
甘くて

おいしいよぉ～♪

松田さんのハウスで採れ
た「よつぼし」はとって
も甘くて美味しいいちご
なのです。

詳しくは市内の話題３ｐ
をごらんください。→

よつぼし、みぃつけ
た

主な内容／
新年度の準備はお済みですか？
各種手続きなどのおしらせ

目
次

　ーC
O
N
TEN

TS

ー

４
・
新
年
度
の
準
備
は
お
済
み

　
　で
す
か
？
各
種
手
続
き
な

　
　ど
の
お
し
ら
せ

７
・
平
川
市
表
彰
式

10
・
選
挙
へ
行
こ
う
、
青
森
県

　
　議
会
議
員
選
挙

12
・
平
川
市
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー

　
　シ
ョ
ン
活
動
レ
ポ
ー
ト
！

14
・
消
防N

EW
S

・
他

24
・
平
川
市
の
話
題
は
広
報
紙

　
　だ
け
じ
ゃ
な
い
！
市
内
の

　
　旬
な
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ

　
　ム
で
！

３
2019

No.159

ひ ら か わ

Hirakawa広
報

H I R A K A W A  C I T Y  P U B L I C  R E L A T I O N S



平賀東小学校新校舎
完成記念コンサート

　2月20日、平賀東小学校で新校舎完成を

記念した横笛コンサートが開かれました。

平川市出身の津軽笛奏者佐藤ぶん太、さん

が優美な音色を奏で、完成を祝いました。

　佐藤さんから横笛を習っている5、6年

生による演奏も行われ、練習の成果を披露

しました。コンサートの後は、地域住民ら

を対象とした見学会も行われました。

冬の農業ＰＲといちごの
新品種「よつぼし」の出荷報告

西地区まちづくり委員会
活動報告

　2月25日、昨年5月に県内初の地域運営
組織として設立された「西地区まちづくり
委員会」が活動報告のため長尾市長を訪ね
ました。同委員会は松崎小学校区の6町会
の関係者ら24人で構成されます。今年度
は行政文書の配布、松崎河川広場の清掃、
こども110番の看板設置などを行ったほ
か、コミュニティバスや特産品直売所など
について検討した結果、将来的にはNPO
法人化を目指す意向と相馬孝委員長から報
告がありました。

　2月13日、いちご農家松田清教さん（新
屋）が市役所を訪れ、冬の農業のPRと新
品種「よつぼし」の出荷報告を行いました。
　よつぼしは種から育てることができて植
え付けが簡単なうえに、病気にもなりづら
く、香りや甘みが強いのが特徴で、糖度は
平均15度ほどあるそうです。長尾市長は「お
いしい。よつぼしだけど（味は）五つ星だ。
冬いちごの生産が、冬場の雇用を生み出
し、通年雇用にもつながると嬉しい。」と
今後の活躍に期待を込めました。

　広報ひらかわで掲載しきれない市内の話題は、市ホームページでも掲載してお
ります。その他、各SNSでも随時情報発信をしております。ぜひご覧ください。

2019 -３　広報ひらかわ　③

柏木農業高校で卒業式

　3月1日、市内の高校で卒業証書授与式が行われ、卒業生が
通いなれた学び舎を巣立ちました。このうち柏木農業高校で
は132人が卒業を迎え、在校生や父母らが見守る中、卒業証
書を受け取りました。退場の際には担任と握手をしたり、別
れを惜しんで抱き合う姿が見られました。

②　広報ひらかわ　2019 -３
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TOPICS01 異動シーズンに休日窓口を開設します

TOPICS02 軽自動車などをお持ちの方へ

TOPICS03 上下水道課からのおしらせ

上下水道課からのおしらせ

[申込み・問合せ]　上下水道課　総務係　☎44-1111（内線1125・1126）、久吉ダム水道企業団　☎48-2229[申込み・問合せ]　上下水道課　総務係　☎44-1111（内線1125・1126）、久吉ダム水道企業団　☎48-2229

TOPICS
03

水道料金・下水道使用料
のお支払いは
口座振替が便利です！

　一度お申込みいただくだけで、
水道料金・下水道使用料が毎月ご
希望の口座から自動で引き落としさ
れます。口座振替をぜひご利用ください。
※碇ヶ関地域の水道料金は、久吉ダム水道企業団へお問合せください。

●取扱金融機関
　▷青森銀行　　　▷みちのく銀行
　▷東奥信用金庫　▷青い森信用金庫
　▷東北労働金庫　▷つがる弘前農業協同組合
　▷津軽みらい農業協同組合　▷ゆうちょ銀行

●申込方法
　通帳と届出印をお持ちの上、市内金融機関（東北労働金庫は黒
石支店）または上下水道課までお越し下さい。

●口座振替開始時期
　お申込みから３～４週間ほどかかります。

上下水道の届け出を忘れずに
お願いします
次に該当する方は異動の届け出が必要です。

　また、転居・転出・死亡などで世帯の人数が変

更になる方も、届け出が必要な場合があります。

※異動の届け出をしない場合、後でさかのぼって料金
が請求されたり、前住所の料金が引き続き請求されたり
します。忘れずに届け出をお願いします。

●届出先

上下水道を
使い始める方

上下水道を
止める方

使用者名を
変える方

平賀・尾上地域

碇ヶ関地域(上水道)

碇ヶ関地域(下水道)

上下水道課（本庁舎１階）

久吉ダム水道企業団

上下水道課（本庁舎１階）

口座振替日

毎月25日

※金融機関が休日の
場合は翌営業日

軽自動車などをお持ちの方へ

[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241・1242・1243）

TOPICS
02

　廃車・名義変更などの異動がある場合は届け出が必
要となりますので、所定の場所で手続きをしてください。
　なお、必要な書類などは、手続き内容などによって異
なりますので、届出場所（車種によって異なります）へ
直接お問い合わせください。

●廃車・名義変更などの届け出
　現在お持ちの軽自動車を廃車にする場合には、廃車
の届け出とナンバープレートの返納が必要です。
　また、所有者の方がお亡くなりになった場合や車両
を他人に譲渡した場合は、名義変更の届け出が必要と
なります。届け出がなされない場合は、引き続き軽自
動車税が課税されますので、忘れずに届け出をお願い
します。
　 加えて、住所変更、主たる定置場に変更があった場
合も届け出をしてくださるようお願いします。

●ナンバー取得の届け出
　軽自動車税は、公道の走行の有無に関わらず、乗用
装置（座席）が備え付けられている車両をお持ちの場
合は課税対象となりますので、ナンバープレートの取得
の届け出が必要です。

●届出場所

●②、③、④の代行手続き
　次の場所で、手続きの代行を有料で行っていますので、ご利
用ください。
　▷社団法人  弘前自動車協会　☎32-7237
　▷社団法人  黒石地区自動車協会　☎53-2006

　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年
分の税金が課税されます。

①原動機付自転車(総排気量125㏄以下のもの)、ミニカー、
　小型特殊自動車(トラクターやスピードスプレーヤーなど)
【持参する物】ナンバープレート(廃車時)、印鑑など
▷税務課 住民税係および尾上・碇ヶ関総合支所 市民生活課 総務係

②軽自動車(総排気量660㏄以下のもの)
【持参する物】検査証、ナンバープレート(廃車時)、解体証明書(解
　体時)、住民票(名義変更時)、印鑑など
▷軽自動車検査協会青森事務所 　☎050-3816-1831

③軽二輪車(総排気量125㏄超250㏄以下の二輪)
【持参する物】軽自動車届出済証、ナンバープレート(廃車時)、解
　体証明書(解体時)、住民票(名義変更時)、印鑑など
▷軽自動車検査協会青森事務所 　☎050-3816-1831

④二輪小型自動車(総排気量250㏄超の二輪)
【持参する物】検査証、ナンバープレート(廃車時)、解体証明書(解
　体時)、住民票(名義変更時)、印鑑など
▷東北運輸局 青森運輸支局 　☎050-5540-2008

異動シーズンに休日窓口を開設します

[問合せ]　市民課　市民係　☎44-1111（内線1222・1223）

TOPICS
01

　例年、３月末から４月初めにかけて、住所変更をされる方が多くなります。
そこで、転出・転入などの届け出やそれに伴う事務手続きなどを、休日も
行えるように窓口を開設します。

●日にち／３月30日㈯、31日㈰、４月 ６日㈯
●時   間／８：15 ～ 17：00
●場   所／市役所本庁舎、健康センター

・住民異動の届け出（転入・転出など）
・戸籍の届け出（出生・死亡・婚姻など）
・印鑑登録
・戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書などの交付
※パスポート事務は除きます。

手続きの際の注意点
・本人確認が必要な場合がありますの
で、運転免許証などの本人確認書類
をお持ちください。
・手続きによっては、後日改めて市役所
へおいでいただくことがあります。

ぜひご利用ください！

   ３月
日 月 火 水 木 金 土 
     １ ２ 
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

   ４月
日 月 火 水 木 金 土 
 １ ２ ３ ４ ５ ６

… 休日窓口開設日

本庁舎／市民課
※尾上総合支所、碇ヶ関総合支所、葛川支所は開設しません。

住民異動や戸籍届け出に伴う各種関係手続き

取扱い業務

取扱い業務

開設窓口

開設窓口
本庁舎／税務課、国保年金課、上下水道課
健康センター／福祉課、子育て健康課

新年度の準備はお済みですか？

各種手続きなどのおしらせ

TOPICS 01　異動シーズンに休日窓口を開設します

TOPICS 02　軽自動車などをお持ちの方へ

TOPICS 03　上下水道課からのおしらせ

TOPICS 04　国民健康保険の手続きを忘れていませんか？
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TOPICS03 上下水道課からのおしらせ

上下水道課からのおしらせ
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●申込方法
　通帳と届出印をお持ちの上、市内金融機関（東北労働金庫は黒
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　お申込みから３～４週間ほどかかります。

上下水道の届け出を忘れずに
お願いします
次に該当する方は異動の届け出が必要です。

　また、転居・転出・死亡などで世帯の人数が変

更になる方も、届け出が必要な場合があります。

※異動の届け出をしない場合、後でさかのぼって料金
が請求されたり、前住所の料金が引き続き請求されたり
します。忘れずに届け出をお願いします。
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口座振替日

毎月25日

※金融機関が休日の
場合は翌営業日

軽自動車などをお持ちの方へ

[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241・1242・1243）

TOPICS
02

　廃車・名義変更などの異動がある場合は届け出が必
要となりますので、所定の場所で手続きをしてください。
　なお、必要な書類などは、手続き内容などによって異
なりますので、届出場所（車種によって異なります）へ
直接お問い合わせください。

●廃車・名義変更などの届け出
　現在お持ちの軽自動車を廃車にする場合には、廃車
の届け出とナンバープレートの返納が必要です。
　また、所有者の方がお亡くなりになった場合や車両
を他人に譲渡した場合は、名義変更の届け出が必要と
なります。届け出がなされない場合は、引き続き軽自
動車税が課税されますので、忘れずに届け出をお願い
します。
　 加えて、住所変更、主たる定置場に変更があった場
合も届け出をしてくださるようお願いします。

●ナンバー取得の届け出
　軽自動車税は、公道の走行の有無に関わらず、乗用
装置（座席）が備え付けられている車両をお持ちの場
合は課税対象となりますので、ナンバープレートの取得
の届け出が必要です。

●届出場所

●②、③、④の代行手続き
　次の場所で、手続きの代行を有料で行っていますので、ご利
用ください。
　▷社団法人  弘前自動車協会　☎32-7237
　▷社団法人  黒石地区自動車協会　☎53-2006

　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年
分の税金が課税されます。

①原動機付自転車(総排気量125㏄以下のもの)、ミニカー、
　小型特殊自動車(トラクターやスピードスプレーヤーなど)
【持参する物】ナンバープレート(廃車時)、印鑑など
▷税務課 住民税係および尾上・碇ヶ関総合支所 市民生活課 総務係

②軽自動車(総排気量660㏄以下のもの)
【持参する物】検査証、ナンバープレート(廃車時)、解体証明書(解
　体時)、住民票(名義変更時)、印鑑など
▷軽自動車検査協会青森事務所 　☎050-3816-1831

③軽二輪車(総排気量125㏄超250㏄以下の二輪)
【持参する物】軽自動車届出済証、ナンバープレート(廃車時)、解
　体証明書(解体時)、住民票(名義変更時)、印鑑など
▷軽自動車検査協会青森事務所 　☎050-3816-1831

④二輪小型自動車(総排気量250㏄超の二輪)
【持参する物】検査証、ナンバープレート(廃車時)、解体証明書(解
　体時)、住民票(名義変更時)、印鑑など
▷東北運輸局 青森運輸支局 　☎050-5540-2008

異動シーズンに休日窓口を開設します

[問合せ]　市民課　市民係　☎44-1111（内線1222・1223）

TOPICS
01

　例年、３月末から４月初めにかけて、住所変更をされる方が多くなります。
そこで、転出・転入などの届け出やそれに伴う事務手続きなどを、休日も
行えるように窓口を開設します。

●日にち／３月30日㈯、31日㈰、４月 ６日㈯
●時   間／８：15 ～ 17：00
●場   所／市役所本庁舎、健康センター

・住民異動の届け出（転入・転出など）
・戸籍の届け出（出生・死亡・婚姻など）
・印鑑登録
・戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書などの交付
※パスポート事務は除きます。

手続きの際の注意点
・本人確認が必要な場合がありますの
で、運転免許証などの本人確認書類
をお持ちください。
・手続きによっては、後日改めて市役所
へおいでいただくことがあります。

ぜひご利用ください！

   ３月
日 月 火 水 木 金 土 
     １ ２ 
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

   ４月
日 月 火 水 木 金 土 
 １ ２ ３ ４ ５ ６

… 休日窓口開設日

本庁舎／市民課
※尾上総合支所、碇ヶ関総合支所、葛川支所は開設しません。

住民異動や戸籍届け出に伴う各種関係手続き

取扱い業務

取扱い業務

開設窓口

開設窓口
本庁舎／税務課、国保年金課、上下水道課
健康センター／福祉課、子育て健康課

新年度の準備はお済みですか？

各種手続きなどのおしらせ

TOPICS 01　異動シーズンに休日窓口を開設します

TOPICS 02　軽自動車などをお持ちの方へ

TOPICS 03　上下水道課からのおしらせ

TOPICS 04　国民健康保険の手続きを忘れていませんか？
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新年度の準備はお済みですか？　各種手続きなどのおしらせ



住所変更される方
健康保険が変更になる方へ

　職場の健康保険と違い、国民健
康保険の手続きは自分でしなけれ
ばなりません。
　加入の届け出が遅れると、国民
健康保険税は国民健康保険加入資
格を得た月までさかのぼって納め
なければなりません。
　さらに、保険証がない場合、そ
の間の医療費は全額自己負担にな
ります。
　また、脱退の届け出が遅れると、
保険料（税）を二重に支払ってし
まうこともありますので、必ず異動
のあった日から14日以内に届け出
ましょう。

※１_国民年金の手続きも必要ですので、年金手帳をお持ちください。　▷担当　国保年金課 年金係（内線1255・1256）
※２_国保加入の手続きは健康保険などの資格喪失日以降になります。事前に届け出されても保険証をすぐに交付できない場合があり
　　 ますのでご了承ください。
※３_職場の保険証が未交付で、やむを得ず国保の保険証を使用して医療機関を受診される場合は、必ず医療機関の窓口で「健康　
　　 保険の切り替え手続き中であること」をお伝えください。職場の保険証が交付されたら、その医療機関にも届け出してください。

