
相　談
　
●休日・夜間納税相談窓口を設置します
　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。

▶日時・場所　税務課収納係（本庁舎2階）
　夜間窓口…8月31日(金)　17時～ 19時
　休日窓口…8月26日(日)　8時30分～ 17時
▶問合せ　税務課　収納係

●教育相談員にご相談ください
　市教育委員会では、小・中学生のいる保護者の方を対象に「教

育相談」を実施しています。

　また、なんらかの理由で学校へ登校できないお子さんを対象に、

学校や社会に適応するための「適応指導教室」も実施しています。

　なお、秘密は厳守します。相談を希望する方は、事前に電話な

どでご連絡ください。

▶日時　火～木曜日　９時～15時　（祝日、年末年始を除く）
▶場所　尾上総合支所２階　適応指導教室
▶相談内容
　◇学校生活で困っていること

　◇子育てで困っていること

　◇万引き、喫煙、飲酒などの不良行為で困っていること

▶相談員
　◇村上　薫（教育相談員）　◇澤田　仁（教育相談員）

　◇荒田　孝将（指導主事）

▶問合せ　指導課

●行政・人権相談所を開設します
　行政に関する苦情や意見などがある方、日常生活の中で困って

いることや人権に関することでお悩みの方は、この機会をご利用

ください。

▶日時　８月24日(金)　10時～ 15時
▶場所　平賀地域　　　健康センター相談室
　　　　尾上地域　　　尾上総合支所会議室

　　　　碇ヶ関地域　　碇ヶ関地域福祉センター

▶問合せ　市民課　市民係

募　集
　
●「絵本にでてくるお菓子づくりとおはなし会」　
　参加者を募集します
▶日時　９月29日(土)　13時30分～ 16時
▶場所　文化センター１階　「和室・調理実習室」
▶参加費　無料
▶服装　料理しやすい服装・エプロン・三角巾など
▶対象　幼児～小学校低学年の子どもと保護者15組（市内在住）
▶内容　絵本などの読み聞かせ　読書会　おはなしこっとん
▶お菓子づくり講師　食生活改善推進員　古川　ひで 氏
▶申込期限　９月22日(土)　18時
※申し込み多数の場合は初参加の方を優先させていただきます。

※おはなし会（13時30分～ 14時）のみの参加も大歓迎です。

▶申込み・問合せ　尾上図書館　☎57-5980　FAX 57-3323

●新館公営墓地使用者を募集しています
　新館公営墓地は、平成27
年に新しい区画として第8区
を整備し、使用者の募集をし

ています。

　なお、第１～７区において

も空き区画がありますので、

お問い合わせください。

【第8区の概要】
▶場所　平川市新館東山
▶面積　4㎡（2.0m×2.0m）
▶使用料　160,000円（1回のみ）　※市外の方は208,000円。
▶管理手数料　1,830円（年1回）
【申込方法】

「墓地使用許可申請書」に必要事項を記入押印の上、「住民票」を

添付してお申し込みください。申請書は市民課窓口にあります。

▶申込み・問合せ
　市民課　環境衛生係

●陶芸体験教室
　オリジナル作品を
　つくりましょう！
　津軽広域連合では、圏域

住民の皆さんを対象として

「陶芸体験教室」を開催し

ます。

　手廻しろくろを使って、

自分だけのオリジナル作品

をつくってみませんか？ご

応募お待ちしております！！

▶体験内容　手廻しろくろを使った陶芸体験（湯呑、茶碗、カッ
　プなど１つ作ることができます。出来上がりの色は７色の中か

　ら１色を選びます。）

▶開催日時　９月21日(金)
　※午前か午後どちらかを選択してください。

　▷１回目　10時30分～ 12時　▷２回目　13時30分～ 15時
▶開催場所　ヒロロ３階　健康ホール（弘前市大字駅前町９番地20）
▶参加費　１人2,000円（参加者負担）
▶募集人数　各回20名程度
▶対象者　弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
　田舎館村、西目屋村にお住まいの方

