会などを組織していること

　・組織運営に関する規則（規約、会則など）があること　など

▷対象となる事業

　・平川市民が誰でも参加できる事業

　・市民と補助対象者の労力により実施される事業　など

　※交付決定前に着手した事業については対象となりません。

▷補助金額

　・補助対象経費の10分の9（上限50万円）

　※事業収入がある場合は別途算出します。

応募について

　補助金の交付申請前に、事業計画書や収支予算などの書類

により審査し、事業の認定を受ける必要があります。

　本補助金の活用をお考えの団体は、まずはご相談ください。

※過去に活用実績がある団体も活用できます。

※補助金交付要綱や各種様式は、市ホームページからダウン

ロードできます。

申込み・問合せ　企画財政課　企画調整係

　☎44‐1111（内線 1433・1434）

補助金額

　建替え工事または耐震改修工事の耐震化にかかる費用の

23％相当額で最大 82万 2,000円

対象者

　市内に住宅を所有し、その住宅に居住している人で、市税

を滞納していない方

対象住宅

　昭和 56年 5月以前に建てられた木造一戸建て住宅で、耐

震診断により評点が 1.0未満と診断されたもの

対象工事

　既存住宅と同じ敷地内で行う建替え工事または耐震化のた

めに補強を行う改修工事

募集件数　5件（先着順）

申込期間　6月 18日 (月 ) ～ 11月 30日 (金 )

必要書類

　①申込書

　②本人確認ができる書類（運転免許証など）

　③耐震診断結果報告書の写し

　④青森県木造住宅耐震補強シート

　⑤市税の納税証明書

　⑥工事見積書（耐震化にかかる費用が分かるもの）

　⑦工事概要がわかる図面（案内図、配置図、平面図など）

　⑧その他の書類

その他　この事業を利用するには、対象となる住宅の耐震診

断を行っていなければなりません。耐震診断についても、自

己負担額 8,000 円で行える事業を実施していますので、お

問い合わせください。

問合せ　施設建築課　施設建築第 1係

　☎44‐1111（内線 2233）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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介護保険料が変わりました

■平成 30 年度から平成 32 年度までの 65 歳以上の方の介護保険料

1介護保険料を見直しました

　新たに第 7 期平川市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画を策定し、平成

30 年度からの 3 年間に必要と見込んだ介護サービスの量に応じて、介護保険料

を見直しました。

　平成 32年度までの介護保険料基準額は月額 6,500円で、昨年度より 20円増

加することとなりました。

2介護保険料の負担割合が

　 変わります

　介護保険にかかる費用のうち、50% を介

護保険料で負担、残りの 50% を税金で負

担することになっています。介護保険料

50% のうち 65 歳以上の方が負担する介護

保険料は、これまでの 22% から 23% にな

りました。

3 所得により自己負担割

　合が変わります

　介護サービスを利用した際の負

担割合は、かかった費用の１割ま

たは２割でしたが、平成 30 年８

月より、特に所得の高い方につい

ては３割となります。対象となる

方へは、７月中に負担割合証を送

付いたします。

　介護保険は、介護が必要な方やその家族が抱える介護の負担や不安を社会全体で支える制度です。

この制度は 3年ごとに見直され、平成 30年度は見直しの年度に当たります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活保護受給者などで、 世帯全員が住民税非課税で本人の

前年の年金収入等の額※が 80 万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入等の額が

80万円を超え 120 万円以下の方

世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の年金収入等の額

が 120 万円を超える方

世帯に住民税課税者がいるが、 本人は住民税非課税で前年

の年金収入等の額が 80万円以下の方

世帯に住民税課税者がいるが、 本人は住民税非課税で前年

の年金収入等の額が 80万円を超える方

本人が住民税課税で合計所得金額 120 万円未満の方

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上

200 万円未満の方

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 200 万円以上

300 万円未満の方

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が

300 万円以上の方

見直し後の
年額保険料
(月額保険料 )

見直し前の
年額保険料
（月額保険料）

第 1段階

第 2段階

第 3段階

第 4段階

第 5段階
( 基準額 )

第 6段階

第 7段階

第 8段階

第 9段階

基準額 ×0.45

基準額 ×0.75

基準額 ×0.75

基準額 ×0.9

基準額 ×1.0

基準額 ×1.2

基準額 ×1.3

基準額 ×1.5

基準額 ×1.7

35,100 円
(2,925 円 )

58,500 円
(4,875 円 )

58,500 円
(4,875 円 )

70,200 円
(5,850 円 )

78,000 円
(6,500 円 )

93,600 円
(7,800 円 )

101,400 円
(8,450 円 )

117,000 円
(9,750 円 )

132,600 円
(11,050 円 )

34,992 円
(2,916 円 )

58,320 円
(4,860 円 )

58,320 円
(4,860 円 )

69,984 円
(5,832 円 )

77,760 円
(6,480 円 )

93,312 円

(7,776 円 )

101,088 円
(8,424 円 )

116,640 円
(9,720 円 )

132,192 円
(11,016円 )

※年金収入等の額：公的年金収入金額＋合計所得金額（年金所得額を除く）

問合せ　高齢介護課　介護保険係　☎44‐1111（内線 1155・1156）

税金

50%

40歳～64歳の方

23%
65 歳以上の方

【介護保険の負担率】

(平成30年度～平成32年度)

対象となる方 割合所得段階

27%

耐震住宅への建替えで最大82万2,000円を支援します!!
～そろそろ建替えを考えていませんか？～

　市では、住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的として、「平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業」を

実施しています。住宅の建替えやリフォームを考えられている方は、要件をご確認のうえお申し込みください。

あなたが実践する「まちづくり」を応援します
～平川市まちづくり支援事業補助金～

　地域の活性化に向けて、「自ら考え、自ら実践する」まちづくり活動を行う団体を支援します。

　事業に要する資金として、「平川市まちづくり支援事業補助金」を最大で 50万円交付します。

補助金の内容

▷補助対象団体

　・構成員が 3人以上で、構成員に平川市民がいる団体

　・平川市内にて活動している、または市内で実施する事業

　　についての実行委員会などを組織していること

　・組織運営に関する規則（規約、会則など）があること　など

▷対象となる事業

　・平川市民が誰でも参加できる事業

　・市民と補助対象者の労力により実施される事業　など

　※交付決定前に着手した事業については対象となりません。

▷補助金額

　・補助対象経費の10分の9（上限50万円）

　※事業収入がある場合は別途算出します。

応募について

　補助金の交付申請前に、事業計画書や収支予算などの書類

により審査し、事業の認定を受ける必要があります。

　本補助金の活用をお考えの団体は、まずはご相談ください。

※過去に活用実績がある団体も活用できます。

※補助金交付要綱や各種様式は、市ホームページからダウン

ロードできます。

申込み・問合せ　企画財政課　企画調整係

　☎44‐1111（内線 1433・1434）

補助金額

　建替え工事または耐震改修工事の耐震化にかかる費用の

23％相当額で最大 82万 2,000円

対象者

　市内に住宅を所有し、その住宅に居住している人で、市税

を滞納していない方

対象住宅

　昭和 56年 5月以前に建てられた木造一戸建て住宅で、耐

震診断により評点が 1.0未満と診断されたもの

対象工事

　既存住宅と同じ敷地内で行う建替え工事または耐震化のた

めに補強を行う改修工事

募集件数　5件（先着順）

申込期間　6月 18日 (月 ) ～ 11月 30日 (金 )

必要書類

　①申込書

　②本人確認ができる書類（運転免許証など）

　③耐震診断結果報告書の写し

　④青森県木造住宅耐震補強シート

　⑤市税の納税証明書

　⑥工事見積書（耐震化にかかる費用が分かるもの）

　⑦工事概要がわかる図面（案内図、配置図、平面図など）

　⑧その他の書類

その他　この事業を利用するには、対象となる住宅の耐震診

断を行っていなければなりません。耐震診断についても、自

己負担額 8,000 円で行える事業を実施していますので、お

問い合わせください。

問合せ　施設建築課　施設建築第 1係

　☎44‐1111（内線 2233）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、

各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

津軽
　広域 連合だより “津軽”の情報満載！

平成 30 年度
全国カヌー大会

　西目屋村の名坪平カヌー競技場において国内最高

峰のカヌー大会「2018 カヌースラロームジャパン

カップキョクヨーシリーズ第４戦・ワイルドウォー

タージャパンカップ第 4 戦」が開催されます。全国各

地から集まった選手たちが、激しい激流に挑み熱戦を

繰り広げます。

■日時／ 6月 23日(土)、24日(日)

■場所／名坪平カヌー競技場

■問合せ／西目屋村カヌー大会実行委員会（西目屋

　村教育委員会)　☎85-2858

[ 西目屋村]

２～７月16日

24日

24日

24日

30日まで

３日

４～７日

12日

15日

15日

20～８月17日

21～２９日

22日(予定)