国民健康保険の手続き

　   チェックリスト

　    進学が決まったら
　国民健康保険に加入している方
が進学により平川市から他市区町
村へ住所を変更する場合は、学生
用保険証の手続きが必要です。

　転出届を提出したら、①学生であ
ることが証明できるもの（在学証明
書または学生証）、②国保の保険証
をお持ちのうえ、届け出をしてくだ
さい。

□他の市区町村から転入した（職場の健康保険等に加入していない場合） ※１
　加入の手続き→必要な物：他の市区町村の転出証明書、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などをやめた ※１※２
　加入の手続き→必要な物：職場の健康保険などをやめた証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などの扶養から外れた ※１※２
　加入の手続き→必要な物：職場の健康保険などの扶養から外れた日が記載された証明書、　
　　　　　　　   マイナンバーのわかるもの

□他の市区町村へ転出する
　脱退の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などに加入した ※３
　脱退の手続き→必要な物：国保と職場の両方の保険証、マイナンバーのわかるもの
　※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□職場の健康保険などの扶養となった ※３
　脱退の手続き→必要な物：国保と職場の両方の保険証、マイナンバーのわかるもの
　※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□住所・世帯主・氏名が変わった ※１
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□世帯を合併・分離した 
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□大学など進学のために、他市区町村へ転出する 
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、在学証明書、マイナンバーのわかるもの

□保険証をなくした
　再発行の手続き→必要な物：身分証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

□保険証を破損した
　再発行の手続き→必要な物：破損した保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

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

●学生用保険証とは
　平川市に住所のない方は、原則として平川市の保険証を使うことができません。
しかし、特例として、就学を理由に住所を変更し、平川市にいる扶養義務者が生計
を維持している場合は、平川市が発行する学生用保険証を使うことができます。
※学生用保険証を使用できるのは「学生である期間」のみです。

●学生用保険証をお使いの方へ
　学生用保険証をお持ちの方が、卒業などにより学生でなくなる場合は、学生用保
険証を返却し、進路に応じた手続きをすることになります。また、進学などにより、
学生である期間が延長となる場合も手続きが必要となります。
　学生用保険証をお持ちの方がいる世帯には、手続きの案内通知を３月中にお送
りしますので、必要書類を確認のうえ、速やかに手続きをしてください。

国民健康保険の手続きを忘れていませんか？TOPICS
04

14日以内に届け出を
出しましょう。

　１つでも該当する方は、国保年
金課または尾上・碇ヶ関総合支所
市民生活課市民係で手続きをして
ください。
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新年度の準備はお済みですか？　各種手続きなどのおしらせ

表彰条例による表彰

功労表彰
●小野 敬子 (尾崎) …議会議員として永年にわたり地方自治の振

興に寄与された功績

善行表彰
●外川 三千雄 (小和森) …多額の金品を寄附され市民文化の向上

に寄与された功績

●長谷川 義榮 (神奈川県川崎市) …多額の金品を寄附され社会福

祉の発展に寄与された功績

●株式会社日本マイクロニクス (東京都武蔵野市) …多額の金品

を寄附され児童福祉の充実に寄与された功績

●清藤 盛正 (猿賀) …永年にわたり民生委員児童委員として活躍

され社会福祉の増進に尽くされた功績

●成田 昌平 (猿賀 )…永年にわたり民生委員児童委員として活躍

され社会福祉の増進に尽くされた功績

●齋藤 渉 (猿賀) …永年にわたり消防団員として従事され消防防

災活動に尽力された功績

●丹代 和樹 (新屋) …永年にわたり消防団員として従事され消防

防災活動に尽力された功績

●齋藤 亨 (猿賀) …永年にわたり消防団員として従事され消防防

災活動に尽力された功績

●工藤 憲男 (西野曽江) …稲作生産技術の向上に努められ平成

30年度大日本農会農事功績表彰において緑白綬有功章を受章し

農業振興の発展に寄与された功績

●青森県りんご協会広船りんご支会 (広船) …りんご生産技術の

向上に努められ平成30年度青森県りんご品評会団体の部におい

て農林水産大臣賞を受賞し全国に平川りんごの名声を高められ

た功績

●岩渕 聖 (原田) …りんご生産技術の向上に努められ平成30年

度青森県りんご品評会葉とらずの部において青森県知事賞を受

賞し全国に平川りんごの名声を高められた功績

教育委員会表彰規則による表彰

スポーツ表彰　※大会結果などは一部抜粋
●長尾 怜美 (竹館小) ／第１回小学生リードクライミング競技岸

和田大会岸和田CANCANカップ2018 女子JユースB(小学3・4

年生)…第2位

●尾崎 由杏 (柏木小) ／第19回東北ジュニアシングルスソフト

テニス大会小学4年生以下女子の部…第3位

●尾崎 花音 (柏木小) ／第18回全国小学生ソフトテニス大会青

森県予選会5年女子…第１位

●山賀 滉己 (平賀西中) ／第19回東北ジュニアシングルスソフ

トテニス大会中学2年生男子の部…第3位

●今井 きら (松崎小)、小山内 優 (小和森小)、中嶋 璃果 (平賀東

小)、佐々木 実花 (小和森小) ／第37回青森県小学生交流陸上競

技記録会小学女子4×100ｍリレー…第１位(大会新記録)

●田澤 柊翔 (松崎小) ／第34回全国小学生陸上競技交流大会青

森県選手選考会4年男子100ｍ…第1位

●對馬 煌河 (小和森小) ／第37回青森県小学生交流陸上競技記

録会小学男子200ｍ…第１位

●【平賀東小】工藤 優羽、須藤 愛心、工藤 夕奈、長尾 命、小笠

原 南美、吹田 美結、外川 華帆、水木 陽南子、八木橋  海愛、内

山 未来、佐藤 未空、外川 心晴／第32回全日本小学生男子・女

子ソフトボール大会青森県予選会…優勝

●小森 光稀 (金田小)、葛西 辰樹 (同)、佐藤 暖 (同)、工藤 小太

郎 (同 )、安田 陽喜 (同 )、飯田 悠心 (同 )、工藤 悠真 (同 )、一戸 

蒼士 (同)、西谷 天翔 (同)、小野 啓輔 (猿賀小)、須郷 水音 (同)、

須郷 天翔(同)、西谷 綴生(同)、寺嶋 琉聖(同)、天内 昊快(松崎小)

／第9回東奥日報社杯争奪兼第29回青森県少年サッカー新人大

会…優勝

●水木 洸 (平賀東小)、齋藤 玲壱 (金田小) ／第28回東北小学生

ソフトテニス選手権大会男子の部 ペア…第1位

２月９日、東京会館において平成30年度平川市表彰式が開催されました。
各分野で活躍された方々をご紹介します。

平川市表彰式

2019 -３　広報ひらかわ　⑦



住所変更される方
健康保険が変更になる方へ

　職場の健康保険と違い、国民健
康保険の手続きは自分でしなけれ
ばなりません。
　加入の届け出が遅れると、国民
健康保険税は国民健康保険加入資
格を得た月までさかのぼって納め
なければなりません。
　さらに、保険証がない場合、そ
の間の医療費は全額自己負担にな
ります。
　また、脱退の届け出が遅れると、
保険料（税）を二重に支払ってし
まうこともありますので、必ず異動
のあった日から14日以内に届け出
ましょう。

※１_国民年金の手続きも必要ですので、年金手帳をお持ちください。　▷担当　国保年金課 年金係（内線1255・1256）
※２_国保加入の手続きは健康保険などの資格喪失日以降になります。事前に届け出されても保険証をすぐに交付できない場合があり
　　 ますのでご了承ください。
※３_職場の保険証が未交付で、やむを得ず国保の保険証を使用して医療機関を受診される場合は、必ず医療機関の窓口で「健康　
　　 保険の切り替え手続き中であること」をお伝えください。職場の保険証が交付されたら、その医療機関にも届け出してください。

国民健康保険の手続き

　   チェックリスト

　    進学が決まったら
　国民健康保険に加入している方
が進学により平川市から他市区町
村へ住所を変更する場合は、学生
用保険証の手続きが必要です。

　転出届を提出したら、①学生であ
ることが証明できるもの（在学証明
書または学生証）、②国保の保険証
をお持ちのうえ、届け出をしてくだ
さい。

□他の市区町村から転入した（職場の健康保険等に加入していない場合） ※１
　加入の手続き→必要な物：他の市区町村の転出証明書、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などをやめた ※１※２
　加入の手続き→必要な物：職場の健康保険などをやめた証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などの扶養から外れた ※１※２
　加入の手続き→必要な物：職場の健康保険などの扶養から外れた日が記載された証明書、　
　　　　　　　   マイナンバーのわかるもの

□他の市区町村へ転出する
　脱退の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などに加入した ※３
　脱退の手続き→必要な物：国保と職場の両方の保険証、マイナンバーのわかるもの
　※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□職場の健康保険などの扶養となった ※３
　脱退の手続き→必要な物：国保と職場の両方の保険証、マイナンバーのわかるもの
　※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□住所・世帯主・氏名が変わった ※１
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□世帯を合併・分離した 
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□大学など進学のために、他市区町村へ転出する 
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、在学証明書、マイナンバーのわかるもの

□保険証をなくした
　再発行の手続き→必要な物：身分証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

□保険証を破損した
　再発行の手続き→必要な物：破損した保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

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

●学生用保険証とは
　平川市に住所のない方は、原則として平川市の保険証を使うことができません。
しかし、特例として、就学を理由に住所を変更し、平川市にいる扶養義務者が生計
を維持している場合は、平川市が発行する学生用保険証を使うことができます。
※学生用保険証を使用できるのは「学生である期間」のみです。

●学生用保険証をお使いの方へ
　学生用保険証をお持ちの方が、卒業などにより学生でなくなる場合は、学生用保
険証を返却し、進路に応じた手続きをすることになります。また、進学などにより、
学生である期間が延長となる場合も手続きが必要となります。
　学生用保険証をお持ちの方がいる世帯には、手続きの案内通知を３月中にお送
りしますので、必要書類を確認のうえ、速やかに手続きをしてください。

国民健康保険の手続きを忘れていませんか？TOPICS
04

14日以内に届け出を
出しましょう。

　１つでも該当する方は、国保年
金課または尾上・碇ヶ関総合支所
市民生活課市民係で手続きをして
ください。
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新年度の準備はお済みですか？　各種手続きなどのおしらせ

表彰条例による表彰

功労表彰
●小野 敬子 (尾崎) …議会議員として永年にわたり地方自治の振

興に寄与された功績

善行表彰
●外川 三千雄 (小和森) …多額の金品を寄附され市民文化の向上

に寄与された功績

●長谷川 義榮 (神奈川県川崎市) …多額の金品を寄附され社会福

祉の発展に寄与された功績

●株式会社日本マイクロニクス (東京都武蔵野市) …多額の金品

を寄附され児童福祉の充実に寄与された功績

●清藤 盛正 (猿賀) …永年にわたり民生委員児童委員として活躍

され社会福祉の増進に尽くされた功績

●成田 昌平 (猿賀 )…永年にわたり民生委員児童委員として活躍

され社会福祉の増進に尽くされた功績

●齋藤 渉 (猿賀) …永年にわたり消防団員として従事され消防防

災活動に尽力された功績

●丹代 和樹 (新屋) …永年にわたり消防団員として従事され消防

防災活動に尽力された功績

●齋藤 亨 (猿賀) …永年にわたり消防団員として従事され消防防

災活動に尽力された功績

●工藤 憲男 (西野曽江) …稲作生産技術の向上に努められ平成

30年度大日本農会農事功績表彰において緑白綬有功章を受章し

農業振興の発展に寄与された功績

●青森県りんご協会広船りんご支会 (広船) …りんご生産技術の

向上に努められ平成30年度青森県りんご品評会団体の部におい

て農林水産大臣賞を受賞し全国に平川りんごの名声を高められ

た功績

●岩渕 聖 (原田) …りんご生産技術の向上に努められ平成30年

度青森県りんご品評会葉とらずの部において青森県知事賞を受

賞し全国に平川りんごの名声を高められた功績

教育委員会表彰規則による表彰

スポーツ表彰　※大会結果などは一部抜粋
●長尾 怜美 (竹館小) ／第１回小学生リードクライミング競技岸

和田大会岸和田CANCANカップ2018 女子JユースB(小学3・4

年生)…第2位

●尾崎 由杏 (柏木小) ／第19回東北ジュニアシングルスソフト

テニス大会小学4年生以下女子の部…第3位

●尾崎 花音 (柏木小) ／第18回全国小学生ソフトテニス大会青

森県予選会5年女子…第１位

●山賀 滉己 (平賀西中) ／第19回東北ジュニアシングルスソフ

トテニス大会中学2年生男子の部…第3位

●今井 きら (松崎小)、小山内 優 (小和森小)、中嶋 璃果 (平賀東

小)、佐々木 実花 (小和森小) ／第37回青森県小学生交流陸上競

技記録会小学女子4×100ｍリレー…第１位(大会新記録)

●田澤 柊翔 (松崎小) ／第34回全国小学生陸上競技交流大会青

森県選手選考会4年男子100ｍ…第1位

●對馬 煌河 (小和森小) ／第37回青森県小学生交流陸上競技記

録会小学男子200ｍ…第１位

●【平賀東小】工藤 優羽、須藤 愛心、工藤 夕奈、長尾 命、小笠

原 南美、吹田 美結、外川 華帆、水木 陽南子、八木橋  海愛、内

山 未来、佐藤 未空、外川 心晴／第32回全日本小学生男子・女

子ソフトボール大会青森県予選会…優勝

●小森 光稀 (金田小)、葛西 辰樹 (同)、佐藤 暖 (同)、工藤 小太

郎 (同 )、安田 陽喜 (同 )、飯田 悠心 (同 )、工藤 悠真 (同 )、一戸 

蒼士 (同)、西谷 天翔 (同)、小野 啓輔 (猿賀小)、須郷 水音 (同)、

須郷 天翔(同)、西谷 綴生(同)、寺嶋 琉聖(同)、天内 昊快(松崎小)

／第9回東奥日報社杯争奪兼第29回青森県少年サッカー新人大

会…優勝

●水木 洸 (平賀東小)、齋藤 玲壱 (金田小) ／第28回東北小学生

ソフトテニス選手権大会男子の部 ペア…第1位

２月９日、東京会館において平成30年度平川市表彰式が開催されました。
各分野で活躍された方々をご紹介します。

平川市表彰式
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●竹村 瑠稀愛 (小和森小) ／第19回東北ジュニアシングルスソ

フトテニス大会小学4年生以下女子の部…第１位 

●【猿賀小】松田 拳弥、松田 隼弥／第15回会長杯争奪市町村対

抗小学生ソフトテニス選手権大会男子団体…第1位

●長利 明歩 (金田小)、宮川 遼久 (同)、鳴海 獅苑 (猿賀小) ／第

15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソフトテニス選手権大会男子

団体…第1位

●小野 美桜 (猿賀小) ／第7回青森県小学生ミックスダブルスソ

フトテニス大会4年以下ミックスダブルス…第1位 

●葛西 永輝 (金田小) ／第15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソ

フトテニス選手権大会男子団体…第1位

●古川 麻椰（小和森小）、小川 凉音（同）、陣 万喜乃 (柏木小)