▶応募方法　「ハガキ」または「電子メール」に、①郵便番号・　
　住所　②氏名（ふりがな）　③希望時間（午前・午後のどちらか）

　④年齢　⑤電話番号　を記入しお申し込みください。

※１回の応募で２人まで申し込みできます。

※応募者多数の場合、抽選により決定します。

▶申込期限　９月６日(木)　※当日消印有効
▶作品の送付　作品の出来上がりは約１か月後です。出来上がっ
　た作品は、参加者の皆さまへ後日送付します。参加費は作品送

　料を含んだ料金です。

▶参加者への通知　９月12日(水)に「参加決定通知書」を発送
　します。　※抽選の結果、落選された方へも別途通知します。

▶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　
　津軽広域連合陶芸体験教室係　　☎31-1201
　E-mail：rengou@tsugarukoiki.jp

第７区

第５区 第３区 第２区 第１区

第４区

第６区

第８区

至新館（市役所方面） 至唐竹方面

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　https://www.city.hirakawa.lg.jp/情報ひろば
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「チャンバラ合戦 @ひらかわフェスタ」
　平川市の物産品販売が行われる「ひらかわフェスタ」でチャン
バラ合戦を開催します！

　7月22日に蓮の花まつり内で開催した際も、多くの方にご参加
いただき、大人も子供も夢中になって合戦を楽しんでいました。

　市観光協会にて事前申込を受け付けしておりますので、お気軽

にお問合せください。

▶申込方法　電話でお申し込みください。 ①お名前、②年齢、
　 ③電話番号をお知らせください。
▶定員　150人　※先着順　▶参加費　無料
▶日時　9月9日(日)
       　受付：8時30分～9時   合戦：9時10分～10時30分
[主催・問合せ]　（一社）平川市観光協会　☎40-2231　

平川市サッカー協会

　「地産地消」とは地域で生産
された生産物などをその地域
で消費するということです。
みなさんも意識して地元産の
ものを選んでみませんか？

[問合せ]
園児スクール・尾上SC　U-12 ☎090-4312-2975(天内和宏)
平賀フットボールクラブ　  ☎090-8257-4406(工藤)
尾上SC　U-15・社会人   ☎080-1854-6357(天内伸光)

①配送距離が短くなり、
　鮮度の高いままのもの
　がスーパーに並ぶ！

②生産者の顔が見える

③季節を感じられる
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８月の協会だより ◆ 食育通信

食育通信

　平川市サッカー協会では、対象別に５つの団体が活動しています。
サッカーに興味のある方、これからサッカーを始めようと思ってい
る方、健康と体力維持のため体を動かしたい方などお気軽にご参加
ください！

　▶「園児スクール」対象　年中・年長
　・毎週火・木曜日に平賀体育館・B&G尾上体育館で活動
　▶「平賀フットボールクラブ」対象　年中～小学生
　・毎週火・水・木曜日に平賀ドームで活動

　▶「尾上SC　U-12」対象　小学生
　・毎週月・水・金・土・日曜日に金田小学校で活動

　▶「尾上SC　U-15（ジュニアユース）」対象　中学生
　・毎週火・金曜日に陸上競技場で活動

　▶「社会人」…対象　18歳～
　・毎週金曜日に金田小学校体育館で活動

　チャンバラ合戦はあたっても痛くないスポンジ製の刀を持ち、腕に命（カラーボー

ル）を取り付けチームで戦う、戦国時代を思い起こさせる体験型アクティビティです。

参加者は「戦場」を駆け回り、1対1や連係プレーで戦って、手に持った刀で相手の「命」
を打ち取ります。

[問合せ]　農林課　食産業振興係　☎44-8815

・直売所
・スーパーの
　産直コーナー
・無人販売所
・地産地消イベント
　　　　  などなど 「ひらかわフェスタ2018」

　開催日：9月８日、9日

「ひらかわトラックマーケット」
開催日：９月末～

●地産地消イベント● 　この２つのイベントでは、商
店や農家の方々が、地元の産
物を直接販売します。
　生産者の皆さんとコミュニ
ケーションも取れ、安心して買
い物をすることができます。

チャンバラ合戦　平川市 検索◎詳しい内容は…

「
地
産
地
消
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◎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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おしらせ
　
●身体障害者輸送車を売却します
　市では、身体障害者輸送車１台を一般競争入札により売却します。