22日

27～８月19日

29日

29日

30～8月５日

７月下旬

イベント名

奇想の絵師　歌川国芳展

第19回よさこい津軽 （弘前市）

たけのこマラソン大会 （平川市）

ふじワングランプリ2018

板柳町ふるさとセンター農業収穫体験

プロ野球パシフィック・リーグ公式戦「東北楽天ゴ
ールデンイーグルスVS福岡ソフトバンクホークス」

横町納涼夜店まつり

プロ野球フレッシュオールスターゲーム2018

星まつりinそうま2018 （弘前市）

クラシックカークラブ青森ミーティングinこみせ

2018大鰐温泉サマーフェスティバル

蓮の花まつり（平川市）

丑湯まつり　温湯地区 （黒石市）

チャンバラ合戦in平川

金平成園一般公開

ちびっ子ねぷたのお通りだい

「津軽は、夏へ。」出陣祭 （黒石市）

黒石ねぷた祭り

浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」（黒石市）

イベント内容　■問合せ先

斬新なデザインと奇想天外なアイデアで人気の、浮世絵師・歌川国芳の代表作が弘前に！ ■弘前市立博物館 ☎35ｰ0700

土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します ■同実行委員会事務局 ☎33-4111

老若男女問わずに参加でき、マラソン終了後は、たけのこ汁と温泉に癒されます ■同実行委員会 ☎46-2104

藤崎町の特産品を使ったグルメ商品を考案・販売し、B-1形式で人気を競う食の祭典です ■藤崎町企画財政課 ☎88-8258

カラフルなミニトマト収穫体験は１人200円。利用可能日や時間はお問合せください ■板柳町ふるさとセンター ☎72-1500

２年連続となるプロ野球一軍公式戦がはるか夢球場で開催されます ■弘前市文化スポーツ振興課 ☎40-7115

横町通りで開催される夜店まつり。七夕のこの時期にたくさんの短冊や出店が立ち並びます ■黒石商店街協同組合 ☎53-6030

プロ野球入団５年以内の若手選手が終結し、スター選手への登竜門と言われる大会が青森県で初開催されます ■弘前市文化スポーツ振興課 ☎40-7115

星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライブを開催します ■同実行委員会事務局 ☎82-3325

中町こみせ通りに1975年以前の懐かしい旧車が、全国から200台以上集結します ■黒石商店街協同組合 ☎53-6030

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバンドなど、イベント盛り沢山です ■同実行委員会事務局(大鰐町企画観光課) ☎48-2111

群生地としては北限の和蓮が咲き誇る猿賀公園で、多くのイベントが予定されています ■平川市観光協会 ☎40-2231

丑の御神体を乗せた神輿を子どもたちが引きます。450年以上もの歴史ある伝統行事です ■丑湯まつり事務局 ☎54-8365

世界一平和な戦いが猿賀公園で開催。大人も子供も一緒になって出陣じゃー！ ■平川市観光協会 ☎40-2231

別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成18年１月26日史跡名勝天然記念物に指定されました ■黒石市文化スポーツ課 ☎52-2111

土手町通りを会場に子供たちが元気いっぱいにねぷたを運行します ■弘前青年会議所 ☎34-4458

毎年津軽の夏に向けての出陣祭を行います。勇壮華麗な笛太鼓を心ゆくまで堪能することができます ■津軽伝承工芸館 ☎59-5300

県内有数の運行台数を誇り、７月30日、８月２日の合同運行では50台以上のねぷたが出陣します ■黒石青年会議所 ☎52-3369

虹の湖公園ふれあいの広場、ダムサイト公園で楽しく遊びながらダムの役割を学ぶことができます ■浅瀬石川ダム管理支所 ☎52-8782

●市町村イベントカレンダー

６
月

７
月

開催日

＼いろんなイベントに出掛けよう！／

なつぼたい

地産地消や食育を推進するため、

米の消費拡大とだし活を目的として、

レシピコンテストを開催します！

募集部門　▷お米部門　▷スープ部門

募集要件

　・１個人（グループ）につき各部門でそれぞれ１作品まで

　・お米部門はお米がメインの料理

　・スープ部門は、だしの効いた汁物

　・未発表のオリジナル作品

　・食材は手軽に購入でき、家庭で調理できること

　・食材費は 4人分で千円以内

　・レシピに関する諸権利は、平川市に帰属することに応諾すること

指定食材　米、だし（だしとなる食材なら何を使ってもよい。）

応募資格　地産地消、だし活に興味がある方ならどなたでも応

募できます。

応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、作品の写真を貼付して

応募ください。なお、応募用紙は市食産業振興センター窓口に備え

付けてあるほか、市ホームページからのダウンロードも可能です。

応募締切　7月 20日 (金 )
審査方法・予備審査　書類審査により各部門３点ずつ決定

◎本審査・表彰（９月９日 ( 日 )）　

　ひらかわフェスタ 2018 でのレシピ展示による来場者投票と

審査員の試食による投票の併用により審査

賞・表彰　各部門でそれぞれ

　▷最優秀賞…1点（副賞／平川市特産品セット 5千円分）

　▷優 秀 賞…2点（副賞／平川市特産品セット 3千円分）
その他　レシピについては、広報ひらかわ、市ホームページなどで公表し、

平川市の学校給食に提供可能なレシピは、献立として提供予定です。詳し

くは市ホームページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

申込み・問合せ　農林課　食産業振興係　☎ 44‐8815

ひらかわフェスタ2018の出店者を募集します

　ひらかドームを会場に「ひらかわフェスタ 2018」を開催しま

す。出店を希望される方は、食ラボ（食産業振興センター）窓

口にある出店申込書をご提出ください。

※出店申込書は市のホームページからも入手できます。

日時　▷９月８日 (土 )９時～16時   ▷９月９日 (日 )９時～15時

場所　ひらかドーム

出店料　無料（ただし、抽選会用の景品の提供をお願いします）

販売可能品　平川市産の農産物、平川市産の農産物を使った加

工品、市内で生産・加工された特産品など

※いずれも関係諸法規に違反しないもの。

条件

　①市内に事業所を有する事業者、または実行委員会が認める

　　団体および事業者であること

　②抽選会用の景品５品以上を提供できること

　▷１日間出店…５品以上 総額３千円相当分

　▷２日間出店…10品以上 総額５千円相当分

※引換券でのご提供はできません。

※詳しくは市ホームページをご覧になるか、下記までお問い合

わせください

申込期限　7月 20日 (金 )

申込み・問合せ　農林課　食産業振興係　☎ 44‐8815

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ひらかわフェスタ 2017 の様子 津軽の桃 津軽の桃ご試食いかがですか♪

「モリモリお米を食べよう！」

「だしの効いたスープを飲もう！」

レシピコンテスト募集
ひらかわフェスタ2018

◎recipe contest

◎あなたの撮った平川の魅力をホームページに投稿しませんか？

　ふぉと Pon!というサービスを利用し、投稿いただいた写真を市のホームページに掲

載しています。ふぉと Pon!は、市内 5つの施設で利用でき、撮影した写真に施設限定

のスタンプを貼って投稿することができます。また、写真をご自身のスマートフォン

に保存できるため、ＳＮＳ等においても投稿することができますので、ぜひご利用くだ

さい！詳しくは、右のＱＲコードからご確認ください。

■問合せ／総務課　広報広聴係　☎44‐1111（内線 1353）
ふぉとPon!
ＱＲコード

広報ひらかわ　2018-610 2018-6　広報ひらかわ 11

◎津軽の情報満載！津軽広域連合だより



※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、

各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

津軽
　広域 連合だより “津軽”の情報満載！

平成 30 年度
全国カヌー大会

　西目屋村の名坪平カヌー競技場において国内最高

峰のカヌー大会「2018 カヌースラロームジャパン

カップキョクヨーシリーズ第４戦・ワイルドウォー

タージャパンカップ第 4 戦」が開催されます。全国各

地から集まった選手たちが、激しい激流に挑み熱戦を

繰り広げます。

■日時／ 6月 23日(土)、24日(日)

■場所／名坪平カヌー競技場

■問合せ／西目屋村カヌー大会実行委員会（西目屋

　村教育委員会)　☎85-2858

[ 西目屋村]

２～７月16日

24日

24日

24日

30日まで

３日

４～７日

12日

15日

15日

20～８月17日

21～２９日

22日(予定)

22日

27～８月19日

29日

29日

30～8月５日

７月下旬

イベント名

奇想の絵師　歌川国芳展

第19回よさこい津軽 （弘前市）

たけのこマラソン大会 （平川市）

ふじワングランプリ2018

板柳町ふるさとセンター農業収穫体験

プロ野球パシフィック・リーグ公式戦「東北楽天ゴ
ールデンイーグルスVS福岡ソフトバンクホークス」

横町納涼夜店まつり

プロ野球フレッシュオールスターゲーム2018

星まつりinそうま2018 （弘前市）

クラシックカークラブ青森ミーティングinこみせ

2018大鰐温泉サマーフェスティバル

蓮の花まつり（平川市）

丑湯まつり　温湯地区 （黒石市）

チャンバラ合戦in平川

金平成園一般公開

ちびっ子ねぷたのお通りだい

「津軽は、夏へ。」出陣祭 （黒石市）

黒石ねぷた祭り

浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」（黒石市）

イベント内容　■問合せ先

斬新なデザインと奇想天外なアイデアで人気の、浮世絵師・歌川国芳の代表作が弘前に！ ■弘前市立博物館 ☎35ｰ0700

土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します ■同実行委員会事務局 ☎33-4111

老若男女問わずに参加でき、マラソン終了後は、たけのこ汁と温泉に癒されます ■同実行委員会 ☎46-2104

藤崎町の特産品を使ったグルメ商品を考案・販売し、B-1形式で人気を競う食の祭典です ■藤崎町企画財政課 ☎88-8258

カラフルなミニトマト収穫体験は１人200円。利用可能日や時間はお問合せください ■板柳町ふるさとセンター ☎72-1500

２年連続となるプロ野球一軍公式戦がはるか夢球場で開催されます ■弘前市文化スポーツ振興課 ☎40-7115

横町通りで開催される夜店まつり。七夕のこの時期にたくさんの短冊や出店が立ち並びます ■黒石商店街協同組合 ☎53-6030

プロ野球入団５年以内の若手選手が終結し、スター選手への登竜門と言われる大会が青森県で初開催されます ■弘前市文化スポーツ振興課 ☎40-7115

星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライブを開催します ■同実行委員会事務局 ☎82-3325

中町こみせ通りに1975年以前の懐かしい旧車が、全国から200台以上集結します ■黒石商店街協同組合 ☎53-6030

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバンドなど、イベント盛り沢山です ■同実行委員会事務局(大鰐町企画観光課) ☎48-2111