／第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会団体戦小学生高

学年女子組手の部…準優勝

●齊藤 蓮 (平賀東小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小

学3年生男子個人形…第2位

●佐藤 颯 (柏木小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小学

3年生男子個人形…第3位

●船水 日和 (平賀西中) ／第47回東北地区空手道選手権大会中

学2年女子個人組手…第3位 

●齊藤 芯 (平賀東小) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森県

空手道選手権大会小学4年男子組手…優勝

●澤田 心輝 (小和森小) …県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会小学低学年男子組手団体…優勝

●清藤 士希也 (金田小)、竹村 昂士 (平賀東小) ／県民共済杯第

27回日本空手協会青森県空手道選手権大会小学高学年男子形団

体…優勝

●齋藤 菜央 (平賀西中) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会中学2年女子形…優勝

●船水 明莉 (青森明の星中) ／文部科学大臣杯第61回小学生・

中学生全国空手道選手権大会中学1年女子組手の部…敢闘賞

●成田 匠汰 (青森明の星中) ／第47回東北地区空手道選手権大

会中学2年生男子個人形…優勝 

●松本 粋 (小和森小) ／平成29年度青森県選抜少年空手道大会

小学1年男子個人形…優勝

●【平賀東中】芳賀 梨乃明、今井 小葉、小田桐 かのん、今井 瞳来、

長尾  柚彩、清水 皐、斉藤 日菜、田島 希来、白取 しゅう、山内 響、

秋田谷 采芽、對馬 彩巴、佐々木 清夏、中田 花／平成30年度東北

中学校体育大会第45回東北中学校 女子ソフトボール大会…第2位

●【平賀東中】外川 航太郎、山内 洸弥、原田 早瑠統、木村  宥心、

須藤 皓哉、後藤 天満、原田 祥吾、松原 舞波人、谷口 暖太、工

藤 樹、竹村 祥太、木村 翠琉、工藤 滉、外川 陽悠、佐藤 応友、

田中 一成、芳賀 風堂、中田 空、内山 琥太郎、比内 亭弥、葛西 

辰哉／水戸市長旗第8回東日本少年軟式野球大会…準優勝

●【尾上中】竹村 華瑠、成田 青空／第17回東北6県対抗中学生

インドアソフトテニス大会男子の部青森県チーム…第1位

●【尾上中】石澤 葵音、齋藤 琉壱、西谷 悠隼、小田桐 温大、棟

方 志優、井上 健太朗／第69回中学校体育大会夏季大会ソフト

テニス競技男子団体…第１位

●【碇ヶ関中】一戸 朔良、下山 優衣、小竹 凛花、成田 柚、一戸 

ひめ／第69回青森県中学校体育大会夏季大会 新体操女子団体

…第1位

●【尾上中】菅原 香春、佐藤 鈴華、桑田 咲美、駒井 彩未、小野 陽、

山口 愛永、西谷 姫奈、船木 理菜／平成30年度青森県中学校体

操競技・新体操選手権新人大会新体操女子団体…第1位 

●下山 莉央 (尾上中)、一戸 あかり（同）、高井 美風（同）、工

藤 梨里花（同）、島貫 菜々美（同）、葛西 優奈（同）、岩渕 有紗（平

賀西中）、對田 朋香（同）、菊池 ほのか（同）、芳賀 柚姫（同）、

小田桐 透愛（同）、加藤 なな実（同）／第18回全日本中学生女

子ソフトボール大会青森県予選会…第1位

●石澤 樹佳 (尾上中) ／第64回全日本中学校通信陸上競技大会

青森大会女子共通100ｍハードル…第1位

●三浦 海晴 (平賀西中) ／第62回青森県下中学校ソフトテニス

選手権大会個人戦…第1位

●【青森山田中学校】佐藤 旭、三橋 春希／第61回青森県中学校

サッカー秋季新人大会…第1位

●【弘前工業高校】須郷 裕也、高橋 凌／第30回秋季東北地区高

等学校軟式野球大会…優勝

●【青森明の星高校】葛西 真那杜、大川 蓮／第40回東北高等学

校空手道選手権大会男子団体組手…第1位

●工藤 聖蘭 (弘前中央高校) ／ＪＦＡ第15回全日本女子フット

サル選手権大会東北大会…優勝

●【弘前中央高校】山内 想、木村 殊望、福士 陽菜、山口 真奈／

第71回青森県高等学校総合体育大会ソフトボール競技…第1位

●齊藤 聖 (東奥義塾高校) ／第71回青森県高等学校総合体育大

会テニス競技男子団体…優勝

●大川 和 (東奥義塾高校) ／第26回東北高等学校新人水泳競技

大会女子200ｍ平泳ぎ…第3位

●武田 一斗 (弘前実業高校) ／第43回青森県高等学校新人陸上

競技対校選手権大会男子三段跳…第１位

●【弘前実業高校】木村 颯汰、樋口 颯士／第63回青森県高等学

校ソフトテニス新人大会男子団体…第1位

●木村 吏玖 (弘前実業高校) ／第53回青森県高等学校ソフトテ

ニスインドア大会男子個人…第１位

●水木 康太 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会陸上競技男子4×100ｍリレー…第１位

●大湯 和磨 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会バドミントン競技男子団体…第１位

●工藤 ひまわり (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通

制総合体育大会バドミントン競技女子団体…第１位

●成田 竜 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総合

体育大会柔道競技男子団体…優勝

●【柴田女子高校】岩渕 春佳、齊藤 伶奈、中西 菜緒／平成30

年度青森県高等学校ソフトボール春季大会…第1位

●【柏木農業高校】滝本 桜、森 音々／第71回青森県高等学校

総合体育大会なぎなた競技女子演技競技…第1位

●菊池 拓海 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子85kg級…第1位

●三浦 マトイ (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体

育大会ウエイトリフティング競技選手権大会105kg級…第1位

●萩原 舞士 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会+105kg級…第1位

●外川 峰大 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子77kg級…第1位

●後藤 巧 (柏木町)、鳴海 貴嗣 (本町)、福士 とく子 (苗生松)、二本

柳 あい子 (石畑)、齋藤 誠 (大坊)／第13回全日本シニアインディ

アカ大会…第2位

●後藤 日登美(柏木町)／第34回北海道・東北ブロックインディ

アカ大会シニア混合の部…第3位

●小山内 昭彦(大光寺)、小山内 俊彦(大光寺)、住吉 雅和(猿賀)、

三浦 勇 (石郷)、佐藤 眞一 (中佐渡)、古川 いく子 (平田森)、小

田切 康眞 (尾上) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ゲート

ボール競技市の部…優勝

●下山 多三藏 (高木) ／平成29年度青森県選抜ボウリング選手

権大会…第1位

●七尾 深雪 (柏木町) ／平成30年度青森県社会人ボウリング選

手権大会…第1位

●藤田 敏彦 (大光寺) ／第26回春季青森県グラウンド・ゴルフ

交歓津軽地区大会…総合優勝

●佐藤 真 (光城) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会陸上競

技市の部男子B1500ｍ…第1位

●工藤 かれん (八幡崎) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会

陸上競技市の部女子A100ｍ…第1位

●葛西 光雄 (李平)、葛西 雄太 (李平)、松田 智行 (金屋) ／第

73回市町村対抗青森県民体育大会弓道競技市の部…第1位

●葛西 洋人 (町居)、工藤 晴貴 (四ツ屋)、工藤 将城 (四ツ屋)、

杉澤 貴幸 (大光寺)、小山内 郁弥 (南津軽郡田舎館村)、小山内 

信(柏木町)、櫛引 勇輝(町居)、櫛引 啓哉(町居)、瀧本 貴浩(新館)、

成田 恵介 (光城)、藤田 陸玖 (小和森)、山田 智也 (柏木町) ／高

松宮賜杯第62回全日本軟式野球大会青森県予選…優勝

●福士 千陽 (本町) ／第11回北部学生選手権水泳競技大会 50

ｍ自由形…第1位

●大川 翔太郎 (東奥学園高校) ／第41回全国ＪＯＣジュニアオ

リンピックカップ夏季水泳競技大会県予選会高校1年生(15 ～

16歳区分)男子100ｍ背泳ぎ…第1位

●工藤 嵩也 (八戸工業大学第一高校) ／第58回青森県高等学校

新人選手権水泳競技大会男子400ｍ自由形…第1位

●岩渕 幸穂 (碇ヶ関) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水

泳競技市の部男子50歳以上 50ｍ自由形…第1位

●吉川 悟史 (館山) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水泳

競技市の部男子40歳以上50ｍバタフライ…第１位

●浅利 颯太 (南津軽郡田舎館村) ／第73回市町村対抗青森県民

体育大会ウエイトリフティング競技市の部77kg級…第1位

●工藤 慎 (小和森) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部85kg級…第1位

●中嶋 祐太 (本町) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部+105kg級…第1位

●滝本 正喜 (大光寺) ／第57回八戸市長杯争奪県下ソフトテニ

ス選手権大会シニア65・70男子ペア…第1位

文化奨励賞
●原田 夏緒 (金田小) ／第54回全日本書初め大展覧会公募の部

…日本武道館理事長賞

●對馬 愛佳 (松崎小) ／第64回全国少年新春書道展…特選

●長崎 未麗(黒石高校)、雪田 采音(聖愛高校)／第11回クムホ・

アシアナ杯「話してみよう韓国語」高校生大会韓国語スキット

部門…優秀賞

●工藤 チヱ (原) ／ＮＨＫ第19回全国短歌大会…特選

●【弘前実業高校】齊藤 理子、大里 ひとみ、澤田 知世、蒔苗 

衣桜、水木 未優…第31回全日本マーチングコンテスト東北大

会高等学校以上の部…金賞

●對馬 玄翔 (松崎小) ／第7回東奥児童書道展推奨…東奥日報

社長賞

●田村 朱瀬 (柏木小) ／第15回東奥少年少女文芸大会川柳の部

…天位

●葛葉 まりあ (弘前大学附属中) ／第31回青森県中学校選抜美

術展…青森県中学校教育研究会美術部会長賞

●成田 隆星 (浪岡養護学校) ／第24回全国特別支援学校文化祭

写真部門…優秀賞

●佐藤 那実(尾上中)／日本郵便第50回手紙作文コンクール「は

がき作文部門」…銅賞

●木村 瑞希 (弘前高校) ／第42回全国高等学校総合文化祭放送

部門朗読部門…優秀賞

●水口 元稀 (弘前東高校) ／第13回若年者ものづくり競技大会

ロボットソフト組込み部門…敢闘賞
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●竹村 瑠稀愛 (小和森小) ／第19回東北ジュニアシングルスソ

フトテニス大会小学4年生以下女子の部…第１位 

●【猿賀小】松田 拳弥、松田 隼弥／第15回会長杯争奪市町村対

抗小学生ソフトテニス選手権大会男子団体…第1位

●長利 明歩 (金田小)、宮川 遼久 (同)、鳴海 獅苑 (猿賀小) ／第

15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソフトテニス選手権大会男子

団体…第1位

●小野 美桜 (猿賀小) ／第7回青森県小学生ミックスダブルスソ

フトテニス大会4年以下ミックスダブルス…第1位 

●葛西 永輝 (金田小) ／第15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソ

フトテニス選手権大会男子団体…第1位

●古川 麻椰（小和森小）、小川 凉音（同）、陣 万喜乃 (柏木小)

／第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会団体戦小学生高

学年女子組手の部…準優勝

●齊藤 蓮 (平賀東小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小

学3年生男子個人形…第2位

●佐藤 颯 (柏木小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小学

3年生男子個人形…第3位

●船水 日和 (平賀西中) ／第47回東北地区空手道選手権大会中

学2年女子個人組手…第3位 

●齊藤 芯 (平賀東小) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森県

空手道選手権大会小学4年男子組手…優勝

●澤田 心輝 (小和森小) …県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会小学低学年男子組手団体…優勝