▶売却車両
　・品名…身体障害者輸送車（日産　シビリアン）

　・初度登録…平成８年９月　　・型式…ＫＣ－ＲＧＷ４０改

　・乗車定員…２４人　　・燃料の種類…軽油

　・車検有効期限…平成30年９月29日
　・最低売却価格…23万6,790円（税込み）
▶入札概要
　・申込期間　８月１５日(水)～８月27日(月)
　・仕様書の縦覧　８月１５日(水)～８月27日(月)
　　　　　　　　　本庁舎４階　管財課管財係

　・現場説明会　８月22日(水)　10時　健康センター駐車場
　・入札日　８月28日(火)
　※税金を滞納されている方など入札に参加できない場合もあります。

　※市ホームページに提出書類などを掲載しております。

▶問合せ　管財課　管財係

●民生委員・児童委員が委嘱されました
　6月28日付で民生委員・児童委員が委嘱となりました。

　柏木町（４）地区
　　須藤　毅（すとう　たけし）　☎44-6211

　民生委員・児童委員はみなさんにとって身近な相談員です。悩

みごとや困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

▶問合せ　福祉課　福祉総務係

～空家等を所有または管理している皆様へ～

●空家等の適切な管理をお願いします
※「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、本市では「平

川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例」を施行しています。

　

　個人財産である空家等は、所有者等が適切に管理する責任があ

ります。空家等を所有または管理されている方は周辺の環境に悪

影響を及ぼさないように、適切に管理していただくようお願いし

ます。

　台風などの強風により、空家等が倒壊したり、建築部材の飛散

などにより近隣の家屋や通行人などに被害を与えてしまった場合

は、その空家等の所有者等は被害者から損害賠償などの管理責任

を問われることもあります。

　空家等の所有者等の方は今一度確認し、破損箇所がある場合は

早めに修理しましょう。

【危険な空家等の解体費用の一部を補助します】

　市では、老朽化その他の理由により周囲の生活環境に悪影響を

及ぼすおそれがある空家等の解体除去を自ら行う所有者に対し

て、その費用の一部を補助する「老朽危険空家等解体撤去補助金」

の制度を実施しています。

　補助金額は対象経費の２分の１の金額（上限５０万円）となっ

ています。補助金の交付を受けるためには要件があり、事前の申

請が必要となりますので着手前に相談してください。

▶問合せ　建設課　都市計画係

●個人事業税（県税）について
▶納税義務者　物品販売業、製造業、請負業など一定の事業を営
　む個人の事業主の方で、前年の事業収入から必要経費・事業主

　控除額（年290万円）などを差し引いた後の所得がある方に対
　して課税になります。

▶納税の時期　県から郵送される納税通知書により、８月と11
　月の２回に分けて納税していただきます。税額が１万円以下の

　場合には、８月に全額を納税していただきます。

▶納税の方法　コンビニエンスストア、金融機関をご利用くださ
　い。口座振替の申し込みも受け付けています。

◎詳しくは、青森県庁ホームページ「県税・市町村税インフォメー

ション」にも掲載しています。

　http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html
▶問合せ　中南地域県民局　県税部課税第一課
　☎32-1131（内線278）

●「児童手当現況届」の提出を忘れていませんか？
　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、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。提出がな

い場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご

注意ください。

　書類などは受給者宛に５月下旬に送付しています。書類が届い

ていない方、紛失した方は再発行しますので、窓口でお申し出く

ださい。

▶提出期限　８月31日(金)
▶提出先
　・子育て健康課子ども支援係

　 （健康センター内②番窓口）
　・尾上総合支所市民生活課市民係

　・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係

　・葛川支所
▶問合せ　子育て健康課　子ども支援係

●「児童扶養手当現況届」の提出をお願いします
　児童扶養手当を受給されている方は、引き続き受給できるか確

認するための「現況届」を、受給開始から５年を経過するなどの

要件に該当する方については、「一部支給停止適用除外事由届出

書」（緑色の用紙）を提出しなければなりません。期限内に提出

がない場合は、支給額減額または支給停止となることがあります

のでご注意ください。

▶提出期限　８月31日(金)
▶提出先
　・子育て健康課子ども支援係

　 （健康センター内②番窓口）
　・尾上総合支所市民生活課市民係

　・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係

▶持参するもの
　・印鑑（スタンプ式を除く）　　

　・児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書（緑色の用紙）

　※対象者へ７月中旬に送付しています。該当する事由の添付書類

　（就業・求職活動・障がい・疾病など）と併せて提出してください。

▶問合せ　子育て健康課　子ども支援係

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

　 失業による特例免除とは
　通常、免除は本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得額が、免除の基