群生地としては北限の和蓮が咲き誇る猿賀公園で、多くのイベントが予定されています ■平川市観光協会 ☎40-2231

丑の御神体を乗せた神輿を子どもたちが引きます。450年以上もの歴史ある伝統行事です ■丑湯まつり事務局 ☎54-8365

世界一平和な戦いが猿賀公園で開催。大人も子供も一緒になって出陣じゃー！ ■平川市観光協会 ☎40-2231

別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成18年１月26日史跡名勝天然記念物に指定されました ■黒石市文化スポーツ課 ☎52-2111

土手町通りを会場に子供たちが元気いっぱいにねぷたを運行します ■弘前青年会議所 ☎34-4458

毎年津軽の夏に向けての出陣祭を行います。勇壮華麗な笛太鼓を心ゆくまで堪能することができます ■津軽伝承工芸館 ☎59-5300

県内有数の運行台数を誇り、７月30日、８月２日の合同運行では50台以上のねぷたが出陣します ■黒石青年会議所 ☎52-3369

虹の湖公園ふれあいの広場、ダムサイト公園で楽しく遊びながらダムの役割を学ぶことができます ■浅瀬石川ダム管理支所 ☎52-8782

●市町村イベントカレンダー

６
月

７
月

開催日

＼いろんなイベントに出掛けよう！／

なつぼたい

地産地消や食育を推進するため、

米の消費拡大とだし活を目的として、

レシピコンテストを開催します！

募集部門　▷お米部門　▷スープ部門

募集要件

　・１個人（グループ）につき各部門でそれぞれ１作品まで

　・お米部門はお米がメインの料理

　・スープ部門は、だしの効いた汁物

　・未発表のオリジナル作品

　・食材は手軽に購入でき、家庭で調理できること

　・食材費は 4人分で千円以内

　・レシピに関する諸権利は、平川市に帰属することに応諾すること

指定食材　米、だし（だしとなる食材なら何を使ってもよい。）

応募資格　地産地消、だし活に興味がある方ならどなたでも応

募できます。

応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、作品の写真を貼付して

応募ください。なお、応募用紙は市食産業振興センター窓口に備え

付けてあるほか、市ホームページからのダウンロードも可能です。

応募締切　7月 20日 (金 )
審査方法・予備審査　書類審査により各部門３点ずつ決定

◎本審査・表彰（９月９日 ( 日 )）　

　ひらかわフェスタ 2018 でのレシピ展示による来場者投票と

審査員の試食による投票の併用により審査

賞・表彰　各部門でそれぞれ

　▷最優秀賞…1点（副賞／平川市特産品セット 5千円分）

　▷優 秀 賞…2点（副賞／平川市特産品セット 3千円分）
その他　レシピについては、広報ひらかわ、市ホームページなどで公表し、

平川市の学校給食に提供可能なレシピは、献立として提供予定です。詳し

くは市ホームページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

申込み・問合せ　農林課　食産業振興係　☎ 44‐8815

ひらかわフェスタ2018の出店者を募集します

　ひらかドームを会場に「ひらかわフェスタ 2018」を開催しま

す。出店を希望される方は、食ラボ（食産業振興センター）窓

口にある出店申込書をご提出ください。

※出店申込書は市のホームページからも入手できます。

日時　▷９月８日 (土 )９時～16時   ▷９月９日 (日 )９時～15時

場所　ひらかドーム

出店料　無料（ただし、抽選会用の景品の提供をお願いします）

販売可能品　平川市産の農産物、平川市産の農産物を使った加

工品、市内で生産・加工された特産品など

※いずれも関係諸法規に違反しないもの。

条件

　①市内に事業所を有する事業者、または実行委員会が認める

　　団体および事業者であること

　②抽選会用の景品５品以上を提供できること

　▷１日間出店…５品以上 総額３千円相当分

　▷２日間出店…10品以上 総額５千円相当分

※引換券でのご提供はできません。

※詳しくは市ホームページをご覧になるか、下記までお問い合

わせください

申込期限　7月 20日 (金 )

申込み・問合せ　農林課　食産業振興係　☎ 44‐8815

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ひらかわフェスタ 2017 の様子 津軽の桃 津軽の桃ご試食いかがですか♪

「モリモリお米を食べよう！」

「だしの効いたスープを飲もう！」

レシピコンテスト募集
ひらかわフェスタ2018

◎recipe contest

◎あなたの撮った平川の魅力をホームページに投稿しませんか？

　ふぉと Pon!というサービスを利用し、投稿いただいた写真を市のホームページに掲

載しています。ふぉと Pon!は、市内 5つの施設で利用でき、撮影した写真に施設限定

のスタンプを貼って投稿することができます。また、写真をご自身のスマートフォン

に保存できるため、ＳＮＳ等においても投稿することができますので、ぜひご利用くだ

さい！詳しくは、右のＱＲコードからご確認ください。

■問合せ／総務課　広報広聴係　☎44‐1111（内線 1353）
ふぉとPon!
ＱＲコード
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相　談
　
●休日・夜間納税窓口

　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付相談を受け

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…日時  ６月29日 (金 )17時～ 19時

　▷休日窓口…日時  ６月24日 (日 )8時30分～ 17時

■問合せ／税務課　収納係

募　集

●花壇コンクールに参加しよう！

　花は人の心にやすらぎを与え、まちを明るくいろどります。地

域や学校での環境美化への取り組みを推進するため、花壇コンクー

ルを実施します。

■対象／団体（町会、自治公民館、婦人会、老人クラブ、子ども

会など）市内小・中学校

■審査時期／８月中～下旬予定

■申込方法／平賀公民館（文化センター内）備え付けの申込書に

必要事項を記入のうえ6月29日 (金 )までにお申込ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■平成29年度審査結果／▷最優秀賞…石郷町会

　▷優秀賞…新館女性部、新屋町環境保全会、向陽公民館、　　

　　館田白寿会

　▷奨励賞…日沼高砂クラブ　他15団体

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■申込み・問合せ／平賀公民館（文化センター内）　

　☎44‐1221　FAX 44‐8780

●平成30年度平川市成人式の実行委員を募集します

　平成31年1月13日 (日 )に開催される成人式の企画・運営など

に携わっていただく実行委員を募集します。

　新成人となられる皆さんの手で、自分たちの成人式を演出して

みませんか。実行委員の打ち合わせは9月中旬から計4回程度で平

日19時頃から開催予定です。一生に一度の成人式です。みんなで

話し合い、思い出に残る成人式にしましょう。

■対象／平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの方

※原則として、市内の中学校を卒業または市内在住の新成人で、

打ち合わせに参加できる方に限ります。

■活動内容／①打ち合わせへの参加（実施内容の企画・検討など）

②前日の会場設営や事前準備　③式典の運営（司会・誓いのこと

ば・参加者の受付など）

■申込締切／ 8月17日 (金 )

■申込み・問合せ／生涯学習課　社会教育係　☎44‐1221

●文学散歩青森県参加者募集

　図書館では、県出身作家ゆかりの地を訪ねる「文学散歩青森県」

を行います。

■日時／ 7月19日 (木 ) 9時出発

■集合場所／文化センター　エントランスホール

■内容／直木賞作家 長部 日出雄監督

　映画「夢の祭り」ゆかりの地を訪ねて　

　▷場所…弘前市内（生家や映画ロケ地　他）

　▷講師…齋藤三千政氏（弘前医療福祉大学教授）

　▷対 象…市内在住の方

　▷参加料…1,500円（昼食代など含む）

　▷定員…30人（先着順）

　▷交通手段…市有バス

■申込締切／ 7月12日 (木 )

■申込み・問合せ／　

　平賀図書館　☎44‐7665　尾上図書館　☎57‐5980

●戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者募集

　日本遺族会では、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対

象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うととも

に、同地域の住民との友好慈善をはかるため、同事業への参加者

を募集しています。

■実施地域／東南アジアほか18地域

■内容／①旧戦域での慰霊追悼　②現地住民との友好親善交流

■参加費用／ 10万円

※実施地域により日程などが異なります。詳細につきましてはお

問合せください。

■申込み・問合せ／一般社団法人  日本遺族会　☎03‐3261‐5521

催　し

●「夏のわくわくおはなし会」を開催します　

■日時／ 7月14日 (土 )　14時～ 15時

■場所／生涯学習センター２階　リハーサル室

■対象／幼児、小学生（市内在住の方）70名程度

■内容／夏にちなんだ絵本などのおはなしの読み聞かせ

　▷参加費…無料　(但し、事前申し込みが必要です。)

■申込期限／ 7月13日 (金 )17時

■申込み・問合せ／尾上図書館　☎57‐5980　FAX 57‐3323

おしらせ

●合併浄化槽を設置する個人住宅の補助金制度

　生活排水による河川などの水質汚濁を防止するとともに、水洗

トイレによる衛生的で快適な生活環境づくりを進めるため、下水

道処理区域外で「浄化槽（合併浄化槽）」を設置する方を対象と

した補助金制度があります。設置の予定があり、制度を利用した

い方は、手続き方法などを事前にお問い合わせください。

■補助対象／個人住宅

■補助金額／▷5人槽…35万2千円　▷7人槽…44万1千円　　

　　　　　   ▷10人槽…58万8千円

※必ず工事着工前に申請してください。申請前に工事着工した場

合は補助できません。

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　https://www.city.hirakawa.lg.jp/今月のおしらせ

蓮の花まつり
　自生する「和蓮」が見られる

日本最北の地として知られる猿

賀公園で、7月21日(土)～29日(日)

までの9日間、「蓮の花まつり」

が開催されます！

　池一面を覆う蓮の花はとても

優美で、その光景に心を奪われ

ます。他、「チャンバラ合戦in平

川」や「ぷらすマルシェ」などもあり楽しい催し盛りだくさん！是非

この夏は猿賀公園に遊びに来てね～！

■期間／7月21日(土)～29日(日)
■時間／9時～15時　■場所／猿賀公園

詩舞剣舞教室「舞士募集」
　NPO法人平川市文化協会では、多くの皆様に市民文化祭に参加して

いただくため、催し物に関連した講座を企画します。今回は、弘前剣

桜館平賀支部による詩舞剣舞教室を開催します。

市民文化祭で「あゝ弘前城」を一緒に舞ってみ
ませんか？
■定員／20人（高校生以上） ※会員以外の方でも参加できます。
■期間／ 7月 ～ 9月
■場所・日時／文化センター