●清藤 士希也 (金田小)、竹村 昂士 (平賀東小) ／県民共済杯第

27回日本空手協会青森県空手道選手権大会小学高学年男子形団

体…優勝

●齋藤 菜央 (平賀西中) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会中学2年女子形…優勝

●船水 明莉 (青森明の星中) ／文部科学大臣杯第61回小学生・

中学生全国空手道選手権大会中学1年女子組手の部…敢闘賞

●成田 匠汰 (青森明の星中) ／第47回東北地区空手道選手権大

会中学2年生男子個人形…優勝 

●松本 粋 (小和森小) ／平成29年度青森県選抜少年空手道大会

小学1年男子個人形…優勝

●【平賀東中】芳賀 梨乃明、今井 小葉、小田桐 かのん、今井 瞳来、

長尾  柚彩、清水 皐、斉藤 日菜、田島 希来、白取 しゅう、山内 響、

秋田谷 采芽、對馬 彩巴、佐々木 清夏、中田 花／平成30年度東北

中学校体育大会第45回東北中学校 女子ソフトボール大会…第2位

●【平賀東中】外川 航太郎、山内 洸弥、原田 早瑠統、木村  宥心、

須藤 皓哉、後藤 天満、原田 祥吾、松原 舞波人、谷口 暖太、工

藤 樹、竹村 祥太、木村 翠琉、工藤 滉、外川 陽悠、佐藤 応友、

田中 一成、芳賀 風堂、中田 空、内山 琥太郎、比内 亭弥、葛西 

辰哉／水戸市長旗第8回東日本少年軟式野球大会…準優勝

●【尾上中】竹村 華瑠、成田 青空／第17回東北6県対抗中学生

インドアソフトテニス大会男子の部青森県チーム…第1位

●【尾上中】石澤 葵音、齋藤 琉壱、西谷 悠隼、小田桐 温大、棟

方 志優、井上 健太朗／第69回中学校体育大会夏季大会ソフト

テニス競技男子団体…第１位

●【碇ヶ関中】一戸 朔良、下山 優衣、小竹 凛花、成田 柚、一戸 

ひめ／第69回青森県中学校体育大会夏季大会 新体操女子団体

…第1位

●【尾上中】菅原 香春、佐藤 鈴華、桑田 咲美、駒井 彩未、小野 陽、

山口 愛永、西谷 姫奈、船木 理菜／平成30年度青森県中学校体

操競技・新体操選手権新人大会新体操女子団体…第1位 

●下山 莉央 (尾上中)、一戸 あかり（同）、高井 美風（同）、工

藤 梨里花（同）、島貫 菜々美（同）、葛西 優奈（同）、岩渕 有紗（平

賀西中）、對田 朋香（同）、菊池 ほのか（同）、芳賀 柚姫（同）、

小田桐 透愛（同）、加藤 なな実（同）／第18回全日本中学生女

子ソフトボール大会青森県予選会…第1位

●石澤 樹佳 (尾上中) ／第64回全日本中学校通信陸上競技大会

青森大会女子共通100ｍハードル…第1位

●三浦 海晴 (平賀西中) ／第62回青森県下中学校ソフトテニス

選手権大会個人戦…第1位

●【青森山田中学校】佐藤 旭、三橋 春希／第61回青森県中学校

サッカー秋季新人大会…第1位

●【弘前工業高校】須郷 裕也、高橋 凌／第30回秋季東北地区高

等学校軟式野球大会…優勝

●【青森明の星高校】葛西 真那杜、大川 蓮／第40回東北高等学

校空手道選手権大会男子団体組手…第1位

●工藤 聖蘭 (弘前中央高校) ／ＪＦＡ第15回全日本女子フット

サル選手権大会東北大会…優勝

●【弘前中央高校】山内 想、木村 殊望、福士 陽菜、山口 真奈／

第71回青森県高等学校総合体育大会ソフトボール競技…第1位

●齊藤 聖 (東奥義塾高校) ／第71回青森県高等学校総合体育大

会テニス競技男子団体…優勝

●大川 和 (東奥義塾高校) ／第26回東北高等学校新人水泳競技

大会女子200ｍ平泳ぎ…第3位

●武田 一斗 (弘前実業高校) ／第43回青森県高等学校新人陸上

競技対校選手権大会男子三段跳…第１位

●【弘前実業高校】木村 颯汰、樋口 颯士／第63回青森県高等学

校ソフトテニス新人大会男子団体…第1位

●木村 吏玖 (弘前実業高校) ／第53回青森県高等学校ソフトテ

ニスインドア大会男子個人…第１位

●水木 康太 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会陸上競技男子4×100ｍリレー…第１位

●大湯 和磨 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会バドミントン競技男子団体…第１位

●工藤 ひまわり (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通

制総合体育大会バドミントン競技女子団体…第１位

●成田 竜 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総合

体育大会柔道競技男子団体…優勝

●【柴田女子高校】岩渕 春佳、齊藤 伶奈、中西 菜緒／平成30

年度青森県高等学校ソフトボール春季大会…第1位

●【柏木農業高校】滝本 桜、森 音々／第71回青森県高等学校

総合体育大会なぎなた競技女子演技競技…第1位

●菊池 拓海 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子85kg級…第1位

●三浦 マトイ (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体

育大会ウエイトリフティング競技選手権大会105kg級…第1位

●萩原 舞士 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会+105kg級…第1位

●外川 峰大 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子77kg級…第1位

●後藤 巧 (柏木町)、鳴海 貴嗣 (本町)、福士 とく子 (苗生松)、二本

柳 あい子 (石畑)、齋藤 誠 (大坊)／第13回全日本シニアインディ

アカ大会…第2位

●後藤 日登美(柏木町)／第34回北海道・東北ブロックインディ

アカ大会シニア混合の部…第3位

●小山内 昭彦(大光寺)、小山内 俊彦(大光寺)、住吉 雅和(猿賀)、

三浦 勇 (石郷)、佐藤 眞一 (中佐渡)、古川 いく子 (平田森)、小

田切 康眞 (尾上) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ゲート

ボール競技市の部…優勝

●下山 多三藏 (高木) ／平成29年度青森県選抜ボウリング選手

権大会…第1位

●七尾 深雪 (柏木町) ／平成30年度青森県社会人ボウリング選

手権大会…第1位

●藤田 敏彦 (大光寺) ／第26回春季青森県グラウンド・ゴルフ

交歓津軽地区大会…総合優勝

●佐藤 真 (光城) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会陸上競

技市の部男子B1500ｍ…第1位

●工藤 かれん (八幡崎) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会

陸上競技市の部女子A100ｍ…第1位

●葛西 光雄 (李平)、葛西 雄太 (李平)、松田 智行 (金屋) ／第

73回市町村対抗青森県民体育大会弓道競技市の部…第1位

●葛西 洋人 (町居)、工藤 晴貴 (四ツ屋)、工藤 将城 (四ツ屋)、

杉澤 貴幸 (大光寺)、小山内 郁弥 (南津軽郡田舎館村)、小山内 

信(柏木町)、櫛引 勇輝(町居)、櫛引 啓哉(町居)、瀧本 貴浩(新館)、

成田 恵介 (光城)、藤田 陸玖 (小和森)、山田 智也 (柏木町) ／高

松宮賜杯第62回全日本軟式野球大会青森県予選…優勝

●福士 千陽 (本町) ／第11回北部学生選手権水泳競技大会 50

ｍ自由形…第1位

●大川 翔太郎 (東奥学園高校) ／第41回全国ＪＯＣジュニアオ

リンピックカップ夏季水泳競技大会県予選会高校1年生(15 ～

16歳区分)男子100ｍ背泳ぎ…第1位

●工藤 嵩也 (八戸工業大学第一高校) ／第58回青森県高等学校

新人選手権水泳競技大会男子400ｍ自由形…第1位

●岩渕 幸穂 (碇ヶ関) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水

泳競技市の部男子50歳以上 50ｍ自由形…第1位

●吉川 悟史 (館山) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水泳

競技市の部男子40歳以上50ｍバタフライ…第１位

●浅利 颯太 (南津軽郡田舎館村) ／第73回市町村対抗青森県民

体育大会ウエイトリフティング競技市の部77kg級…第1位

●工藤 慎 (小和森) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部85kg級…第1位

●中嶋 祐太 (本町) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部+105kg級…第1位

●滝本 正喜 (大光寺) ／第57回八戸市長杯争奪県下ソフトテニ

ス選手権大会シニア65・70男子ペア…第1位

文化奨励賞
●原田 夏緒 (金田小) ／第54回全日本書初め大展覧会公募の部

…日本武道館理事長賞

●對馬 愛佳 (松崎小) ／第64回全国少年新春書道展…特選

●長崎 未麗(黒石高校)、雪田 采音(聖愛高校)／第11回クムホ・

アシアナ杯「話してみよう韓国語」高校生大会韓国語スキット

部門…優秀賞

●工藤 チヱ (原) ／ＮＨＫ第19回全国短歌大会…特選

●【弘前実業高校】齊藤 理子、大里 ひとみ、澤田 知世、蒔苗 

衣桜、水木 未優…第31回全日本マーチングコンテスト東北大

会高等学校以上の部…金賞

●對馬 玄翔 (松崎小) ／第7回東奥児童書道展推奨…東奥日報

社長賞

●田村 朱瀬 (柏木小) ／第15回東奥少年少女文芸大会川柳の部

…天位

●葛葉 まりあ (弘前大学附属中) ／第31回青森県中学校選抜美

術展…青森県中学校教育研究会美術部会長賞

●成田 隆星 (浪岡養護学校) ／第24回全国特別支援学校文化祭

写真部門…優秀賞

●佐藤 那実(尾上中)／日本郵便第50回手紙作文コンクール「は

がき作文部門」…銅賞

●木村 瑞希 (弘前高校) ／第42回全国高等学校総合文化祭放送

部門朗読部門…優秀賞

●水口 元稀 (弘前東高校) ／第13回若年者ものづくり競技大会

ロボットソフト組込み部門…敢闘賞
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[問合せ]　平川市選挙管理委員会事務局　☎44-1111（内線1450・1451）

●期日前投票立会人の募集について

　市民の皆さまに政治や選挙に関心を持っていただき、選挙を身近に感じてい
ただくため、「期日前投票立会人」を随時募集しています。立会人になられた
方には、選挙の手続きが適正に行われるように立ち会っていただきます。
応募資格
①平川市の選挙人名簿に登録され、選挙権を有する概ね50歳までの方
②特定の候補者の選挙運動や政治活動を行っていない方
従事場所／イオンタウン平賀　
立会時間／ 10：00 ～ 19：00（適宜休憩あり）
報酬金額／日額7,400円（規定の源泉所得税を控除します。）
※希望される方は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

＜市外から転入した場合＞
●12月28日までに転入届出をした方
　平川市で投票できます。
●12月29日以降に県内の市町村から転入届出をした方　
　前住所地の市町村で投票ができます（平川市内ではでき
ません）。この場合、「引き続き住所を有する旨の証明書」
が必要です。注１）注２）
●12月29日以降に県外から転入届出をした方
　投票できません。

　注１）証明書は市民課で配布しています。
　注２）証明書がない場合でも、申請を行えば、担当部署に照

　　　　会して確認する方法もありますのでご利用ください。

＜市内で転居された方＞
●３月14日までに転居届を出した方
　現住所地の投票所で投票できます。
●３月15日以降に転居届をした方
　転居前の投票所で投票することになります。

＜市外へ転出した方＞
●12月29日以降に県内の市町村へ転出した方
　平川市で投票できます。この場合、「引き続き住所を有
する旨の証明書」が必要です。 注１）注２）
●投票日（４月７日）までに県外へ転出した方
　投票できません。

＜他市町村での投票＞
　仕事などで投票日に他市町村に滞在している方で期日前
投票もできない場合は、滞在する市町村の選挙管理委員会
で不在者投票をすることができます。不在者投票を希望す
る方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の
上、選挙管理委員会事務局で請求手続きをしてください。
　「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式は、選挙管理委員会
事務局および尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課に備えてあ
るほか、市のホームページからもダウンロードできます。
　請求手続きは、告示日（３月29日㈮）前でもできますので、
お早めの手続きをお願いします。なお、郵送や代理人によ
る請求も可能です。

＜病院、施設等での投票＞ 
　県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施
設に入院（入所）している方は、その施設で不在者投票を
することができます。詳しくは、各施設にお問い合わせく
ださい。

＜郵便投票＞
　身体に重度の障がいのある方または要介護状態区分が要
介護５の方は、郵便による不在者投票ができます。詳しく
は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※投票用紙の請求は、４月３日 ㈬ までです。

住所を異動した方の投票について

不在者投票

選挙公報と開票

●選挙公報
　候補者の経歴や政見などを掲載した選挙公報は、４月３日 
㈮ 頃から各世帯に配布する予定です。また、本庁舎、尾上・碇ヶ
関総合支所にも備えますので、ご利用ください。

●開　票
日時　４月７日 ㈰　20：45 ～
場所　平賀体育館
※参観人の受付は、20：15 ～です（先着100人まで）。
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選挙へ行こう、
青森県議会
議員選挙

自宅近くのバス停周辺と最寄り
の期日前投票所間をタクシーで
送迎します!

①長距離の自立歩行が困難な方

で、他に移動手段のない方

②自宅から投票所までの距離が離

れていて、移動手段のない方
※申込みについては、告示日（３月29
日 ㈮ ）以降、受付します。

詳しくは、選挙管理委員会事務局
までお問合わせください。

　青森県議会議員選挙は、３月29日㈮に告示され、４月７日 ㈰ が投票日になります。
　私たちの声を県政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。

投票日

４７月　 日 日

対象となる方
投票所 時間 投票期間
本庁舎 １階／会議室 ８：30 ～ 20：00 ３月30日 ㈯ ～４月６日 ㈯
尾上総合支所 １階／会議室 ８：30 ～ 18：00 ３月30日 ㈯ ～４月６日 ㈯　
碇ヶ関総合支所 １階／ロビー ８：30 ～ 18：00 ３月30日 ㈯ ～４月６日 ㈯
イオンタウン平賀 10：00 ～ 19：00 ４月１日 ㈪ ～４月６日 ㈯（６日間）
葛川支所 ９：00 ～ 16：00 ４月２日 ㈫ ～４月３日 ㈬（２日間）　

温川地区、大木平地区の方
温川地区多目的集会所 ８：30 ～ 15：00 ４月６日 ㈯（１日間）　

　投票日当日、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などで投票所へ来ることができな
い場合は、期日前投票ができます。
 ※期日前投票の際は、入場券裏面の「選挙の当日投票できない理由」と「氏名」を事前に
ご記入いただくことにより、受付をスムーズに行うことができます。

要件・投票について

投票時間 

７：00 ～ 20：00  まで
 

※ただし、以下の投票区は19：00までです。

・第13投票区「小国コミュニティセンター」

・第14投票区「平川市葛川支所」

・第21投票区「平川市碇ヶ関総合支所」

・第22投票区「平川市古懸地区公民館」

・第23投票区「平川市久吉地区公民館」

●年齢要件　平成13年４月８日までに生まれた方
●住所要件　平成30年12月28日以前から引き続き平川市内に住んでいる方
●投票所入場券　入場券は、告示日（３月29日 ㈮ ）以降に郵送します（封
書を開くと４人まで記載されています）。投票所または期日前投票所に
おいでの際は、切り離してお持ちください。
　入場券をなくしたり忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されていれば
投票できますので、投票所の係員に申し出てください。なお、その際に
本人確認をする場合があります。
●投票所　指定投票所・共通投票所（イオンタウン平賀）、いずれか１
か所で投票することができます。投票所入場券に記載されていますの
で、よく場所をご確認の上、おいでください。
※第６投票区の投票所は、今回の選挙に限り「柏木町コミュニティセンター」で
す。お間違えのないようご注意ください。
※共通投票所（イオンタウン平賀）は選挙当日、平川市の有権者であれば誰でも
投票できます。
●投票の方法　投票用紙に候補者の氏名１人だけ記入してください。

期日前投票

【共通投票所】
イオンタウン平賀　９：00～ 20：00
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[問合せ]　平川市選挙管理委員会事務局　☎44-1111（内線1450・1451）

●期日前投票立会人の募集について

　市民の皆さまに政治や選挙に関心を持っていただき、選挙を身近に感じてい
ただくため、「期日前投票立会人」を随時募集しています。立会人になられた
方には、選挙の手続きが適正に行われるように立ち会っていただきます。
応募資格
①平川市の選挙人名簿に登録され、選挙権を有する概ね50歳までの方
②特定の候補者の選挙運動や政治活動を行っていない方
従事場所／イオンタウン平賀　
立会時間／ 10：00 ～ 19：00（適宜休憩あり）
報酬金額／日額7,400円（規定の源泉所得税を控除します。）
※希望される方は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

＜市外から転入した場合＞
●12月28日までに転入届出をした方
　平川市で投票できます。
●12月29日以降に県内の市町村から転入届出をした方　
　前住所地の市町村で投票ができます（平川市内ではでき
ません）。この場合、「引き続き住所を有する旨の証明書」
が必要です。注１）注２）
●12月29日以降に県外から転入届出をした方
　投票できません。

　注１）証明書は市民課で配布しています。
　注２）証明書がない場合でも、申請を行えば、担当部署に照

　　　　会して確認する方法もありますのでご利用ください。

＜市内で転居された方＞
●３月14日までに転居届を出した方
　現住所地の投票所で投票できます。
●３月15日以降に転居届をした方
　転居前の投票所で投票することになります。

＜市外へ転出した方＞
●12月29日以降に県内の市町村へ転出した方
　平川市で投票できます。この場合、「引き続き住所を有
する旨の証明書」が必要です。 注１）注２）
●投票日（４月７日）までに県外へ転出した方
　投票できません。

＜他市町村での投票＞
　仕事などで投票日に他市町村に滞在している方で期日前
投票もできない場合は、滞在する市町村の選挙管理委員会
で不在者投票をすることができます。不在者投票を希望す
る方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の
上、選挙管理委員会事務局で請求手続きをしてください。
　「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式は、選挙管理委員会
事務局および尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課に備えてあ
るほか、市のホームページからもダウンロードできます。
　請求手続きは、告示日（３月29日㈮）前でもできますので、
お早めの手続きをお願いします。なお、郵送や代理人によ
る請求も可能です。

＜病院、施設等での投票＞ 
　県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施
設に入院（入所）している方は、その施設で不在者投票を
することができます。詳しくは、各施設にお問い合わせく
ださい。

＜郵便投票＞
　身体に重度の障がいのある方または要介護状態区分が要
介護５の方は、郵便による不在者投票ができます。詳しく
は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※投票用紙の請求は、４月３日 ㈬ までです。

住所を異動した方の投票について

不在者投票

選挙公報と開票

●選挙公報
　候補者の経歴や政見などを掲載した選挙公報は、４月３日 
㈮ 頃から各世帯に配布する予定です。また、本庁舎、尾上・碇ヶ
関総合支所にも備えますので、ご利用ください。

●開　票
日時　４月７日 ㈰　20：45 ～
場所　平賀体育館
※参観人の受付は、20：15 ～です（先着100人まで）。
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選挙へ行こう、
青森県議会
議員選挙

自宅近くのバス停周辺と最寄り
の期日前投票所間をタクシーで
送迎します!