準額以下の場合に承認されます。

　しかし、失業による特例免除を申請すると、失業した本人の前年の所得を

除外して審査することになります（配偶者、世帯主に一定以上の所得がある

ときは保険料免除が認められない場合があります）。

　 免除をすると…
　 万が一の際にも確かな保障が得られます！
　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなった
ときの遺族年金などは、受給するために一定の期間保険料を支払う必要があ

ります。免除を受けた期間も「一定の期間」に加算することができます。

（一部免除を受けた場合は、免除された後の保険料を納付していることが必要です。）

　失業による特例免除の対象となるのは、失業した月の前月分から翌々年の

６月までの期間です。過去の分をさかのぼって申請する場合は、申請時点か

ら２年１か月前までの期間となります。また、配偶者や世帯主が退職された

場合も対象になります。

　申請の際は、失業していることを確認できる雇用保険受給資格者証または

離職票の写しが必要となります。

◎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）

国民年金保険料は、
退職（失業）による
特例免除があります

　仕事を辞めて、国民年金の保険料を払っ

ていけない…。

　そんな時、失業による特例免除の申請を

することで、免除を受けることができる場

合があります。

平成30年７月豪雨の
災害義援金を受け付け
しています

　西日本を中心とする豪雨により被害を受け

られた皆様・地域の一日も早い復興を願い、募

金箱を設置しています。

受付期間　平成30年12月28日(金)まで
　　　　　（土日祝日、年末年始を除く）　　　　

　　　　　８時15分から17時まで
設置場所　健康センター（福祉課）、各支所

※寄附金控除の対象となります。領収書の発行を希

望する場合は、募金する前に設置場所の職員に申し

出てください。

　次の義援金も受け付けておりますので、ご

協力をお願いします。

受付期間　平成30年9月28日(金)まで
平成29年7月5日からの大雨災害義援金（被
災地：福岡県）／平成30年大阪府北部地震災
害義援金／平成30年米原市竜巻災害義援金
受付期間　平成31年3月31日(日)まで
東日本大震災義援金／熊本地震災害義援金

　

［問合せ］福祉課 福祉総務係
　　　　　☎44-1111（内線1164）
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（株）ベイシックサンミッシェルトキワ
尾上工場：平川市日沼高田104-9　TEL0172-57-4683　担当：佐々木　敏明
藤崎工場：藤崎町字西村井67-1　  TEL0172-75-2800　担当：今　崇行

正社員（尾上工場）　●事務員1名　●生産事務員１名
正社員（藤崎工場）　●生産事務員１名

●正社員:ソーイングオペレータ・・・・・・若干名
●まとめ内職（集配は弊社で致します）・・若干名
●ミシン内職（集配に関しては要相談）・・若干名

～事務・生産事務員急募!! ～

その他募集
（尾上・藤崎工場）
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おしらせ
　
●身体障害者輸送車を売却します
　市では、身体障害者輸送車１台を一般競争入札により売却します。

▶売却車両
　・品名…身体障害者輸送車（日産　シビリアン）

　・初度登録…平成８年９月　　・型式…ＫＣ－ＲＧＷ４０改

　・乗車定員…２４人　　・燃料の種類…軽油

　・車検有効期限…平成30年９月29日
　・最低売却価格…23万6,790円（税込み）
▶入札概要
　・申込期間　８月１５日(水)～８月27日(月)
　・仕様書の縦覧　８月１５日(水)～８月27日(月)
　　　　　　　　　本庁舎４階　管財課管財係