　▷水曜日（夜の部）…18時30分 ～ 20時
　▷木曜日（昼の部）…13時 ～ 14時30分
※どちらか都合の良い日

第4回平川市ゴルフ協会 親睦チャリティーゴルフ大会
　ゴルフ協会では、平川市のスポーツ振興、健康促進、ゴルフを通じ

て市民の親睦、生涯スポーツとしてゴルフの普及を目的に親睦ゴルフ

大会を開催いたします。また、チャリティー金を募り社会福祉協議会

へ寄贈しております。是非、皆様のご参加をお待ち申し上げます。

■開催日／7月14日(土)

■会場／びわの平ゴルフ倶楽部　■募集人員／100名

■料金／13,000円(税込)　セルフ乗用カート付プレー

  （昼食＆1ドリンク・参加費込み）

■順位成績／新ペリア方式（Wパー打ち切り）
　○お一人様からご参加できます。全員に賞品がございます。

　○プレー終了後、ゴルフ場レストランにて表彰式を行います。

※本年も女子プロゴルファー白戸 由香（平川市碇ヶ関出身）を招待してニア

ピン対決などのイベントを開催いたします。

　平川市にはおいしい食材がたくさんあります。平川市

産の「つがるロマン」を週に４日以上使いながら、野菜

などの農産物を積極的に使おうと取り組んでいます。

　今回はその中で木村養鶏を取り上げます。

■申込み・問合せ・主催／ NPO法人平川市文化協会
　＜事務局＞ 吉田  ☎090‐6453‐6904
　＜剣桜館＞小笠原  ☎080‐1838‐3524
■主管／弘前剣桜館平賀支部詩舞教室

■申込み／申込締切7月9日 (月 ) 
　びわの平ゴルフ倶楽部　事務局　三浦・高橋（津軽高原）まで
■問合せ／平川市ゴルフ協会事務局　びわの平ゴルフ倶楽部
■担当／三浦　琢己　☎55‐2011　FAX 55‐2015

学校給食の地産地消

■主催・問合せ／ (一社 )平川市観光協会
　☎40‐2231　FAX 40‐2232

■問合せ／平賀学校給食センター
　☎44‐2835

  ７月22日  [日]開催!!

小杉
地区 木村養鶏のたまご

　木村養鶏場では1万羽以上のにわとりを飼育していま

す。ジュリアライトという品種です。黄色いパステルカラー

の屋根が特徴の鶏舎では、太陽の光や自然の風をとおし、

掃除を毎日行って、環境や健康管理に気をつけて育てて

います。たまごは在庫を持たず、いつでも新鮮なたまご

を提供しています。

　作業で大変なことは、毎日卵を産むの

で、お盆やお正月も休めないことです。

　食べ物は、食事として出されるまで

に、たくさんの人の手によって、大切に

育てられ、運ばれ、調理されています。

そういった人たちの思いを感じながら

給食を食べてほしいと思って給食セン

ターにたまごを届けています。

食
育
推
進
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
　
　
　
　
　あ
ぷ
に
ん

●
体
育
協
会
だ
よ
り

〜
文
化
協
会
だ
よ
り

●
観
光
協
会
だ
よ
り

６月の協会だより ◆ 食育通信

食育通信

チャンバラ合戦in平川　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

月に１～２回、 一度に
40kgほどのたまごを
学校給食
で使ってい
ます♪

コケコ
ッコ～

！ Interview

木
村
養
鶏
の
木
村
多
基
男
さ
ん

黄色いパステルカラーの屋根が特徴の鶏舎

平川市  蓮の花まつり 検索◎詳しい内容は…
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相　談
　
●休日・夜間納税窓口

　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付相談を受け

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…日時  ６月29日 (金 )17時～ 19時

　▷休日窓口…日時  ６月24日 (日 )8時30分～ 17時

■問合せ／税務課　収納係

募　集

●花壇コンクールに参加しよう！

　花は人の心にやすらぎを与え、まちを明るくいろどります。地

域や学校での環境美化への取り組みを推進するため、花壇コンクー

ルを実施します。

■対象／団体（町会、自治公民館、婦人会、老人クラブ、子ども

会など）市内小・中学校

■審査時期／８月中～下旬予定

■申込方法／平賀公民館（文化センター内）備え付けの申込書に

必要事項を記入のうえ6月29日 (金 )までにお申込ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■平成29年度審査結果／▷最優秀賞…石郷町会

　▷優秀賞…新館女性部、新屋町環境保全会、向陽公民館、　　

　　館田白寿会

　▷奨励賞…日沼高砂クラブ　他15団体

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■申込み・問合せ／平賀公民館（文化センター内）　

　☎44‐1221　FAX 44‐8780

●平成30年度平川市成人式の実行委員を募集します

　平成31年1月13日 (日 )に開催される成人式の企画・運営など

に携わっていただく実行委員を募集します。

　新成人となられる皆さんの手で、自分たちの成人式を演出して

みませんか。実行委員の打ち合わせは9月中旬から計4回程度で平

日19時頃から開催予定です。一生に一度の成人式です。みんなで

話し合い、思い出に残る成人式にしましょう。

■対象／平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの方

※原則として、市内の中学校を卒業または市内在住の新成人で、

打ち合わせに参加できる方に限ります。

■活動内容／①打ち合わせへの参加（実施内容の企画・検討など）

②前日の会場設営や事前準備　③式典の運営（司会・誓いのこと

ば・参加者の受付など）

■申込締切／ 8月17日 (金 )

■申込み・問合せ／生涯学習課　社会教育係　☎44‐1221

●文学散歩青森県参加者募集

　図書館では、県出身作家ゆかりの地を訪ねる「文学散歩青森県」

を行います。

■日時／ 7月19日 (木 ) 9時出発

■集合場所／文化センター　エントランスホール

■内容／直木賞作家 長部 日出雄監督

　映画「夢の祭り」ゆかりの地を訪ねて　

　▷場所…弘前市内（生家や映画ロケ地　他）

　▷講師…齋藤三千政氏（弘前医療福祉大学教授）

　▷対 象…市内在住の方

　▷参加料…1,500円（昼食代など含む）

　▷定員…30人（先着順）

　▷交通手段…市有バス

■申込締切／ 7月12日 (木 )

■申込み・問合せ／　

　平賀図書館　☎44‐7665　尾上図書館　☎57‐5980

●戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者募集

　日本遺族会では、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対

象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うととも

に、同地域の住民との友好慈善をはかるため、同事業への参加者

を募集しています。

■実施地域／東南アジアほか18地域

■内容／①旧戦域での慰霊追悼　②現地住民との友好親善交流

■参加費用／ 10万円

※実施地域により日程などが異なります。詳細につきましてはお

問合せください。

■申込み・問合せ／一般社団法人  日本遺族会　☎03‐3261‐5521

催　し

●「夏のわくわくおはなし会」を開催します　

■日時／ 7月14日 (土 )　14時～ 15時

■場所／生涯学習センター２階　リハーサル室

■対象／幼児、小学生（市内在住の方）70名程度

■内容／夏にちなんだ絵本などのおはなしの読み聞かせ

　▷参加費…無料　(但し、事前申し込みが必要です。)

■申込期限／ 7月13日 (金 )17時

■申込み・問合せ／尾上図書館　☎57‐5980　FAX 57‐3323

おしらせ

●合併浄化槽を設置する個人住宅の補助金制度

　生活排水による河川などの水質汚濁を防止するとともに、水洗

トイレによる衛生的で快適な生活環境づくりを進めるため、下水

道処理区域外で「浄化槽（合併浄化槽）」を設置する方を対象と

した補助金制度があります。設置の予定があり、制度を利用した

い方は、手続き方法などを事前にお問い合わせください。

■補助対象／個人住宅

■補助金額／▷5人槽…35万2千円　▷7人槽…44万1千円　　

　　　　　   ▷10人槽…58万8千円

※必ず工事着工前に申請してください。申請前に工事着工した場

合は補助できません。

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　https://www.city.hirakawa.lg.jp/今月のおしらせ

蓮の花まつり
　自生する「和蓮」が見られる

日本最北の地として知られる猿

賀公園で、7月21日(土)～29日(日)

までの9日間、「蓮の花まつり」

が開催されます！

　池一面を覆う蓮の花はとても

優美で、その光景に心を奪われ

ます。他、「チャンバラ合戦in平

川」や「ぷらすマルシェ」などもあり楽しい催し盛りだくさん！是非

この夏は猿賀公園に遊びに来てね～！

■期間／7月21日(土)～29日(日)
■時間／9時～15時　■場所／猿賀公園

詩舞剣舞教室「舞士募集」
　NPO法人平川市文化協会では、多くの皆様に市民文化祭に参加して

いただくため、催し物に関連した講座を企画します。今回は、弘前剣

桜館平賀支部による詩舞剣舞教室を開催します。

市民文化祭で「あゝ弘前城」を一緒に舞ってみ
ませんか？
■定員／20人（高校生以上） ※会員以外の方でも参加できます。
■期間／ 7月 ～ 9月
■場所・日時／文化センター

　▷水曜日（夜の部）…18時30分 ～ 20時
　▷木曜日（昼の部）…13時 ～ 14時30分
※どちらか都合の良い日

第4回平川市ゴルフ協会 親睦チャリティーゴルフ大会
　ゴルフ協会では、平川市のスポーツ振興、健康促進、ゴルフを通じ

て市民の親睦、生涯スポーツとしてゴルフの普及を目的に親睦ゴルフ

大会を開催いたします。また、チャリティー金を募り社会福祉協議会

へ寄贈しております。是非、皆様のご参加をお待ち申し上げます。

■開催日／7月14日(土)