①長距離の自立歩行が困難な方

で、他に移動手段のない方

②自宅から投票所までの距離が離

れていて、移動手段のない方
※申込みについては、告示日（３月29
日 ㈮ ）以降、受付します。

詳しくは、選挙管理委員会事務局
までお問合わせください。

　青森県議会議員選挙は、３月29日㈮に告示され、４月７日 ㈰ が投票日になります。
　私たちの声を県政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。

投票日

４７月　 日 日

対象となる方
投票所 時間 投票期間
本庁舎 １階／会議室 ８：30 ～ 20：00 ３月30日 ㈯ ～４月６日 ㈯
尾上総合支所 １階／会議室 ８：30 ～ 18：00 ３月30日 ㈯ ～４月６日 ㈯　
碇ヶ関総合支所 １階／ロビー ８：30 ～ 18：00 ３月30日 ㈯ ～４月６日 ㈯
イオンタウン平賀 10：00 ～ 19：00 ４月１日 ㈪ ～４月６日 ㈯（６日間）
葛川支所 ９：00 ～ 16：00 ４月２日 ㈫ ～４月３日 ㈬（２日間）　

温川地区、大木平地区の方
温川地区多目的集会所 ８：30 ～ 15：00 ４月６日 ㈯（１日間）　

　投票日当日、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などで投票所へ来ることができな
い場合は、期日前投票ができます。
 ※期日前投票の際は、入場券裏面の「選挙の当日投票できない理由」と「氏名」を事前に
ご記入いただくことにより、受付をスムーズに行うことができます。

要件・投票について

投票時間 

７：00 ～ 20：00  まで
 

※ただし、以下の投票区は19：00までです。

・第13投票区「小国コミュニティセンター」

・第14投票区「平川市葛川支所」

・第21投票区「平川市碇ヶ関総合支所」

・第22投票区「平川市古懸地区公民館」

・第23投票区「平川市久吉地区公民館」

●年齢要件　平成13年４月８日までに生まれた方
●住所要件　平成30年12月28日以前から引き続き平川市内に住んでいる方
●投票所入場券　入場券は、告示日（３月29日 ㈮ ）以降に郵送します（封
書を開くと４人まで記載されています）。投票所または期日前投票所に
おいでの際は、切り離してお持ちください。
　入場券をなくしたり忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されていれば
投票できますので、投票所の係員に申し出てください。なお、その際に
本人確認をする場合があります。
●投票所　指定投票所・共通投票所（イオンタウン平賀）、いずれか１
か所で投票することができます。投票所入場券に記載されていますの
で、よく場所をご確認の上、おいでください。
※第６投票区の投票所は、今回の選挙に限り「柏木町コミュニティセンター」で
す。お間違えのないようご注意ください。
※共通投票所（イオンタウン平賀）は選挙当日、平川市の有権者であれば誰でも
投票できます。
●投票の方法　投票用紙に候補者の氏名１人だけ記入してください。

期日前投票

【共通投票所】
イオンタウン平賀　９：00～ 20：00
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　２月19日には、長尾市長がステージ上で平川市の観
光や物産を紹介し、「ぜひ平川市を訪れてください」と
呼びかけました。

　女子囃子組の演奏には大きな歓声があがり、大変な
盛り上がりをみせていました。

　展示したねぷたは、昨年当市が台中市に持ち込んだもので、今年は前もって現地入
りした職員が絵の張り替え作業を行いました。ねぷたの周囲では多くの方が写真撮影
しており、現地での関心の高さが伺えました。

t a i c h u n g  l a n t e r n  f e s t i v a l

台中ランタン
フェスティバル

大舞台で、

平川市の魅力を披露！

平川市シティプロモーション活動レポート！

ランタンフェスティバルとは？

　台湾各地で、毎年、旧正月のシーズン

に行われる台湾を代表するお祭り。

　会場には大小さまざまなランタンをは

じめ、テーマごとに作られたキャラク

ターなどのランタンも並び、「光の祭典」

とも言われています。期間中は台湾内外

から多くの方が訪れます。

lantern festival lantern festival

市
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
！

女
子
囃
子
組
演
舞
！

pro
motion

1

今年も台湾のみなさんに平川市をPRするため、友好交流協定を結んでいる台湾の台中市で開催された
「ランタンフェスティバル」へ長尾市長と、９名の平川女子囃子組が参加しました。（開催期間：２月16日～24日）

　会場内でねぷたを模
したミニランタンを
3,000個配布。配布の数
時間前から多くの人達
で長蛇の列ができるほ
どの人気でした。市長
と女子囃子組も配布に
参加し、受け取った方はとても喜んでいる様子でした。

動物やキャラクターなどの

大型ランタンも多数！

大人気！扇ねぷたミニランタン！

びがびがと
光るよ！

＼さらに！／

　浜松シティマラソンでは、参加者約8,200人にリンゴを無
料配布しました。その場でまるかじりし、栄養補給をする
ランナーの姿も多く見られました。
　また、大会各部門の優勝者には箱入りのリンゴがプレゼ
ントされ、大変喜ばれていました。

　遠鉄ストアではリンゴの試食
宣伝販売が行われ、長尾市長に
おいしいリンゴの見分け方を聞
かれる方や市長が選んだリンゴ
を購入する方も多くいました。
　さらに、シティプロモーショ
ン用の名刺や缶バッチを配布
し、市のPRも行いました。

浜松シティマラソン
遠鉄ストア笠井店

　２月17日、平川市の知
名度向上と特産品であるリ
ンゴの販路拡大のため、静
岡県浜松市においてトップ
セールスを実施しました。

prom
otion

2

＼平川市のリンゴのこと知ってますか？／

平川市のリンゴ

美味しいよ！いっぱい

食べて大きくなってね♪

　平川市のリンゴは、
県りんご品評会団体の
部で、４年連続（通算
23回）農林水産大臣賞
を受賞するほど優れ
た、とっても美味しい
リンゴなんだよ♪

でプロモーション活動をしてきました！
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　２月19日には、長尾市長がステージ上で平川市の観
光や物産を紹介し、「ぜひ平川市を訪れてください」と
呼びかけました。

　女子囃子組の演奏には大きな歓声があがり、大変な
盛り上がりをみせていました。

　展示したねぷたは、昨年当市が台中市に持ち込んだもので、今年は前もって現地入
りした職員が絵の張り替え作業を行いました。ねぷたの周囲では多くの方が写真撮影
しており、現地での関心の高さが伺えました。

t a i c h u n g  l a n t e r n  f e s t i v a l

台中ランタン
フェスティバル

大舞台で、

平川市の魅力を披露！

平川市シティプロモーション活動レポート！

ランタンフェスティバルとは？

　台湾各地で、毎年、旧正月のシーズン

に行われる台湾を代表するお祭り。

　会場には大小さまざまなランタンをは

じめ、テーマごとに作られたキャラク

ターなどのランタンも並び、「光の祭典」

とも言われています。期間中は台湾内外

から多くの方が訪れます。
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今年も台湾のみなさんに平川市をPRするため、友好交流協定を結んでいる台湾の台中市で開催された
「ランタンフェスティバル」へ長尾市長と、９名の平川女子囃子組が参加しました。（開催期間：２月16日～24日）

　会場内でねぷたを模
したミニランタンを
3,000個配布。配布の数
時間前から多くの人達
で長蛇の列ができるほ
どの人気でした。市長
と女子囃子組も配布に
参加し、受け取った方はとても喜んでいる様子でした。

動物やキャラクターなどの

大型ランタンも多数！

大人気！扇ねぷたミニランタン！

びがびがと
光るよ！

＼さらに！／

　浜松シティマラソンでは、参加者約8,200人にリンゴを無
料配布しました。その場でまるかじりし、栄養補給をする
ランナーの姿も多く見られました。
　また、大会各部門の優勝者には箱入りのリンゴがプレゼ
ントされ、大変喜ばれていました。

　遠鉄ストアではリンゴの試食
宣伝販売が行われ、長尾市長に
おいしいリンゴの見分け方を聞
かれる方や市長が選んだリンゴ
を購入する方も多くいました。
　さらに、シティプロモーショ
ン用の名刺や缶バッチを配布
し、市のPRも行いました。

浜松シティマラソン
遠鉄ストア笠井店

　２月17日、平川市の知
名度向上と特産品であるリ
ンゴの販路拡大のため、静
岡県浜松市においてトップ
セールスを実施しました。
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＼平川市のリンゴのこと知ってますか？／

平川市のリンゴ

美味しいよ！いっぱい

食べて大きくなってね♪

　平川市のリンゴは、
県りんご品評会団体の
部で、４年連続（通算
23回）農林水産大臣賞
を受賞するほど優れ
た、とっても美味しい
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学校給食の地産地消

「長ねぎ」
食育
通信

　平川市小杉地区にある福士
順一さんのねぎ畑は、黄金色
に実った田んぼの中に青々と
広がっています。
　学校給食では、主に汁物と
して提供されており、週に１
～３回ほど使用されていま
す。使う日の朝８時に、とれ
たてのねぎを直接届けてくれ
ます。 [問合せ]　平賀学校給食センター　☎44-2835

　ねぎ栽培は、真冬の２月
から始まります。種まき作
業は、ハウスの中でもとて
も寒く、電熱線を入れて暖
めています。
　５月になると「しろ」と
呼ばれる小さなねぎを畑に
植え替えます。成長に合わ
せて４回ほど土をかけて、
白い部分を長いねぎに育て
ていきます。
　ねぎは、生で食べると辛いのですが、焼くととても甘くなるので、
ねぎが苦手な人も一度試してみてください。

小杉
地区

↑ねぎ専用のトラクター。

　　めずらしい ！

福士さんの長ねぎは９月～１月頃まで
産直センターひらかアグリアスやカブ
センター弘前店で買うことができます！

文化協会だより ／  平川市美術会10周年会員展

観光ガイドや平川市の歴史に興味があるという方は、ぜひご参加ください。

　①４月21日㈰／猿賀公園・猿賀神社コース（締切 ４月16日㈫）

　②６月９日㈰／盛美園コース（締切 ６月４日㈫）

　③７月15日 (月・祝 ) ／平賀コース（締切 ７月２日㈫）

　④９月29日㈰／羽州街道コース（締切 ９月17日㈫）

●時間／各コース10：00 ～（①②は約1時間、③④は約２時間）

●参加料／各1,000円（盛美園コースは入場料別途）

※お申し込みの際は、氏名、住所、電話番号、年齢、ご希望のコースを

お知らせください。今回の参加料は、見学会のみの限定価格です。

　当会は2009年4月に市内の絵の好きな8名で結成しました。同年

11月の市民文化祭から展示参加し、翌2010年4月に1回目の会員展

を開催しております。以後、年２回の作品展示を行い、合評会を重

ねながら研鑽を積んでまいりました。

　現在は14名の会員で水彩画、日本画、油彩画、木版画と幅広いジャ

ンルで創作活動を行っております。今回、10回目の会員展を迎える

にあたり、今までの倍の展示スペースを設けて、各自、新作を含め

た自信作を３～ 5点を展示します。

　子どもから大人まで幅広い年齢層を対象に「誰でも」「いつでも」「世

代を超えて」「好きなレベルで」をモットーに全5教室を開催しています！

　誰でも簡単にできる運動を身につけ健康なカラダづくりをしましょう！

　今よりもう少しだけ体力をつけたい気持ちのある方、ぜひ一度体

験しに来てください！皆さんの参加をお待ちしております！

３月の協会だより 

 スポーツ協会だより ／  ☆ひらかわスポーツクラブ☆

観光協会だより ／ひらかわ案内人の活動を見学しませんか？

子供を対象とした教室
バランス感覚や柔軟性、反射神
経、俊敏性、持久力を養い、ケ
ガに強く危険を回避する能力を
それぞれのレベルに合わせて指
導いたします！

大人を対象とした教室

日頃から健康を意識している方
や、体力をつけたい方、運動し
たいけど何をしていいかわから
ない方におすすめです。 [問合せ]　平賀体育館　☎44-5010　開館時間／ 9：00 ～ 21：00

休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日が休館となります。）

教室名／対象／曜日／時間　

●子ども体操教室／５歳以上／火・水・土／16：30～ 17：30
●バドミントン教室／５歳～中学生男女／水・金17：30～
18：30／土18：00～ 19：00
●レクリエーション教室／ 18歳以上の男女／火／ 10：00～
11：00
●ヨガ教室／ 18歳以上の男女／火・水・木・土／火 13：30  
～ 14：30、水 19：00～ 20：00、木① 13：30～ 14：30、
木② 19：30～ 20：30、土 10：30～ 11：30

●プライベートレッスン／18歳以上の男女／要相談

●日時／４月19日㈮～ 21日㈰　９：00 ～ 17：00（21日は16：00まで）　●会場／文化センター　２階　中研修室
[問合せ]　今井 ☎44-3881　葛西 ☎080-1823-5710

多くの皆様のご来場を

お待ちしております。

[申込み・問合せ]　（一社）平川市観光協会　☎40-2231　FAX 40-2232　　※詳細は当協会ホームページをご覧ください。

ひらかわ案内人は、観光に来たお
客さまへ平川市の魅力を伝える活
動をしています。ぜひ、この機会
にひらかわ案内人の活動を見てみ
ませんか？

教室スケジュール

[問合せ]　総務課  消防防災係　☎44-1111（内線1354）

道路規制箇所

春の
　火災

予防運
動！

『忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認』
　４月８日から14日まで、県下一斉に春の火災予防運動が行われます。

　これからは空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節になります。火災はちょっ

とした油断から、皆さんの大切な命や貴重な財産を奪います。

　万が一に備え、住宅用火災警報器を設置しましょう。また、家族みんなで避難

方法などをもう一度確認し、「住宅防火　いのちを守る７つのポイント（３つの

習慣・４つの対策）」を実行し、自分の家は自分で守るよう心掛けましょう。

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

紙類

×

× 衣類

×
ガスコンロの
消し忘れ！

●４つの対策
 ❶ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する

 ❷ 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する

 ❸ 火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する

 ❹ お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる

×寝たばこ

ｚｚｚ

山火事に注意を！
『忘れない　豊かな森と　火の怖さ』

キケン！

駐車場
当日使用禁止

駐車場
当日
使用禁止

駐車場
当日
使用禁止

公園

平川市文化センター
←至尾上

↓至弘前市

至平賀駅→

赤部分　９：00～ 10：45
青部分　９：50～ 10：45

平川市消防団出初式を
開催します！

消防NEWS．

　平川市消防団の出初式を開催します。
　この機会に是非とも、地域防災力の核となる
消防団の活動をご覧ください。

　平川市文化センター駐車場は、前日より準備のため使
用しますので、前日夜間からの駐車はご遠慮ください。
　なお、式典当日の一般の方の駐車は、大光寺屯所・大
光寺コミュニティセンター・小和森小学校をご利用くだ
さい。民間の敷地には絶対に駐車しないでください。
　進行状況により、時間が前後する場合がありますので
ご了承願います。

・放水訓練
・人員服装点検
・機械器具点検
・まとい振り
・幼年消防クラブパレード
・分列行進
　　　　など

Fire
fighting
news

内　容

●３つの習慣
 ① 寝たばこは、絶対やめる

 ② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する

 ③ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

　山間部の雪解けが一層進み、空気が乾燥するこの時期は、１年のうちで最も山火
事が発生しやすい季節です。貴重な森林を山火事から守るため、火の取り扱いに十
分注意してください。