　・現場説明会　８月22日(水)　10時　健康センター駐車場
　・入札日　８月28日(火)
　※税金を滞納されている方など入札に参加できない場合もあります。

　※市ホームページに提出書類などを掲載しております。

▶問合せ　管財課　管財係

●民生委員・児童委員が委嘱されました
　6月28日付で民生委員・児童委員が委嘱となりました。

　柏木町（４）地区
　　須藤　毅（すとう　たけし）　☎44-6211

　民生委員・児童委員はみなさんにとって身近な相談員です。悩

みごとや困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

▶問合せ　福祉課　福祉総務係

～空家等を所有または管理している皆様へ～

●空家等の適切な管理をお願いします
※「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、本市では「平

川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例」を施行しています。

　

　個人財産である空家等は、所有者等が適切に管理する責任があ

ります。空家等を所有または管理されている方は周辺の環境に悪

影響を及ぼさないように、適切に管理していただくようお願いし

ます。

　台風などの強風により、空家等が倒壊したり、建築部材の飛散

などにより近隣の家屋や通行人などに被害を与えてしまった場合

は、その空家等の所有者等は被害者から損害賠償などの管理責任

を問われることもあります。

　空家等の所有者等の方は今一度確認し、破損箇所がある場合は

早めに修理しましょう。

【危険な空家等の解体費用の一部を補助します】

　市では、老朽化その他の理由により周囲の生活環境に悪影響を

及ぼすおそれがある空家等の解体除去を自ら行う所有者に対し

て、その費用の一部を補助する「老朽危険空家等解体撤去補助金」

の制度を実施しています。

　補助金額は対象経費の２分の１の金額（上限５０万円）となっ

ています。補助金の交付を受けるためには要件があり、事前の申

請が必要となりますので着手前に相談してください。

▶問合せ　建設課　都市計画係

●個人事業税（県税）について
▶納税義務者　物品販売業、製造業、請負業など一定の事業を営
　む個人の事業主の方で、前年の事業収入から必要経費・事業主

　控除額（年290万円）などを差し引いた後の所得がある方に対
　して課税になります。

▶納税の時期　県から郵送される納税通知書により、８月と11
　月の２回に分けて納税していただきます。税額が１万円以下の

　場合には、８月に全額を納税していただきます。

▶納税の方法　コンビニエンスストア、金融機関をご利用くださ
　い。口座振替の申し込みも受け付けています。

◎詳しくは、青森県庁ホームページ「県税・市町村税インフォメー

ション」にも掲載しています。

　http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html
▶問合せ　中南地域県民局　県税部課税第一課
　☎32-1131（内線278）

●「児童手当現況届」の提出を忘れていませんか？
　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、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。提出がな

い場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご

注意ください。

　書類などは受給者宛に５月下旬に送付しています。書類が届い

ていない方、紛失した方は再発行しますので、窓口でお申し出く

ださい。

▶提出期限　８月31日(金)
▶提出先
　・子育て健康課子ども支援係

　 （健康センター内②番窓口）
　・尾上総合支所市民生活課市民係

　・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係

　・葛川支所
▶問合せ　子育て健康課　子ども支援係

●「児童扶養手当現況届」の提出をお願いします
　児童扶養手当を受給されている方は、引き続き受給できるか確

認するための「現況届」を、受給開始から５年を経過するなどの

要件に該当する方については、「一部支給停止適用除外事由届出

書」（緑色の用紙）を提出しなければなりません。期限内に提出

がない場合は、支給額減額または支給停止となることがあります

のでご注意ください。

▶提出期限　８月31日(金)
▶提出先
　・子育て健康課子ども支援係

　 （健康センター内②番窓口）
　・尾上総合支所市民生活課市民係

　・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係

▶持参するもの
　・印鑑（スタンプ式を除く）　　

　・児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書（緑色の用紙）

　※対象者へ７月中旬に送付しています。該当する事由の添付書類

　（就業・求職活動・障がい・疾病など）と併せて提出してください。

▶問合せ　子育て健康課　子ども支援係

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

　 失業による特例免除とは
　通常、免除は本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得額が、免除の基

準額以下の場合に承認されます。

　しかし、失業による特例免除を申請すると、失業した本人の前年の所得を

除外して審査することになります（配偶者、世帯主に一定以上の所得がある

ときは保険料免除が認められない場合があります）。

　 免除をすると…
　 万が一の際にも確かな保障が得られます！
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離職票の写しが必要となります。

◎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）
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