■会場／びわの平ゴルフ倶楽部　■募集人員／100名

■料金／13,000円(税込)　セルフ乗用カート付プレー

  （昼食＆1ドリンク・参加費込み）

■順位成績／新ペリア方式（Wパー打ち切り）
　○お一人様からご参加できます。全員に賞品がございます。

　○プレー終了後、ゴルフ場レストランにて表彰式を行います。

※本年も女子プロゴルファー白戸 由香（平川市碇ヶ関出身）を招待してニア

ピン対決などのイベントを開催いたします。

　平川市にはおいしい食材がたくさんあります。平川市

産の「つがるロマン」を週に４日以上使いながら、野菜

などの農産物を積極的に使おうと取り組んでいます。

　今回はその中で木村養鶏を取り上げます。

■申込み・問合せ・主催／ NPO法人平川市文化協会
　＜事務局＞ 吉田  ☎090‐6453‐6904
　＜剣桜館＞小笠原  ☎080‐1838‐3524
■主管／弘前剣桜館平賀支部詩舞教室

■申込み／申込締切7月9日 (月 ) 
　びわの平ゴルフ倶楽部　事務局　三浦・高橋（津軽高原）まで
■問合せ／平川市ゴルフ協会事務局　びわの平ゴルフ倶楽部
■担当／三浦　琢己　☎55‐2011　FAX 55‐2015

学校給食の地産地消

■主催・問合せ／ (一社 )平川市観光協会
　☎40‐2231　FAX 40‐2232

■問合せ／平賀学校給食センター
　☎44‐2835

  ７月22日  [日]開催!!

小杉
地区 木村養鶏のたまご

　木村養鶏場では1万羽以上のにわとりを飼育していま

す。ジュリアライトという品種です。黄色いパステルカラー

の屋根が特徴の鶏舎では、太陽の光や自然の風をとおし、

掃除を毎日行って、環境や健康管理に気をつけて育てて

います。たまごは在庫を持たず、いつでも新鮮なたまご

を提供しています。

　作業で大変なことは、毎日卵を産むの

で、お盆やお正月も休めないことです。

　食べ物は、食事として出されるまで

に、たくさんの人の手によって、大切に

育てられ、運ばれ、調理されています。

そういった人たちの思いを感じながら

給食を食べてほしいと思って給食セン

ターにたまごを届けています。

食
育
推
進
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
　
　
　
　
　あ
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に
ん

●
体
育
協
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よ
り

〜
文
化
協
会
だ
よ
り

●
観
光
協
会
だ
よ
り

６月の協会だより ◆ 食育通信

食育通信

チャンバラ合戦in平川　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

月に１～２回、 一度に
40kgほどのたまごを
学校給食
で使ってい
ます♪

コケコ
ッコ～

！ Interview
木
村
養
鶏
の
木
村
多
基
男
さ
ん

黄色いパステルカラーの屋根が特徴の鶏舎

平川市  蓮の花まつり 検索◎詳しい内容は…
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※予算額に限りがありますので、補助申請を受け付けできない場

合があります。

■問合せ／上下水道課　工務係

●雑誌スポンサー制度

　平川市図書館では、図書館で利用する雑誌を地元事業者などに

購入していただき、それにかけるカバーを広告媒体として活用す

ることで、その事業活動を促進し、図書資料の充実を図る「雑誌

スポンサー制度」を実施しています。

◎「雑誌スポンサー制度」とは？

　対象雑誌の年間購入代金をご負担いただけるスポンサーを地元

事業者などから公募する制度で、雑誌スポンサーは、雑誌の最新

号カバーにスポンサー名、裏面に広告を掲載することができます。

■申込期間／随時受付中です。

※制度の詳しい内容は市ホームページをご覧ください。

■申込み・問合せ／平賀図書館　☎44‐7665

●身体障害者巡回診査および更生相談

　身体障害者手帳（肢体不自由の方のみ）の交付や再認定が必要

な方、および補装具の処方を必要とする方は、必ずお申し込みの

うえご利用ください。

■日にち／ 7月５日 (木 )　■受付時間／ 9時～ 10時30分　

■診査時間／ 9時30分～ 12時

■場所／健康センター　■料金／無料

■持ち物／身体障害者手帳、印鑑、個人番号の分かるもの

※身体障害者手帳新規交付のため診査を希望する場合で、かかり

つけの医療機関がある場合はレントゲン写真や紹介状、病名・治

療の状況・身体状況がわかる書類をご持参ください。

■申込締切／ 6月29日 (金 )

■対象／

　▷身体障害者手帳の交付を受けるため診査を必要とする方

　▷身体障害者手帳の再認定の必要がある方

　▷身体障害者手帳の障害程度及び等級に変化があり、変更を必

　　要とする方

　▷補装具の処方を必要とする方

　▷生活・医療・施設入所などの相談を希望する方

■ご注意ください／

※当日の診査で得られる情報のみでは判定が困難な場合、指定医

師のいる医療機関を利用していただきます。

※脳卒中などによる診査については、発症から3カ月以上を経過

していることとします。

※補装具の車椅子、歩行器、歩行補助つえは介護保険が優先とな

りますので、介護保険の要介護認定を受けている方は対象外です。

※電動車椅子、座位保持装置および特例補装具、骨格構造義肢な

ど複雑な処方を要する義肢・装具およびオーダーメイドまたはモ

ジュラー方式による車椅子は対象外です。

■申込み・問合せ／福祉課　障がい支援係

●排水設備工事責任技術者試験

　青森県下水道協会による「平成30年度排水設備工事責任技術

者試験」が実施されます。

■日時／10月17日(水)14時～　▷受付13時30分～13時50分

■試験場所／青森市・弘前市・五所川原市・八戸市の４会場

■試験料／ 8,000円（別途振込手数料が必要です）

■受付期間／7月2日(月) ～ 7月31日(火 )※土・日、祝日を除く

■申込み方法／上下水道課で申込書を配布・受付します

※受験資格等についてはお問い合わせください

■申込み・問合せ／上下水道課　工務係

●現況届（農業者年金）の提出を忘れずに

　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

　▷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 )

●NPO法人平川市スポーツ協会ロゴマーク募集！！

　～ NPO法人平川市スポーツ協会１０周年記念事業～

　平川市体育協会は10年を迎えるにあたり、7月より「平川市

スポーツ協会」に名称を変更いたします。そこで、当協会の特色

や個性を社会にアピールし、地域の方々に親しみを持っていただ

けるよう、平川市を連想することができかつ『希望・飛躍・発展・

絆・挑戦』をテーマにしたロゴマークを公募いたします。

■募集期間／6月14日 (木 ) ～ 7月31日 (火 )※当日消印有効

※詳しくは体育協会のホームページ

（http://www.hirakawataikyou.com）をご覧ください。

■賞金／採用賞金10万円 (採用作品1点 )

■応募用紙取扱場所／平川市体育協会指定管理施設

　①平賀体育館　②平賀屋内温水プール　③B&G尾上体育館

　④碇ヶ関屋内温水プール（ゆうえい館）

■問合せ・応募用紙提出場所／ NPO法人平川市体育協会　事務

局（平賀体育館内） 〒036-0115　平川市新館野木和18-1

　☎・FAX　44‐5010　Mail：info@hirakawataikyou.com

●自分だけの飛行機をつくってみませんか？？

　津軽広域連合では、夏休み中に小学生の皆さんを対象として「模

型飛行機製作体験教室」を開催します。大画面でのフライトシミュ

レーター体験もあります！ぜひご応募ください！！

■体験内容／模型飛行機製作（アクリル飛行機の組み立てとカ

ラーリング）

■開催日時／ 7月26日 (木 )   13時30分～ 15時30分

■開催場所／田舎館村中央公民館　研修室

　田舎館村大字畑中字藤本159－1

■材料費／ 1人1,500円（参加者負担）

■募集人数／小学生40名程度 ※津軽広域連合管内８市町村に住

所を有する方が対象です。

（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、

西目屋村）

■応募方法／「ハガキ」または「電子メール」に、①郵便番号・

住所 ②参加者氏名 (ふりがな ) ③学年・年齢 ④保護者氏名 ⑤電

話番号を記入しお申込みください。

※1回の応募で小学生2名まで申し込みできます。

保険料の納付が困難なときは･･･

国民年金保険料免除・納付猶予制度

児童や家庭に関する相談窓口のおしらせ

　4月1日から「子育て世代包括支援センター」を開設し、

児童福祉司および家庭相談員を設置し、児童や家庭に関する

悩みの相談を受け付けています。

相談内容　家庭における子どもの養育、生活環境、虐待など

　の相談、子どもの特性、問題行動などの相談、心身の状態

　や経済状況に関する相談など

　※相談者のプライバシーは固く守ります。

　※相談内容によっては、専門の相談窓口をご案内します。

相談方法　電話、面接　※面接の場合、電話での予約をお願

　いします。

受付日時　毎週月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

　　　　　９時30分～ 16時

担当者　▷児童福祉司…山平直衛　▷家庭相談員…福島聡美

場所　健康センター

問合せ　子育て健康課　子育て世代包括支援係

　☎44‐1111 (内線1177)

　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。

　消防庁・気象庁では、全国瞬時警報システム（Jアラート）

を利用した緊急地震速報の配信訓練を全国一斉に実施します。

　この訓練に併せて、市内全域の防災無線スピーカーおよび公

共施設等に設置される戸別受信機より、訓練用の緊急地震速報

が自動的に放送されますが、訓練放送ですのでご注意ください。

■放送日時／ 7月5日(木)　10時頃

※ただし、気象・地震活動の状況などによっては、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（予定）　＞

　　(上り４音チャイム) 

『こちらは、ぼうさいひらかわです。 ただいまから訓練放送を行います。』

　　（緊急地震速報チャイム音 ）

『緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。

 　これは訓練放送です。』×３回 

『こちらは、ぼうさいひらかわです。 これで訓練放送を終わります。』

　　(下り４音チャイム)