●日時／３月24日㈰　９：30より
●場所／文化センター前路上
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学校給食の地産地消

「長ねぎ」
食育
通信

　平川市小杉地区にある福士
順一さんのねぎ畑は、黄金色
に実った田んぼの中に青々と
広がっています。
　学校給食では、主に汁物と
して提供されており、週に１
～３回ほど使用されていま
す。使う日の朝８時に、とれ
たてのねぎを直接届けてくれ
ます。 [問合せ]　平賀学校給食センター　☎44-2835

　ねぎ栽培は、真冬の２月
から始まります。種まき作
業は、ハウスの中でもとて
も寒く、電熱線を入れて暖
めています。
　５月になると「しろ」と
呼ばれる小さなねぎを畑に
植え替えます。成長に合わ
せて４回ほど土をかけて、
白い部分を長いねぎに育て
ていきます。
　ねぎは、生で食べると辛いのですが、焼くととても甘くなるので、
ねぎが苦手な人も一度試してみてください。

小杉
地区

↑ねぎ専用のトラクター。

　　めずらしい ！

福士さんの長ねぎは９月～１月頃まで
産直センターひらかアグリアスやカブ
センター弘前店で買うことができます！

文化協会だより ／  平川市美術会10周年会員展

観光ガイドや平川市の歴史に興味があるという方は、ぜひご参加ください。

　①４月21日㈰／猿賀公園・猿賀神社コース（締切 ４月16日㈫）

　②６月９日㈰／盛美園コース（締切 ６月４日㈫）

　③７月15日 (月・祝 ) ／平賀コース（締切 ７月２日㈫）

　④９月29日㈰／羽州街道コース（締切 ９月17日㈫）

●時間／各コース10：00 ～（①②は約1時間、③④は約２時間）

●参加料／各1,000円（盛美園コースは入場料別途）

※お申し込みの際は、氏名、住所、電話番号、年齢、ご希望のコースを

お知らせください。今回の参加料は、見学会のみの限定価格です。

　当会は2009年4月に市内の絵の好きな8名で結成しました。同年

11月の市民文化祭から展示参加し、翌2010年4月に1回目の会員展

を開催しております。以後、年２回の作品展示を行い、合評会を重

ねながら研鑽を積んでまいりました。

　現在は14名の会員で水彩画、日本画、油彩画、木版画と幅広いジャ

ンルで創作活動を行っております。今回、10回目の会員展を迎える

にあたり、今までの倍の展示スペースを設けて、各自、新作を含め

た自信作を３～ 5点を展示します。

　子どもから大人まで幅広い年齢層を対象に「誰でも」「いつでも」「世

代を超えて」「好きなレベルで」をモットーに全5教室を開催しています！

　誰でも簡単にできる運動を身につけ健康なカラダづくりをしましょう！

　今よりもう少しだけ体力をつけたい気持ちのある方、ぜひ一度体

験しに来てください！皆さんの参加をお待ちしております！

３月の協会だより 

 スポーツ協会だより ／  ☆ひらかわスポーツクラブ☆

観光協会だより ／ひらかわ案内人の活動を見学しませんか？

子供を対象とした教室
バランス感覚や柔軟性、反射神
経、俊敏性、持久力を養い、ケ
ガに強く危険を回避する能力を
それぞれのレベルに合わせて指
導いたします！

大人を対象とした教室

日頃から健康を意識している方
や、体力をつけたい方、運動し
たいけど何をしていいかわから
ない方におすすめです。 [問合せ]　平賀体育館　☎44-5010　開館時間／ 9：00 ～ 21：00

休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日が休館となります。）

教室名／対象／曜日／時間　

●子ども体操教室／５歳以上／火・水・土／16：30～ 17：30
●バドミントン教室／５歳～中学生男女／水・金17：30～
18：30／土18：00～ 19：00
●レクリエーション教室／ 18歳以上の男女／火／ 10：00～
11：00
●ヨガ教室／ 18歳以上の男女／火・水・木・土／火 13：30  
～ 14：30、水 19：00～ 20：00、木① 13：30～ 14：30、
木② 19：30～ 20：30、土 10：30～ 11：30

●プライベートレッスン／18歳以上の男女／要相談

●日時／４月19日㈮～ 21日㈰　９：00 ～ 17：00（21日は16：00まで）　●会場／文化センター　２階　中研修室
[問合せ]　今井 ☎44-3881　葛西 ☎080-1823-5710

多くの皆様のご来場を

お待ちしております。

[申込み・問合せ]　（一社）平川市観光協会　☎40-2231　FAX 40-2232　　※詳細は当協会ホームページをご覧ください。

ひらかわ案内人は、観光に来たお
客さまへ平川市の魅力を伝える活
動をしています。ぜひ、この機会
にひらかわ案内人の活動を見てみ
ませんか？

教室スケジュール

[問合せ]　総務課  消防防災係　☎44-1111（内線1354）

道路規制箇所

春の
　火災

予防運
動！

『忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認』
　４月８日から14日まで、県下一斉に春の火災予防運動が行われます。

　これからは空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節になります。火災はちょっ

とした油断から、皆さんの大切な命や貴重な財産を奪います。

　万が一に備え、住宅用火災警報器を設置しましょう。また、家族みんなで避難

方法などをもう一度確認し、「住宅防火　いのちを守る７つのポイント（３つの

習慣・４つの対策）」を実行し、自分の家は自分で守るよう心掛けましょう。

[ 問合せ ]　▷弘前消防本部  予防課　☎32-5104　　▷平川消防署　☎44-3122　　 ▷平川消防署  碇ヶ関分署　☎45-2240
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×

× 衣類

×
ガスコンロの
消し忘れ！

●４つの対策
 ❶ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する

 ❷ 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する

 ❸ 火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する

 ❹ お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる

×寝たばこ

ｚｚｚ

山火事に注意を！
『忘れない　豊かな森と　火の怖さ』

キケン！

駐車場
当日使用禁止
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←至尾上

↓至弘前市

至平賀駅→

赤部分　９：00～ 10：45
青部分　９：50～ 10：45

平川市消防団出初式を
開催します！

消防NEWS．

　平川市消防団の出初式を開催します。
　この機会に是非とも、地域防災力の核となる
消防団の活動をご覧ください。

　平川市文化センター駐車場は、前日より準備のため使
用しますので、前日夜間からの駐車はご遠慮ください。
　なお、式典当日の一般の方の駐車は、大光寺屯所・大
光寺コミュニティセンター・小和森小学校をご利用くだ
さい。民間の敷地には絶対に駐車しないでください。
　進行状況により、時間が前後する場合がありますので
ご了承願います。

・放水訓練
・人員服装点検
・機械器具点検
・まとい振り
・幼年消防クラブパレード
・分列行進
　　　　など

Fire
fighting
news

内　容

●３つの習慣
 ① 寝たばこは、絶対やめる

 ② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する

 ③ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

　山間部の雪解けが一層進み、空気が乾燥するこの時期は、１年のうちで最も山火
事が発生しやすい季節です。貴重な森林を山火事から守るため、火の取り扱いに十
分注意してください。

●日時／３月24日㈰　９：30より
●場所／文化センター前路上
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有料広告

97,660 円
（△800 円）

193,420 円
（△3,500 円）

380,880 円
（△14,520 円）

毎月納付
する場合

98,460円

196,920円

395,400円

現金納付で前納
（割引額）前納の種類

６か月前納
（平成31年4月～ 9月分）

１年前納
（平成31年4月～平成32年3月分）

２年前納
（平成31年4月～平成33年3月分）

国民年金通信

詳しくは弘前年金事務所または国保年金課年金係にお問い合わせください。

[問合せ]　▷弘前年金事務所　☎27-1339　　▷国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

平成31年度は年金額が引き上げられます

　平成31年度の年金額は、平成30年度から
0.1％の引き上げとなります。
　平成31年度の年金額による支払いは、４月分
の年金が支払われる６月からとなります。

※現金納付による６か月および１年の前

納用の納付書は４月上旬に送付されま

す。２年の前納用の納付書の発送はお申

し込みが必要です。

　また、現金納付による前納のほかに、

口座振替やクレジットカード払いによる

前納割引制度もあります。

国民年金
（老齢基礎年金(満額)１人分） 65,008円

平成31年度（月額）

平成31年度の新規裁定者（67歳以下の方）の
年金額の例

平成31年度の国民年金保険料は、

月額１万6,410円です

　保険料は、毎年度改定されますが平成31年
度は前年度より70円引き上げられ、月額１万
6,410円となります。保険料は日本年金機構か
ら４月上旬に送付される１年分の納付書により

翌月の末日までに納めてください。

国民年金保険料を前納すると割引があります

　国民年金は、一定期間の保険料をまとめて納めることにより

保険料が割引となる「前納割引制度」があります。

相　談

●行政・人権相談所を開設します

　行政に関する苦情や意見がある方、または日常生活の中で、

困っていることや人権擁護に関するお悩みについて、行政相談

委員・人権擁護委員が相談をお受けします。ぜひこの機会をご

利用ください。

▶日時　４月19日 ㈮　10：00～ 15：00
▶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

●新館公営墓地の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（１区画）
　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、「本籍記載

の住民票（世帯全員の記載があるもの）」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

おしらせ

●自動車税についてのお知らせ

▶自動車税の住所変更届について
　自動車税の納税通知書は、原則として自動車検査証（車検証）

に記載された住所にお送りしています。

　転居などで住所が変わった場合は、運輸支局で住所の変更登

録手続きをしなければなりませんが、事情によりすぐに住所の

変更登録が出来ない場合は、中南地域県民局県税部へご連絡く

ださい。

　また、県ホームページからも届出することができます。

　URL http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html
　ページ上段「自動車税住所変更届」をご覧ください。

▶自動車税の口座振替について（６月納期分）
　自動車税の納付は、便利で安全・確実な口座振替をご利用く

ださい。

　申込用紙は、各取扱金融機関・中南地域県民局県税部の窓口

に備え付けてありますので、お気軽にお問い合わせください。

　なお、口座振替の申込期限は４月26日㈮です。
▶問合せ　中南地域県民局県税部　納税管理課
　　　　　☎32-4341（直通）

●尾上総合高校　平成31年度「科目履修生」

　社会人などを対象として、特定の科目において生徒と同じ授

業を聴講する科目履修生を募集します。

▶募集人数　若干名
▶応募資格
　中学校を卒業した者または平成31年３月に中学校卒業見込み
の者で、高等学校などに在籍していない者。

▶募集期間
　定時制／３月8日㈮～３月22日㈮
　通信制／４月２日㈫～４月５日㈮

▶聴講する時間帯
　定時制／月曜日～金曜日　17：15～ 20：30
　通信制／日曜日　９：10～ 16：10
▶聴講許可
　出願書類と面接により決定します

▶その他
　▷聴講できる科目数の上限は３科目（科目数に応じて聴講料

　　が必要）です。

　▷単位の認定は行いません。

▶問合せ
　尾上総合高校　定時制課程　☎57-3500（定時制教頭）
　尾上総合高校　通信制課程　☎57-5528（教務部）

●ご存知ですか？「平川市子育てアプリ」

▶平川市子育てアプリとは？
　「平川市子育てアプリ」は、子育てをサ

ポートする情報や市内子育て関連施設の

マップ、予防接種情報や成長日記機能な

どを提供するスマートフォン用のアプリ

です。妊娠～子育て中の方、お孫さんの

いらっしゃる方もぜひご利用ください。

▶ダウンロード方法
　Google PlayまたはApp storeで「平
川市　子育て」を検索するか、下記の

QRコードを読み取り、ダウンロード画
面にアクセスしてください。

※アプリは無料ですが、通信料は利用者

の負担となります。

▶問合せ　子育て健康課　子ども支援係

●軽減税率対策補助金が用意されています

　今年の10月１日に予定されている消費税率引上げの際には、
軽減税率制度が実施され、税率８％と10％、双方の商品を取り
扱う事業者は様々な対応が必要になります。

　こうした事業者を支援するため、国において軽減税率に対応

するためのレジや受発注システム、請求書の発行を行うシステ

ムの改修・導入に対する補助金が用意されています。

　お早めに対応していただけますようお願いします。

▶問合せ　軽減税率対策補助金事務局　☎0120-398-111
　　　　　URL http://kzt-hojo.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

●平賀テニスコートが全面リニューアル
スポーツ振興くじ（toto・BIG）助成金を受けて改修しました

　昨年12月に平賀テニスコー
トの人工芝改修工事が完了し

ました。

　この工事は、独立行政法人

日本スポーツ振興センターの

「スポーツ振興くじ（toto・
BIG）助成金」を受け、コー
ト全面（６面）の人工芝の張り替え

を行ったものです。

　平成31年度のオープンは４月５日
㈮を予定しております。

　リニューアルした人工芝コートを

ご利用し、テニスを思いっきり楽し

んでください。

▶問合せ　平川市運動施設　管理係　☎43-0660

●土地・家屋の価格などが縦覧できます

　固定資産税の納税者の方が所有する土地または家屋につい

て、価格が適正に評価されているかを確認していただくため

に、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、市内の他の土地または

家屋の価格と比較することができます。

▶期間　４月１日㈪～５月31日㈮　※土・日、祝日を除く。
▶時間　８：30～ 17：00
▶場所　税務課（本庁舎２階）
▶縦覧できる方
　▷固定資産税（土地・家屋）の納税者

　▷納税者から縦覧の委任を受けた方

▶持ち物
　▷本人確認書類（運転免許証、保険証、個人番号カードなど）

　▷委任状（委任を受けた方のみ）

▶問合せ　税務課　固定資産税係

●ごみ集積所の利用についてのお願い

　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

者など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

町村には絶対に持ち込まないよう

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

■Android用

■iOS用

私たちはスポーツ振興くじ
助成を受けています。

10％？
８％？

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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有料広告

97,660 円
（△800 円）

193,420 円
（△3,500 円）

380,880 円
（△14,520 円）

毎月納付
する場合

98,460円

196,920円

395,400円

現金納付で前納
（割引額）前納の種類

６か月前納
（平成31年4月～ 9月分）

１年前納
（平成31年4月～平成32年3月分）

２年前納
（平成31年4月～平成33年3月分）

国民年金通信

詳しくは弘前年金事務所または国保年金課年金係にお問い合わせください。

[問合せ]　▷弘前年金事務所　☎27-1339　　▷国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

平成31年度は年金額が引き上げられます

　平成31年度の年金額は、平成30年度から
0.1％の引き上げとなります。
　平成31年度の年金額による支払いは、４月分
の年金が支払われる６月からとなります。

※現金納付による６か月および１年の前

納用の納付書は４月上旬に送付されま

す。２年の前納用の納付書の発送はお申

し込みが必要です。

　また、現金納付による前納のほかに、

口座振替やクレジットカード払いによる

前納割引制度もあります。

国民年金
（老齢基礎年金(満額)１人分） 65,008円

平成31年度（月額）

平成31年度の新規裁定者（67歳以下の方）の
年金額の例

平成31年度の国民年金保険料は、

月額１万6,410円です

　保険料は、毎年度改定されますが平成31年
度は前年度より70円引き上げられ、月額１万
6,410円となります。保険料は日本年金機構か
ら４月上旬に送付される１年分の納付書により