　保険料を未納のままにしておくと万が一、障害や死亡といった

不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられ

ない場合があります。

　経済的な理由で保険料の納付が困難なときには、申請により保

険料の納付が免除または猶予される制度があります。

　免除は本人・配偶者・世帯主の前年の所得（1月から6月までは前々

年の所得）により判定され、全額免除・4分の3免除・半額免除・

4分の1免除の4種類があります。

　納付猶予は50歳未満の方が対象で本人・配偶者の前年の所得

（1月から6月までは前々年の所得）により判定されます。

　免除または納付猶予された場合は、受け取る年金額は定額を納

めている方よりは少なくなりますが、年金受給資格は確保できま

す。ただし、一部免除の場合は、免除された後の保険料を納付し

ないとその期間は未納期間となり、免除期間として取り扱われず、

年金受給資格を確保できなくなることもありますのでご注意くだ

さい。また、10年以内であれば免除または納付猶予された期間の

分を後から納めることができる追納制度により年金額を増やすこ

ともできます。

　平成30年度の受付は平成30年7月から開始され、平成30年7

月～平成31年6月分までの期間が対象です。また、過去の期間分

についても2年1か月前の月分までさかのぼって申請することがで

きます。

　仕事を辞めた方は、離職票または雇用保険受給資格者証の写し

を添付することによって、所得がゼロとみなされる失業特例を利

用しますと、免除ができる可能性は高くなります。

　詳しくは、市役所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。

■問合せ／国保年金課　年金係　☎44‐1111（内線1255・1256）

●全国瞬時警報システム(Jアラート)を利用した緊急地震速報の訓練放送の実施について

●全国瞬時警報システム

　（Jアラート）は

PI
CK
 U
P

■問合せ／総務課　消防防災係　☎44‐1111（内線1354）

※応募者多数の場合、抽選により決定します。

※小学３年生以下は、保護者の同伴が必要です。

■申込期限／ 7月9日 (月 )　※当日消印有効

■参加者への通知／参加者へは、7月13日 (金 )に「参加決定通

知書」を発送します。

※抽選の結果、落選された方には通知しませんのでご注意ください。

■申込み・問合せ／〒036-8003　弘前市大字駅前町9番地20

　ヒロロ3階　津軽広域連合「模型飛行機製作」体験教室係

　☎ 31‐1201　Mail：rengou@tsugarukoiki.jp

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　https://www.city.hirakawa.lg.jp/今月のおしらせ
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※予算額に限りがありますので、補助申請を受け付けできない場

合があります。

■問合せ／上下水道課　工務係

●雑誌スポンサー制度

　平川市図書館では、図書館で利用する雑誌を地元事業者などに

購入していただき、それにかけるカバーを広告媒体として活用す

ることで、その事業活動を促進し、図書資料の充実を図る「雑誌

スポンサー制度」を実施しています。

◎「雑誌スポンサー制度」とは？

　対象雑誌の年間購入代金をご負担いただけるスポンサーを地元

事業者などから公募する制度で、雑誌スポンサーは、雑誌の最新

号カバーにスポンサー名、裏面に広告を掲載することができます。

■申込期間／随時受付中です。

※制度の詳しい内容は市ホームページをご覧ください。

■申込み・問合せ／平賀図書館　☎44‐7665

●身体障害者巡回診査および更生相談

　身体障害者手帳（肢体不自由の方のみ）の交付や再認定が必要

な方、および補装具の処方を必要とする方は、必ずお申し込みの

うえご利用ください。

■日にち／ 7月５日 (木 )　■受付時間／ 9時～ 10時30分　

■診査時間／ 9時30分～ 12時

■場所／健康センター　■料金／無料

■持ち物／身体障害者手帳、印鑑、個人番号の分かるもの

※身体障害者手帳新規交付のため診査を希望する場合で、かかり

つけの医療機関がある場合はレントゲン写真や紹介状、病名・治

療の状況・身体状況がわかる書類をご持参ください。

■申込締切／ 6月29日 (金 )

■対象／

　▷身体障害者手帳の交付を受けるため診査を必要とする方

　▷身体障害者手帳の再認定の必要がある方

　▷身体障害者手帳の障害程度及び等級に変化があり、変更を必

　　要とする方

　▷補装具の処方を必要とする方

　▷生活・医療・施設入所などの相談を希望する方

■ご注意ください／

※当日の診査で得られる情報のみでは判定が困難な場合、指定医

師のいる医療機関を利用していただきます。

※脳卒中などによる診査については、発症から3カ月以上を経過

していることとします。

※補装具の車椅子、歩行器、歩行補助つえは介護保険が優先とな

りますので、介護保険の要介護認定を受けている方は対象外です。

※電動車椅子、座位保持装置および特例補装具、骨格構造義肢な

ど複雑な処方を要する義肢・装具およびオーダーメイドまたはモ

ジュラー方式による車椅子は対象外です。

■申込み・問合せ／福祉課　障がい支援係

●排水設備工事責任技術者試験

　青森県下水道協会による「平成30年度排水設備工事責任技術

者試験」が実施されます。

■日時／10月17日(水)14時～　▷受付13時30分～13時50分

■試験場所／青森市・弘前市・五所川原市・八戸市の４会場

■試験料／ 8,000円（別途振込手数料が必要です）

■受付期間／7月2日(月) ～ 7月31日(火 )※土・日、祝日を除く

■申込み方法／上下水道課で申込書を配布・受付します

※受験資格等についてはお問い合わせください

■申込み・問合せ／上下水道課　工務係

●現況届（農業者年金）の提出を忘れずに

　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

　▷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 )

●NPO法人平川市スポーツ協会ロゴマーク募集！！

　～ NPO法人平川市スポーツ協会１０周年記念事業～

　平川市体育協会は10年を迎えるにあたり、7月より「平川市

スポーツ協会」に名称を変更いたします。そこで、当協会の特色

や個性を社会にアピールし、地域の方々に親しみを持っていただ

けるよう、平川市を連想することができかつ『希望・飛躍・発展・

絆・挑戦』をテーマにしたロゴマークを公募いたします。

■募集期間／6月14日 (木 ) ～ 7月31日 (火 )※当日消印有効

※詳しくは体育協会のホームページ

（http://www.hirakawataikyou.com）をご覧ください。

■賞金／採用賞金10万円 (採用作品1点 )

■応募用紙取扱場所／平川市体育協会指定管理施設

　①平賀体育館　②平賀屋内温水プール　③B&G尾上体育館

　④碇ヶ関屋内温水プール（ゆうえい館）

■問合せ・応募用紙提出場所／ NPO法人平川市体育協会　事務

局（平賀体育館内） 〒036-0115　平川市新館野木和18-1

　☎・FAX　44‐5010　Mail：info@hirakawataikyou.com

●自分だけの飛行機をつくってみませんか？？

　津軽広域連合では、夏休み中に小学生の皆さんを対象として「模

型飛行機製作体験教室」を開催します。大画面でのフライトシミュ

レーター体験もあります！ぜひご応募ください！！

■体験内容／模型飛行機製作（アクリル飛行機の組み立てとカ

ラーリング）

■開催日時／ 7月26日 (木 )   13時30分～ 15時30分

■開催場所／田舎館村中央公民館　研修室

　田舎館村大字畑中字藤本159－1

■材料費／ 1人1,500円（参加者負担）

■募集人数／小学生40名程度 ※津軽広域連合管内８市町村に住

所を有する方が対象です。

（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、

西目屋村）

■応募方法／「ハガキ」または「電子メール」に、①郵便番号・

住所 ②参加者氏名 (ふりがな ) ③学年・年齢 ④保護者氏名 ⑤電

話番号を記入しお申込みください。

※1回の応募で小学生2名まで申し込みできます。

保険料の納付が困難なときは･･･

国民年金保険料免除・納付猶予制度

児童や家庭に関する相談窓口のおしらせ

　4月1日から「子育て世代包括支援センター」を開設し、

児童福祉司および家庭相談員を設置し、児童や家庭に関する

悩みの相談を受け付けています。

相談内容　家庭における子どもの養育、生活環境、虐待など

　の相談、子どもの特性、問題行動などの相談、心身の状態

　や経済状況に関する相談など

　※相談者のプライバシーは固く守ります。

　※相談内容によっては、専門の相談窓口をご案内します。

相談方法　電話、面接　※面接の場合、電話での予約をお願

　いします。

受付日時　毎週月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

　　　　　９時30分～ 16時

担当者　▷児童福祉司…山平直衛　▷家庭相談員…福島聡美

場所　健康センター

問合せ　子育て健康課　子育て世代包括支援係

　☎44‐1111 (内線1177)

　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。

　消防庁・気象庁では、全国瞬時警報システム（Jアラート）

を利用した緊急地震速報の配信訓練を全国一斉に実施します。

　この訓練に併せて、市内全域の防災無線スピーカーおよび公

共施設等に設置される戸別受信機より、訓練用の緊急地震速報

が自動的に放送されますが、訓練放送ですのでご注意ください。

■放送日時／ 7月5日(木)　10時頃

※ただし、気象・地震活動の状況などによっては、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（予定）　＞

　　(上り４音チャイム) 

『こちらは、ぼうさいひらかわです。 ただいまから訓練放送を行います。』

　　（緊急地震速報チャイム音 ）

『緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。

 　これは訓練放送です。』×３回 

『こちらは、ぼうさいひらかわです。 これで訓練放送を終わります。』

　　(下り４音チャイム)