翌月の末日までに納めてください。

国民年金保険料を前納すると割引があります

　国民年金は、一定期間の保険料をまとめて納めることにより

保険料が割引となる「前納割引制度」があります。

相　談

●行政・人権相談所を開設します

　行政に関する苦情や意見がある方、または日常生活の中で、

困っていることや人権擁護に関するお悩みについて、行政相談

委員・人権擁護委員が相談をお受けします。ぜひこの機会をご

利用ください。

▶日時　４月19日 ㈮　10：00～ 15：00
▶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

●新館公営墓地の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（１区画）
　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、「本籍記載

の住民票（世帯全員の記載があるもの）」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

おしらせ

●自動車税についてのお知らせ

▶自動車税の住所変更届について
　自動車税の納税通知書は、原則として自動車検査証（車検証）

に記載された住所にお送りしています。

　転居などで住所が変わった場合は、運輸支局で住所の変更登

録手続きをしなければなりませんが、事情によりすぐに住所の

変更登録が出来ない場合は、中南地域県民局県税部へご連絡く

ださい。

　また、県ホームページからも届出することができます。

　URL http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html
　ページ上段「自動車税住所変更届」をご覧ください。

▶自動車税の口座振替について（６月納期分）
　自動車税の納付は、便利で安全・確実な口座振替をご利用く

ださい。

　申込用紙は、各取扱金融機関・中南地域県民局県税部の窓口

に備え付けてありますので、お気軽にお問い合わせください。

　なお、口座振替の申込期限は４月26日㈮です。
▶問合せ　中南地域県民局県税部　納税管理課
　　　　　☎32-4341（直通）

●尾上総合高校　平成31年度「科目履修生」

　社会人などを対象として、特定の科目において生徒と同じ授

業を聴講する科目履修生を募集します。

▶募集人数　若干名
▶応募資格
　中学校を卒業した者または平成31年３月に中学校卒業見込み
の者で、高等学校などに在籍していない者。

▶募集期間
　定時制／３月8日㈮～３月22日㈮
　通信制／４月２日㈫～４月５日㈮

▶聴講する時間帯
　定時制／月曜日～金曜日　17：15～ 20：30
　通信制／日曜日　９：10～ 16：10
▶聴講許可
　出願書類と面接により決定します

▶その他
　▷聴講できる科目数の上限は３科目（科目数に応じて聴講料

　　が必要）です。

　▷単位の認定は行いません。

▶問合せ
　尾上総合高校　定時制課程　☎57-3500（定時制教頭）
　尾上総合高校　通信制課程　☎57-5528（教務部）

●ご存知ですか？「平川市子育てアプリ」

▶平川市子育てアプリとは？
　「平川市子育てアプリ」は、子育てをサ

ポートする情報や市内子育て関連施設の

マップ、予防接種情報や成長日記機能な

どを提供するスマートフォン用のアプリ

です。妊娠～子育て中の方、お孫さんの

いらっしゃる方もぜひご利用ください。

▶ダウンロード方法
　Google PlayまたはApp storeで「平
川市　子育て」を検索するか、下記の

QRコードを読み取り、ダウンロード画
面にアクセスしてください。

※アプリは無料ですが、通信料は利用者

の負担となります。

▶問合せ　子育て健康課　子ども支援係

●軽減税率対策補助金が用意されています

　今年の10月１日に予定されている消費税率引上げの際には、
軽減税率制度が実施され、税率８％と10％、双方の商品を取り
扱う事業者は様々な対応が必要になります。

　こうした事業者を支援するため、国において軽減税率に対応

するためのレジや受発注システム、請求書の発行を行うシステ

ムの改修・導入に対する補助金が用意されています。

　お早めに対応していただけますようお願いします。

▶問合せ　軽減税率対策補助金事務局　☎0120-398-111
　　　　　URL http://kzt-hojo.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

●平賀テニスコートが全面リニューアル
スポーツ振興くじ（toto・BIG）助成金を受けて改修しました

　昨年12月に平賀テニスコー
トの人工芝改修工事が完了し

ました。

　この工事は、独立行政法人

日本スポーツ振興センターの

「スポーツ振興くじ（toto・
BIG）助成金」を受け、コー
ト全面（６面）の人工芝の張り替え

を行ったものです。

　平成31年度のオープンは４月５日
㈮を予定しております。

　リニューアルした人工芝コートを

ご利用し、テニスを思いっきり楽し

んでください。

▶問合せ　平川市運動施設　管理係　☎43-0660

●土地・家屋の価格などが縦覧できます

　固定資産税の納税者の方が所有する土地または家屋につい

て、価格が適正に評価されているかを確認していただくため

に、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、市内の他の土地または

家屋の価格と比較することができます。

▶期間　４月１日㈪～５月31日㈮　※土・日、祝日を除く。
▶時間　８：30～ 17：00
▶場所　税務課（本庁舎２階）
▶縦覧できる方
　▷固定資産税（土地・家屋）の納税者

　▷納税者から縦覧の委任を受けた方

▶持ち物
　▷本人確認書類（運転免許証、保険証、個人番号カードなど）

　▷委任状（委任を受けた方のみ）

▶問合せ　税務課　固定資産税係

●ごみ集積所の利用についてのお願い

　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

者など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

町村には絶対に持ち込まないよう

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

■Android用

■iOS用

私たちはスポーツ振興くじ
助成を受けています。

10％？
８％？

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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有料広告●特別児童扶養手当

　身体または精神に法令で定められた程度以上の障が

いのある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の
児童を養育している人に支給されます。

　支給月は４月、８月、11月（それぞれ前月分までの
手当を支給）です。

年齢区分　　　　　　　　　 　

３歳未満　　　　　　　　　　　

３歳～小学生
　第１・２子

　　　　　　　第３子以降　　 
中学生　　　　　　　　　　 　 

所得制限未満の方

15,000円

10,000円

15,000円

10,000円

所得制限以上の方

5,000円

●児童手当

　中学校卒業まで（15歳に到達した日から最初の３月31日まで）の児童を養育している方に支給されます。支給額は児童の年齢
や現況届提出時の所得により決定されます。３歳になったときや新年度となり中学生や高校生になったときなどに支給額が変更と

なりますので、あらかじめご了承ください。

※現在受給している公的年

金の額が児童扶養手当の額

よりも低い場合は、差額分

の児童扶養手当を受給でき

ますので、事前にお問い合

わせください。

対象児童

１人目

２人目

３人目以降
(１人につき)

手当の全額を受給できる方

月額　42,910円

上記金額に10,140円加算

上記金額に6,080円加算

手当の一部を受給できる方

月額　42,900円～ 10,120円（所得に応じて）

上記金額に10,130円～ 5,070円加算（所得に応じて）

上記金額に6,070円～ 3,040円加算（所得に応じて）

＜支給額が４月から変更になります＞

＜支給時期が変更になります＞
　平成32年１月からは年６回、奇数月に前月までの２か月分が支給となります。　※平成31年の12月までは、４月・８月・11月に支給。
なお、支給時期変更の調整に伴い、平成31年３回目の支払いは８～10月の3か月分となります。

平成31年
（３回払い）

平成32年
（６回払い）

 11月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

 11月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

４か月分 ４か月分 ３か月分

２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分

●児童扶養手当
　父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない18歳以下（心身に障がいがある場合は20
歳に達するまで）の児童を養育している方に、手当を支給する制度です（所得制限があります）。ただし、児童が児童福祉施設など

に入所している場合や児童福祉法に規定されている里親に委託されている場合は支給されません。

[問合せ]　子育て健康課　子ども支援係

　　　　　☎44-1111（内線1151・1152）

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。

※児童が進学などにより他市町村へ転出する場合は、別居監護の届出が必要となります。

＜支給額（児童１人当たり月額）＞
※支給月は６月、10月、２月（それぞれ前月分までの手当を支給）。

※「第３子」とは、高校卒業まで（18歳に達した日から最初の３
月31日まで）の養育している児童のうち、３番目以降をいいます。

＜新・公務員、旧・公務員の方の手続きについて＞
　公務員は児童手当が勤務先から支給されます。公務員

になったとき、公務員でなくなったとき、または独立行

政法人などに出向したときは、その翌日から15日以内
に市と勤務先に届出・申請が必要です。市と勤務先から

手当を二重に受給することがないようご注意くださ

い。

＜支給額が４月から変更になります＞

　障がいの程度が１級の場合　　　月額52,200円

　障がいの程度が２級の場合　　　月額34,770円

支払４月 支払８月 支払 11月

支払１月

手当に関する詳しい手続きについては、下記まで

お問い合わせください。

支払３月 支払５月 支払７月 支払９月 支払11月

高額医療・高額介護合算療養費制度とは
　世帯全員の１年間(毎年８月から翌年７月まで)
の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準
額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度
です。

※国保・後期高齢者医療制度に加入している方で、
支給の要件に該当すると思われる世帯には、支給
申請のお知らせをお送りします。

各医療保険における世帯内で、医療および
介護の両制度ともに自己負担額を有する世
帯が対象となります。

70歳未満の方は、１か月の医療費が２万
１千円を超えた分、70歳以上の方は、すべ
ての自己負担額が合算対象になります。

算定基準額／平成29年８月～平成30年７月診療分

必要なもの

申請書、印鑑、保険証(国保、
後期高齢、介護)、通帳(国保の
方は世帯主の通帳)、申請者およ
び該当者のマイナンバー (通知
カードまたは個人番号カード)

手続きの流れ

●国保・後期高齢者医療制度に加入している方は、国保年金課国保係または尾上・碇ヶ関総 
　合支所市民生活課市民係へ申請してください。　
●その他の医療保険に加入している方は、高齢介護課介護保険係窓口へ「自己負担額証明書」
　を申請し、交付されましたら、加入している医療保険担当窓口にて手続きしてください。
※支給額については、医療保険者・介護保険者それぞれより支給されます。

申請方法

[問合せ]　国保年金課　国保係　☎44-1111（内線1252）、高齢介護課　介護保険係　☎44-1111（内線1155）

（※1）世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
　または老齢福祉年金受給者等。

国民健康保険70歳未満の方

国民健康保険70歳以上の方／後期高齢者医療制度対象者

上位所得者

一般

　   所得区分
所得901万円超
所得600万円超～ 901万円以下
所得210万円超～ 600万円以下
所得210万円以下

基準額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円住民税非課税世帯

所得区分 基準額
67万円
56万円
31万円
19万円

現役並み所得者
一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

住民税課税所得145万円以上等
住民税課税世帯で課税所得145万円未満等
住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方
住民税非課税世帯で所得が一定以下の方（※１）

必要なもの

申請書、印鑑、保険証(国保、後期高齢)、通帳(国保の
方は世帯主の通帳)、該当者のマイナンバー (通知カード
または個人番号カード)

申請方法
　国保・後期高齢者医療制度に加入している方は、国保年金
課国保係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係で手
続きをしてください。

[問合せ]　国保年金課　国保係　☎44-1111（内線1252・1257）

高額療養費外来年間合算制度とは

＼　制度のポイント　／

１

２

高額医療・高額介護合算療養費制度　　　超過分を払い戻します！

高額療養費外来年間合算制度　　年間を通して外来で長期療養を受けている方へ

１年間（毎年８月から翌年７月まで）の計算期間中
・所得区分が一般の方
（住民税課税世帯で課税所得145万円未満等）
・低所得者（住民税非課税世帯等）の方

※月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額

70歳
以上

超えた金額
を支給

外来療養に係る自己負担額の合計が
年間で144,000円を超えた場合
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有料広告●特別児童扶養手当

　身体または精神に法令で定められた程度以上の障が

いのある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の
児童を養育している人に支給されます。

　支給月は４月、８月、11月（それぞれ前月分までの
手当を支給）です。

年齢区分　　　　　　　　　 　

３歳未満　　　　　　　　　　　

３歳～小学生
　第１・２子

　　　　　　　第３子以降　　 
中学生　　　　　　　　　　 　 

所得制限未満の方

15,000円

10,000円

15,000円

10,000円

所得制限以上の方

5,000円

●児童手当

　中学校卒業まで（15歳に到達した日から最初の３月31日まで）の児童を養育している方に支給されます。支給額は児童の年齢
や現況届提出時の所得により決定されます。３歳になったときや新年度となり中学生や高校生になったときなどに支給額が変更と

なりますので、あらかじめご了承ください。

※現在受給している公的年

金の額が児童扶養手当の額

よりも低い場合は、差額分

の児童扶養手当を受給でき

ますので、事前にお問い合

わせください。

対象児童

１人目

２人目

３人目以降
(１人につき)

手当の全額を受給できる方

月額　42,910円

上記金額に10,140円加算

上記金額に6,080円加算

手当の一部を受給できる方

月額　42,900円～ 10,120円（所得に応じて）

上記金額に10,130円～ 5,070円加算（所得に応じて）

上記金額に6,070円～ 3,040円加算（所得に応じて）

＜支給額が４月から変更になります＞

＜支給時期が変更になります＞
　平成32年１月からは年６回、奇数月に前月までの２か月分が支給となります。　※平成31年の12月までは、４月・８月・11月に支給。
なお、支給時期変更の調整に伴い、平成31年３回目の支払いは８～10月の3か月分となります。

平成31年
（３回払い）

平成32年
（６回払い）

 11月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

 11月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

４か月分 ４か月分 ３か月分

２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分

●児童扶養手当
　父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない18歳以下（心身に障がいがある場合は20
歳に達するまで）の児童を養育している方に、手当を支給する制度です（所得制限があります）。ただし、児童が児童福祉施設など

に入所している場合や児童福祉法に規定されている里親に委託されている場合は支給されません。

[問合せ]　子育て健康課　子ども支援係

　　　　　☎44-1111（内線1151・1152）

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。

※児童が進学などにより他市町村へ転出する場合は、別居監護の届出が必要となります。

＜支給額（児童１人当たり月額）＞
※支給月は６月、10月、２月（それぞれ前月分までの手当を支給）。

※「第３子」とは、高校卒業まで（18歳に達した日から最初の３
月31日まで）の養育している児童のうち、３番目以降をいいます。

＜新・公務員、旧・公務員の方の手続きについて＞
　公務員は児童手当が勤務先から支給されます。公務員

になったとき、公務員でなくなったとき、または独立行

政法人などに出向したときは、その翌日から15日以内
に市と勤務先に届出・申請が必要です。市と勤務先から

手当を二重に受給することがないようご注意くださ

い。

＜支給額が４月から変更になります＞

　障がいの程度が１級の場合　　　月額52,200円

　障がいの程度が２級の場合　　　月額34,770円

支払４月 支払８月 支払 11月

支払１月

手当に関する詳しい手続きについては、下記まで

お問い合わせください。

支払３月 支払５月 支払７月 支払９月 支払11月

高額医療・高額介護合算療養費制度とは
　世帯全員の１年間(毎年８月から翌年７月まで)
の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準
額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度
です。

※国保・後期高齢者医療制度に加入している方で、
支給の要件に該当すると思われる世帯には、支給
申請のお知らせをお送りします。

各医療保険における世帯内で、医療および
介護の両制度ともに自己負担額を有する世
帯が対象となります。

70歳未満の方は、１か月の医療費が２万
１千円を超えた分、70歳以上の方は、すべ
ての自己負担額が合算対象になります。

算定基準額／平成29年８月～平成30年７月診療分

必要なもの

申請書、印鑑、保険証(国保、
後期高齢、介護)、通帳(国保の
方は世帯主の通帳)、申請者およ
び該当者のマイナンバー (通知
カードまたは個人番号カード)