　保険料を未納のままにしておくと万が一、障害や死亡といった

不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられ

ない場合があります。

　経済的な理由で保険料の納付が困難なときには、申請により保

険料の納付が免除または猶予される制度があります。

　免除は本人・配偶者・世帯主の前年の所得（1月から6月までは前々

年の所得）により判定され、全額免除・4分の3免除・半額免除・

4分の1免除の4種類があります。

　納付猶予は50歳未満の方が対象で本人・配偶者の前年の所得

（1月から6月までは前々年の所得）により判定されます。

　免除または納付猶予された場合は、受け取る年金額は定額を納

めている方よりは少なくなりますが、年金受給資格は確保できま

す。ただし、一部免除の場合は、免除された後の保険料を納付し

ないとその期間は未納期間となり、免除期間として取り扱われず、

年金受給資格を確保できなくなることもありますのでご注意くだ

さい。また、10年以内であれば免除または納付猶予された期間の

分を後から納めることができる追納制度により年金額を増やすこ

ともできます。

　平成30年度の受付は平成30年7月から開始され、平成30年7

月～平成31年6月分までの期間が対象です。また、過去の期間分

についても2年1か月前の月分までさかのぼって申請することがで

きます。

　仕事を辞めた方は、離職票または雇用保険受給資格者証の写し

を添付することによって、所得がゼロとみなされる失業特例を利

用しますと、免除ができる可能性は高くなります。

　詳しくは、市役所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。

■問合せ／国保年金課　年金係　☎44‐1111（内線1255・1256）

●全国瞬時警報システム(Jアラート)を利用した緊急地震速報の訓練放送の実施について

●全国瞬時警報システム

　（Jアラート）は

PI
CK
 U
P

■問合せ／総務課　消防防災係　☎44‐1111（内線1354）

※応募者多数の場合、抽選により決定します。

※小学３年生以下は、保護者の同伴が必要です。

■申込期限／ 7月9日 (月 )　※当日消印有効

■参加者への通知／参加者へは、7月13日 (金 )に「参加決定通

知書」を発送します。

※抽選の結果、落選された方には通知しませんのでご注意ください。

■申込み・問合せ／〒036-8003　弘前市大字駅前町9番地20

　ヒロロ3階　津軽広域連合「模型飛行機製作」体験教室係

　☎ 31‐1201　Mail：rengou@tsugarukoiki.jp

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　https://www.city.hirakawa.lg.jp/今月のおしらせ
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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。

健康センター

金屋地区多目的研修施設

尾上地域福祉センター

新屋町会館

中佐渡集落会館

健康センター

飛鳥会館 (町居 )

6月20日 (水 )

7月　　１日 (日 )

７月10日 (火 )

７月17日 (火 )

７月18日 (水 )

７月20日 (金 )

７月22日 (日 )

７月23日 (月 )

６：45
　～８：00

受付時間実施日 場　所

医師診察時間

７：00～

持ち物

□受診票

□バスタオル
７月15日 (日 )

受付時間実施日 場　所 持ち物

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。

９：00～ 10：00
乳がん検診のみの方

優先時間
８：30～９：00

健康センター

□健康保険証

□特定または後期

高齢者健診受診券

□総合受診票※お申込は各検診
の10日前までに
お願いします

※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
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

体重測定、育児相談、離乳食

の講話、試食、親子遊びなど

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3月生まれ

平成29年7月生まれ

平成28年12月生まれ

平成26年12月生まれ

7月12日(木)

7月17日(火)

7月11日(水)

7月25日(水)

7月 6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)

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
7月10日(火)

7月 24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)

※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

■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

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方

実　施　日

7月3日(火)　7月10日(火)

7月24日(火)

7月4日(水)　7月11日(水)

7月25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。

7月4日(水)　7月11日(水)

7月18日(水) 7月25日(水)

7月12日(木)  7月26日(木)

7月3日(火)　 7月17日(火)

7月10日(火)   7月24日(火)

7月7日(土)　 7月21日(土) 

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

こころとからだの相談

　「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　7月4日 (水 )、7月18日 (水 )　
　　　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

とんぼの会

　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　7月10日 (火 )　10時～12時

※毎月第２火曜日に開催予定です。

場所　生活介護・就労継続支援B型

　　　「ココア」

　　　平川市館田中前田183-2

※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

困りごと相談

　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　7月18日 (水 )、8月22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

傾聴サロン

　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　7月13日 (金 )　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

相談・サロン・その他

●弘前保健所からのおしらせ

7月4日 (水 )

6月20日 (水 )

7月4日 (水 )

7月18日 (水 )

6月27日 (水 )

7月12日 (木 )

10 ：30 ～ 11：30

17：30～ 18：30
13：00～ 14：00

17：30～ 18：30

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
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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。

健康センター

金屋地区多目的研修施設

尾上地域福祉センター

新屋町会館

中佐渡集落会館

健康センター

飛鳥会館 (町居 )

6月20日 (水 )

7月　　１日 (日 )

７月10日 (火 )

７月17日 (火 )

７月18日 (水 )

７月20日 (金 )

７月22日 (日 )

７月23日 (月 )

６：45
　～８：00

受付時間実施日 場　所

医師診察時間

７：00～

持ち物

□受診票

□バスタオル
７月15日 (日 )

受付時間実施日 場　所 持ち物

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。

９：00～ 10：00
乳がん検診のみの方

優先時間
８：30～９：00

健康センター

□健康保険証

□特定または後期

高齢者健診受診券

□総合受診票※お申込は各検診
の10日前までに
お願いします

※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
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

体重測定、育児相談、離乳食

の講話、試食、親子遊びなど

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3月生まれ

平成29年7月生まれ

平成28年12月生まれ

平成26年12月生まれ

7月12日(木)

7月17日(火)

7月11日(水)

7月25日(水)

7月 6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)

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
7月10日(火)

7月 24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)

※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

■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

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方

実　施　日

7月3日(火)　7月10日(火)

7月24日(火)

7月4日(水)　7月11日(水)

7月25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。

7月4日(水)　7月11日(水)

7月18日(水) 7月25日(水)

7月12日(木)  7月26日(木)

7月3日(火)　 7月17日(火)

7月10日(火)   7月24日(火)

7月7日(土)　 7月21日(土) 

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

こころとからだの相談

　「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　7月4日 (水 )、7月18日 (水 )　
　　　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

とんぼの会

　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　7月10日 (火 )　10時～12時

※毎月第２火曜日に開催予定です。

場所　生活介護・就労継続支援B型

　　　「ココア」

　　　平川市館田中前田183-2

※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

困りごと相談

　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　7月18日 (水 )、8月22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

傾聴サロン

　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　7月13日 (金 )　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

相談・サロン・その他

●弘前保健所からのおしらせ

7月4日 (水 )

6月20日 (水 )

7月4日 (水 )

7月18日 (水 )

6月27日 (水 )

7月12日 (木 )

10 ：30 ～ 11：30

17：30～ 18：30
13：00～ 14：00

17：30～ 18：30

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
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HAPPY　BIRTHDAY!
６月で１歳になる

我が家のアイドル

so C
UTE!

はらた

原田　
ゆら

幸來 ちゃん

H29年6月15日（中佐渡）
アクティブgirl☆素敵な子

になってね♡

なるみ

鳴海　
  あかね   

明花音 ちゃん

H29年6月23日（大光寺）
☆１歳おめでと☆好華お姉
ちゃんと仲良くね

ふなこし

船越 　
りわ

俐羽 ちゃん

H29年6月10日（光城）
自慢のわが子！一歳おめ

でとう！

さとう

佐藤　
しょうま

翔真  くん

H29年6月30日（新屋）
いっぱい遊んで元気に育っ

てね

ふきた

吹田　
    りおと    

凛央叶  くん

H29年6月5日（向陽）
我が家のミニ怪獣☆１歳お

めでとう！

こがわ

古川　
ぜんた

善太 くん

H29年6月9日（新山）
いっぱい食べて大きく

なぁ～れ♡♡♡

しろと

白戸　
ひなた

陽葵 くん

H29年6月21日（中佐渡）
祝１歳☆甘えん坊でズル助

のひなが大好き♡

おおゆ

大湯　
そうま

湊真 くん

H29年6月28日（上町）
ケンカもするけどお姉ちゃ

ん大好き！

 「我が家のアイドル」募集しています♪

　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。

開催日

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 )

地名

久吉・湯ノ沢

金屋

李平

高木

新屋町

開催場所

久吉地区公民館

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

情報公開・個人情報保護制度の

開示状況公表

◎情報公開制度…請求に応じて市が保有している情報

を公開するものです。

平成29年度の開示状況
▷開示請求件数…９件（うち部分開示６件）

▷開示決定等に対する不服申立て件数…０件

◎個人情報保護制度…市が保有している個人情報全般

についての基本的なルールを定めるとともに、本人か

らの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを

求めることができるものです。

平成29年度の開示状況
▷書面による開示請求件数…１件（部分開示）

▷口頭による開示請求件数…７件

問合せ　総務課  行政係　☎ 44‐1111（内線1342）

今後のまちづくり懇談会の日程
　皆様がお住まいの地域に市長が出向き、意見を伺う「ま

ちづくり懇談会」を次の日程で開催します。ぜひ、ご近所

お誘いあわせの上ご来場ください。

※開催時間は 18 時 30 分から 20 時までの予定です。

※都合により開催場所、開催日などが変更となる場合があります。

◆これまでのまちづくり懇談会の内容については、市役所

本庁舎および尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所でご覧にな

ることができるほか、市ホームページで公開しています。

問合せ　総務課　広報広聴係　☎ 44‐1111（内線 1353）

総務課　information

戸籍
だより

5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。

5月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

■人口　　31,466 人 (－14)　　■男性　14,679 人　■女性　16,787 人

■世帯数　11,879 世帯 (＋5)　■転入　56 人　　　■転出　41 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

高畑 成　田　欣　一 86
原田 相　馬　ユ　キ 89
小和森 小　林　ミツエ 92
小和森 下　山　武　德 97
杉館 相　馬　ト　シ 90
杉館 奈　良　　　満 54
大光寺 大　川　克　典 55
本町 菊　池　善治郎 89
本町 古　川　いつゑ 77
本町 古　川　う　ち 77
本町 舩　水　キクヱ 95
沖館 田　中　久仁善 57
唐竹 内　山　晴　夫 79

切明 谷　川　ヨ　シ 92
新館 山　口　ハ　ル  100
広船 外　川　伊佐男 89
広船 外　川　セ　チ 93
尾崎 小山内　清　八 72
尾崎 中　嶋　キ　ン 93
金屋 小田桐　ヒサヱ 78
金屋 工　藤　けい子 79
金屋 佐　藤　テ　ミ 97
金屋 松　田　マチヱ 89
南田中 工　藤　ミ　ヨ 92
李平 福　士　春　夫 87
新屋町 山　口　裕　修 65
原 横　嶋　清　栄 59
猿賀 小田桐　　　清 82
猿賀 清　藤　て　る 87
長田 工　藤　眞　一 92
八幡崎 工　藤　義　隆 96
日沼 山　口　テ　ツ 78
新山 児　玉　錦　一 77
碇ヶ関 奈　良　ト　ス 87

お悔やみ申し上げます

古　川　啓　太
葛　西　沙也加
藤　田　　　貴
今　井　里　帆

鎌　田　尚　哉
澁　谷　麻美奈
岸　谷　理　央
齋　藤　純　奈
齋　藤　貴　彬
小　林　世梨花
岩　谷　祥　吾
工　藤　恵　子

柏木町　
めい

萌以ちゃん
柏木町　

はる

晴くん

小杉　　
かいと

海翔くん
大光寺　

りき

吏氣くん
館山　　

のあ

希和ちゃん
松崎　　

ゆな

優那ちゃん
松館　　

けんと

健人くん
本町　　

ふう

楓優くん
本町　　

こう

航くん

広船　　
はるか

遙 くん

町居　　
ことね

琴音ちゃん
李平　　

あゆむ

歩夢くん
李平　　

まりん

茉凜ちゃん
高木　　

そうた

颯大くん
碇ヶ関　

   ひなの　

日菜乃ちゃん

一　戸　拓　仁
三　浦　允　法
山　谷　将　基
三　浦　勇　紀
福　原　　　陵
齋　藤　和　昭
今　井　一　成
船　水　　　雅
宮　澤　祐　実
工　藤　秀　平
伊　東　喜　隆
小　林　祐　子
千　葉　悠　哉
佐々木　　　輔
清　藤　恵　太

柏木町
黒石市
南津軽郡大鰐町
松崎

本町
弘前市
黒石市
新屋
平田森
尾上
弘前市
猿賀

５月の交通事故件数
　■交通事故　3件（負傷者 3人、死者 0人）

５月の出動件数
　■火災出動　2件　　■救急出動　66 件

　■救助出動　0件　　■その他　　12 件

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告
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HAPPY　BIRTHDAY!
６月で１歳になる

我が家のアイドル

so C
UTE!

はらた

原田　
ゆら

幸來 ちゃん

H29年6月15日（中佐渡）
アクティブgirl☆素敵な子

になってね♡

なるみ

鳴海　
  あかね   

明花音 ちゃん

H29年6月23日（大光寺）
☆１歳おめでと☆好華お姉
ちゃんと仲良くね

ふなこし

船越 　
りわ

俐羽 ちゃん

H29年6月10日（光城）
自慢のわが子！一歳おめ

でとう！

さとう

佐藤　
しょうま

翔真  くん

H29年6月30日（新屋）
いっぱい遊んで元気に育っ

てね

ふきた

吹田　
    りおと    

凛央叶  くん

H29年6月5日（向陽）
我が家のミニ怪獣☆１歳お

めでとう！

こがわ

古川　
ぜんた

善太 くん

H29年6月9日（新山）
いっぱい食べて大きく

なぁ～れ♡♡♡

しろと

白戸　
ひなた

陽葵 くん

H29年6月21日（中佐渡）
祝１歳☆甘えん坊でズル助

のひなが大好き♡

おおゆ

大湯　
そうま

湊真 くん

H29年6月28日（上町）
ケンカもするけどお姉ちゃ

ん大好き！

 「我が家のアイドル」募集しています♪

　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。

開催日

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 )

地名

久吉・湯ノ沢

金屋

李平

高木

新屋町

開催場所

久吉地区公民館

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

情報公開・個人情報保護制度の

開示状況公表

◎情報公開制度…請求に応じて市が保有している情報

を公開するものです。

平成29年度の開示状況
▷開示請求件数…９件（うち部分開示６件）

▷開示決定等に対する不服申立て件数…０件

◎個人情報保護制度…市が保有している個人情報全般

についての基本的なルールを定めるとともに、本人か

らの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを

求めることができるものです。

平成29年度の開示状況
▷書面による開示請求件数…１件（部分開示）

▷口頭による開示請求件数…７件

問合せ　総務課  行政係　☎ 44‐1111（内線1342）

今後のまちづくり懇談会の日程
　皆様がお住まいの地域に市長が出向き、意見を伺う「ま

ちづくり懇談会」を次の日程で開催します。ぜひ、ご近所

お誘いあわせの上ご来場ください。

※開催時間は 18 時 30 分から 20 時までの予定です。

※都合により開催場所、開催日などが変更となる場合があります。

◆これまでのまちづくり懇談会の内容については、市役所

本庁舎および尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所でご覧にな

ることができるほか、市ホームページで公開しています。

問合せ　総務課　広報広聴係　☎ 44‐1111（内線 1353）

総務課　information

戸籍
だより

5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。

5月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

■人口　　31,466 人 (－14)　　■男性　14,679 人　■女性　16,787 人

■世帯数　11,879 世帯 (＋5)　■転入　56 人　　　■転出　41 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう
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今　井　一　成
船　水　　　雅
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伊　東　喜　隆
小　林　祐　子
千　葉　悠　哉
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清　藤　恵　太

柏木町
黒石市
南津軽郡大鰐町
松崎

本町
弘前市
黒石市
新屋
平田森
尾上
弘前市
猿賀

５月の交通事故件数
　■交通事故　3件（負傷者 3人、死者 0人）

５月の出動件数
　■火災出動　2件　　■救急出動　66 件

　■救助出動　0件　　■その他　　12 件
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今月の表紙
Cover of this month

　5月31日、津軽みらい農協が管理する南
田中地区の「わんぱく農園」で開園式が行
われました。
　当日は、金田小学校の4年生・2年生と、
日の出こども園の5歳児・4歳児の計123人
がサツマイモの苗の定植を体験。
　子どもたちは職員らに苗の植え付け方法
を教えてもらいながら、丁寧に苗付けをし
ていました。

※広報ひらかわは、市の公共施設や市内コンビニエンスストア、スーパーマーケット、温泉施設、郵便局、銀行にも設置しています。

①「世界一の扇ねぷた運行実行委員会」会員募集

活動内容／「世界一の扇ねぷた」の絵張りや、ねぷたまつりでの運行など

年会費／▷個人会員…2,000 円 

　　　　▷賛助会員…10,000 円 ( 法人および団体など )

②囃子練習会／ねぷた囃子練習会を開催いた

しますので、初めての方でもお気軽にご参加

ください。

日時／▷7月 13 日 ( 金 )　▷27 日 ( 金 )

時間／ 19 時～ 20 時まで

場所／ねぷた展示館前

日程／８月２日 (木 )・３日 (金 )　　時間／ 17 時～運行終了まで
席数／ 200 席 (椅子または階段席 )　　場所／平川市商工会となり
料金／ 2,000 円 ( 税込 )　※購入後キャンセル不可

平川ねぷたまつりの
有料観覧席を販売します

＼一緒にねぷたを盛り上げませんか？／

HIRAKAWA ADONO MATSURI

※詳細は市ホームページ、広報
７月号に掲載予定です。

平川あどの祭り

開催決定！
平川あどの祭り

開催決定！

申込み・問合せ／世界一の扇ねぷた運行実行委員会事務局 ( 商工観光課内 )　☎44-1111( 内線 2183・2184)

お盆も
ヤーヤドー!

　インターネット先行販売　
　6月 20 日 ( 水 )　10 時から開始

★まるっとあおもり検索サイト

「ポみっと！チケット」にアクセス！

URL：http://www.pomit.jp/?p=15316
※パソコン・スマートフォン対応

▷購入手順／❶ポみっと！チケットにアクセス　→　❷会員登録を
する（登録料無料）　→　❸登録した ID、パスワードを入力してロ
グイン　→　❹チケット購入予約より購入手続きをし、必要事項を
入力　→　❺チケット発券に必要な番号をメモして、下記取扱い場
所にてお受取ください。

　一般社団法人　平川市観光協会にて販売
　6月 25 日 ( 月 ) ～ 7 月 26 日 ( 木 ) まで

▷場所／尾上総合支所・２階

▷受付時間／ 9時～ 16 時（月～金）　※土・日・祝は除きます。
▷支払い方法／現金支払いのみ

▷問合せ／ ( 一社 ) 平川市観光協会　☎40-2231　※お電話でのご予約はできません。

【購入前にご確認ください】

・座席はパイプ椅子、またはアルミ階段席となります。

・ポみっとサイトではブロック指定はできますが座席の指定はできません。

　（観光協会窓口はブロック指定、座席指定ともにできません。）

・ペットは観覧席に入場できません

・観覧席での傘、三脚の使用は禁止させていただきます。

・2 日が延期の場合、2 日の予約は 4 日に繰り越されます。3 日が延期の場合、3 日の予約

　は4日に繰り越されます。2・3日ともに延期の場合、２日の予約が4 日に繰り越され、3

　日の予約は無効となります。

・まつり情報、交通規制、駐車場などについては、平川ねぷたまつり実行委員会

　（平川市商工会内　☎44-3055)にお問い合わせください。

【チケット引取場所】
さくら野百貨店 (青森・弘前・八戸）、サンロード青森、エルムの街、
チケットセンター、セブンイレブン、平川市観光協会

※購入時にかかる各サービス手数料は購入者様の負担となります。

※平川市観光協会窓口引取は、入金確認後５営業日後より可能となります。

2018.8.14 [ 火 ]
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