手続きの流れ

●国保・後期高齢者医療制度に加入している方は、国保年金課国保係または尾上・碇ヶ関総 
　合支所市民生活課市民係へ申請してください。　
●その他の医療保険に加入している方は、高齢介護課介護保険係窓口へ「自己負担額証明書」
　を申請し、交付されましたら、加入している医療保険担当窓口にて手続きしてください。
※支給額については、医療保険者・介護保険者それぞれより支給されます。

申請方法

[問合せ]　国保年金課　国保係　☎44-1111（内線1252）、高齢介護課　介護保険係　☎44-1111（内線1155）

（※1）世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
　または老齢福祉年金受給者等。

国民健康保険70歳未満の方

国民健康保険70歳以上の方／後期高齢者医療制度対象者

上位所得者

一般

　   所得区分
所得901万円超
所得600万円超～ 901万円以下
所得210万円超～ 600万円以下
所得210万円以下

基準額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円住民税非課税世帯

所得区分 基準額
67万円
56万円
31万円
19万円

現役並み所得者
一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

住民税課税所得145万円以上等
住民税課税世帯で課税所得145万円未満等
住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方
住民税非課税世帯で所得が一定以下の方（※１）

必要なもの

申請書、印鑑、保険証(国保、後期高齢)、通帳(国保の
方は世帯主の通帳)、該当者のマイナンバー (通知カード
または個人番号カード)

申請方法
　国保・後期高齢者医療制度に加入している方は、国保年金
課国保係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係で手
続きをしてください。

[問合せ]　国保年金課　国保係　☎44-1111（内線1252・1257）

高額療養費外来年間合算制度とは

＼　制度のポイント　／

１

２

高額医療・高額介護合算療養費制度　　　超過分を払い戻します！

高額療養費外来年間合算制度　　年間を通して外来で長期療養を受けている方へ

１年間（毎年８月から翌年７月まで）の計算期間中
・所得区分が一般の方
（住民税課税世帯で課税所得145万円未満等）
・低所得者（住民税非課税世帯等）の方

※月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額

70歳
以上

超えた金額
を支給

外来療養に係る自己負担額の合計が
年間で144,000円を超えた場合
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健康ひろば

[問合せ]　子育て健康課　健康推進係検診のおしらせ

集団検診　＜検診項目＞

・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

※検診の内容により対象者が異なります。

婦人科検診　＜検診項目＞
・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）
※平成32年3月31日までに20歳、40歳
になる方も対象です。

・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。

個

　別

○平成30年度に子宮頸がん・乳がん検診を受診していない方へ

＜証明書の発行について＞

　随時受け付けしています。ただし、証明書の有効期

限は発行の月を含め３ヶ月間ですのでご注意くださ

い。また、入手方法についてはお問い合わせください。

実施日　／　場所 受　付　時　間 持ち物

□健康保険証　　□受診票

□特定または後期高齢者健診受診券

※お申し込みは各検診の10日前までにお願いします。

４月21日 ㈰　葛川支所

４月25日 ㈭　健康センター
６：45～８：00
医師診察時間 ７：00～

　市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回無料で受診できます。その

ため、平成30年度に受診されていない方は、平成31年度に受診する
ことができます。集団検診では証明書が不要ですが、個別検診を受けら

れる方は「平川市がん検診受診対象者証明書」が必要となります。

検診期間　平成32年３月31日㈫まで

母子のおしらせ
[問合せ]　子育て世代包括支援センター（子育て健康課内）　▷母子保健係、子育て世代包括支援係

※母子健康手帳の交付は、これまで各総合支所でも行っておりましたが、4月1日より健康センターのみとなります。
※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、助産師による面談を行っています。・
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

・
妊
婦
窓
口
相
談

健康センター／８：15～ 17：00
　

□妊娠届出書(医療機関から発行)　□妊婦連絡票(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)

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

　妊娠期から子育て期まで、子育て世代の身近な相談窓口として、子どもを産み育
てることを楽しいと実感できるようお手伝いします。

子育て世代包括
支援センター

●持ち物の□はチェックボックスとしてご活用ください。　例　□バスタオル　□母子健康手帳

※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。

　　  種別
４か月児健診

１歳児健診

１歳６か月児健診

３歳児健診

　　　　対象

平成30年12月生まれ
平成30年４月生まれ
平成29年９月生まれ
平成27年９月生まれ

　 実施日
４月23日㈫
４月17日㈬
４月24日㈬
４月12日㈮

　　 受付時間
12：20～ 12：40
12：10～ 12：30
12：20～ 12：40
11：50～ 12：20

乳
幼
児

健
康
診
査

場所／健康センター

持ち物／□母子健康手帳　

　　　　□バスタオル　

　　　　□健康診査問診票

　　　　□尿(３歳児のみ)

○○○○

持ち物

場所／時間

※集団検診・婦人科検診について、詳しくは３月中旬に保健協力員が配布した子宮頸がん・乳がん検診のお知らせまたは４月中旬

に配布される健康カレンダーをご覧ください。

対象／妊娠中、子育て中の方など

場所／健康センター

日時／４月18日㈭
＜要予約＞※前日締切。

す
く
す
く
広
場

①10：00～11：30　体重測定、育児相談など
②10：30～11：00　親子遊び
③11：00～11：30　離乳食のお話と試食　    
※お好きな時間においでください。

持ち物／

□母子健康手帳　□筆記用具

□バスタオル

□小皿、スプーン

（離乳食を試食する方）

母
乳
ケ
ア

対象／母乳育児を希望する方　場所／健康センター

料金／ 1回500円
日時／４月９日㈫・４月22日㈪ ＜要予約＞※各日・前日締切。
①10：00　②11：00　③13：00  ④14：00 

持ち物／

□母子健康手帳

□フェイスタオル３枚
(使用済のタオルを入れる袋もご用意ください)

有料広告

[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

時　間場　所 申込先

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。

４月11日㈭

４月３日㈬

４月17日㈬

４月６日㈯ 

４月９日㈫

４月２日㈫

平賀在宅介護支援センター
☎44-6116

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877

在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182

特別養護老人ホーム緑青園

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホームさわやか園

尾上地域福祉センター

碇ヶ関地域福祉センター

14：00～ 15：30

10：00～ 11：30

13：00～ 15：00

10：30～ 12：00

13：30～ 15：00

Let’sチャレンジ!

いっち

にー

時　間場　所 申込先

体力アップ運動教室

実　施　日

４月9日㈫　 4月16日㈫
４月23日㈫　

４月10日㈬　４月17日㈬
４月24日㈬

14：00～ 15：00

14：00～ 15：00

平賀体育館

B＆G尾上体育館

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした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。

高齢介護課　高齢福祉係

☎ 44-1111

■対象／ 65歳以上の方

４月25日㈭

４月10日㈬
４月24日㈬

４月20日㈯ 

４月23日㈫

４月16日㈫

●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、家族会を開催しております。

日時・内容

４月９日㈫　10：00～ 12：00　／総会準備
４月16日㈫　10：00～ 12：00　／総会
場所　健康センター相談室③

※定例会は毎月第２火曜日に開催予定です。

※日程・場所など変更の可能性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

●３月は自殺対策強化月間です
　ここ２週間、体重が３kｇ以上減った、気分が落ち込んでな
かなか回復しない、いつも同じ時間に目が覚めてしまうなどあ

りませんか？

　誰かに相談できていますか？一人で悩まず、困りごと相談や

傾聴サロンなどを利用しましょう。

問合せ　子育て健康課　健康推進係

相談・サロン・その他

●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　４月10日㈬　13：00～ 15：00　※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

●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　４月17日㈬、５月15日㈬　18：00～ 19：20
　　　※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

有料広告

⑳　広報ひらかわ　2019-３ 2019-３　広報ひらかわ　㉑



健康ひろば

[問合せ]　子育て健康課　健康推進係検診のおしらせ

集団検診　＜検診項目＞

・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

※検診の内容により対象者が異なります。

婦人科検診　＜検診項目＞
・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）
※平成32年3月31日までに20歳、40歳
になる方も対象です。

・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。

個

　別

○平成30年度に子宮頸がん・乳がん検診を受診していない方へ

＜証明書の発行について＞

　随時受け付けしています。ただし、証明書の有効期

限は発行の月を含め３ヶ月間ですのでご注意くださ

い。また、入手方法についてはお問い合わせください。

実施日　／　場所 受　付　時　間 持ち物

□健康保険証　　□受診票

□特定または後期高齢者健診受診券

※お申し込みは各検診の10日前までにお願いします。

４月21日 ㈰　葛川支所

４月25日 ㈭　健康センター
６：45～８：00
医師診察時間 ７：00～

　市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回無料で受診できます。その

ため、平成30年度に受診されていない方は、平成31年度に受診する
ことができます。集団検診では証明書が不要ですが、個別検診を受けら

れる方は「平川市がん検診受診対象者証明書」が必要となります。

検診期間　平成32年３月31日㈫まで

母子のおしらせ
[問合せ]　子育て世代包括支援センター（子育て健康課内）　▷母子保健係、子育て世代包括支援係

※母子健康手帳の交付は、これまで各総合支所でも行っておりましたが、4月1日より健康センターのみとなります。
※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、助産師による面談を行っています。・
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

・
妊
婦
窓
口
相
談

健康センター／８：15～ 17：00
　

□妊娠届出書(医療機関から発行)　□妊婦連絡票(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)

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

　妊娠期から子育て期まで、子育て世代の身近な相談窓口として、子どもを産み育
てることを楽しいと実感できるようお手伝いします。

子育て世代包括
支援センター

●持ち物の□はチェックボックスとしてご活用ください。　例　□バスタオル　□母子健康手帳

※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。

　　  種別
４か月児健診

１歳児健診

１歳６か月児健診

３歳児健診

　　　　対象

平成30年12月生まれ
平成30年４月生まれ
平成29年９月生まれ
平成27年９月生まれ

　 実施日
４月23日㈫
４月17日㈬
４月24日㈬
４月12日㈮

　　 受付時間
12：20～ 12：40
12：10～ 12：30
12：20～ 12：40
11：50～ 12：20

乳
幼
児

健
康
診
査

場所／健康センター

持ち物／□母子健康手帳　

　　　　□バスタオル　

　　　　□健康診査問診票

　　　　□尿(３歳児のみ)

○○○○

持ち物

場所／時間

※集団検診・婦人科検診について、詳しくは３月中旬に保健協力員が配布した子宮頸がん・乳がん検診のお知らせまたは４月中旬

に配布される健康カレンダーをご覧ください。

対象／妊娠中、子育て中の方など

場所／健康センター

日時／４月18日㈭
＜要予約＞※前日締切。

す
く
す
く
広
場

①10：00～11：30　体重測定、育児相談など
②10：30～11：00　親子遊び
③11：00～11：30　離乳食のお話と試食　    
※お好きな時間においでください。

持ち物／

□母子健康手帳　□筆記用具

□バスタオル

□小皿、スプーン

（離乳食を試食する方）

母
乳
ケ
ア

対象／母乳育児を希望する方　場所／健康センター

料金／ 1回500円
日時／４月９日㈫・４月22日㈪ ＜要予約＞※各日・前日締切。
①10：00　②11：00　③13：00  ④14：00 

持ち物／

□母子健康手帳

□フェイスタオル３枚
(使用済のタオルを入れる袋もご用意ください)

有料広告

[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

時　間場　所 申込先

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。

４月11日㈭

４月３日㈬

４月17日㈬

４月６日㈯ 

４月９日㈫

４月２日㈫

平賀在宅介護支援センター
☎44-6116

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877

在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182

特別養護老人ホーム緑青園

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホームさわやか園

尾上地域福祉センター

碇ヶ関地域福祉センター

14：00～ 15：30

10：00～ 11：30

13：00～ 15：00

10：30～ 12：00

13：30～ 15：00

Let’sチャレンジ!

いっち

にー

時　間場　所 申込先

体力アップ運動教室

実　施　日

４月9日㈫　 4月16日㈫
４月23日㈫　

４月10日㈬　４月17日㈬
４月24日㈬

14：00～ 15：00

14：00～ 15：00

平賀体育館

B＆G尾上体育館

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした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。

高齢介護課　高齢福祉係

☎ 44-1111

■対象／ 65歳以上の方

４月25日㈭

４月10日㈬
４月24日㈬

４月20日㈯ 

４月23日㈫

４月16日㈫

●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、家族会を開催しております。

日時・内容

４月９日㈫　10：00～ 12：00　／総会準備
４月16日㈫　10：00～ 12：00　／総会
場所　健康センター相談室③

※定例会は毎月第２火曜日に開催予定です。

※日程・場所など変更の可能性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

●３月は自殺対策強化月間です
　ここ２週間、体重が３kｇ以上減った、気分が落ち込んでな
かなか回復しない、いつも同じ時間に目が覚めてしまうなどあ

りませんか？

　誰かに相談できていますか？一人で悩まず、困りごと相談や

傾聴サロンなどを利用しましょう。

問合せ　子育て健康課　健康推進係

相談・サロン・その他

●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　４月10日㈬　13：00～ 15：00　※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

●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　４月17日㈬、５月15日㈬　18：00～ 19：20
　　　※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

有料広告

⑳　広報ひらかわ　2019-３ 2019-３　広報ひらかわ　㉑



戸籍だより ２月中届出分　※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望された方のみ掲載しています。

◇
夜
間
窓
口
／
３
月
22
日
㈮

　17
時
〜
19
時

◇
休
日
窓
口
／
３
月
24
日
㈰

　８
時
30
分
〜
17
時

　

税
務
課

　収
納
係

　本
庁
舎
２
階

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

石郷 内　田　ハ　ナ　95

柏木町 須　　　るえ子　48 

柏木町 三　浦　　　禮　77

小和森 工　藤　ち　ゑ　84

大光寺 小山内　サ　ダ　86

大光寺 奈良岡　敏　子　56

館山 今　井　トシヱ　92

苗生松 葛　西　良　一　64

松崎 原　子　幸　春　66

本町 稲　川　ナツ子　66

本町 齋　藤　義　昭　67

本町 澤　田　篤　行　73

本町 船　水　ヨシエ　87

広船 中　嶋　ト　モ　79

尾崎 石　山　サ　チ　90

尾崎 齋　藤　實　子　80

尾崎 八木橋　勝　則　60

町居 奈　良　テ　イ　91

町居 長谷川　武　士　91
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お悔やみ申し上げます
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工　藤　雅　生

葛　西　康　人

木　田　晴　大

齊　藤　寛　弥

福　士　和　利

木　村　祥　司

松　谷　雄　太
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きょうすけ

２月末現在の人口と世帯数※（ ）は前月比。

　■人口…31,397人（－36）
　■男性…14,675人　　■女性…16,722人
　■世帯数…11,962世帯（－４）
　■転入…36人　■転出…39人

２月の交通事故件数

　■交通事故…５件（負傷者 ６人、死者 ０人）

２月の出動件数

　■火災出動…０件　　■救急出動…63件
　■救助出動…１件　　■その他…22件

　北海道北見市で収穫されたじゃがいも（スノーマーチ）

1,800kgと玉ねぎ360kgがきたみらい農協から寄贈されました。

贈られた野菜は市内の小学校に届けられた後、児童の家庭に配ら

れるほか、カレーなどとして給食で提供されます。

３月１日きたみらい農協（大坪弘則代表理事専務）

寄附をいただきました

有料広告 有料広告
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 「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。

HAPPY　BIRTHDAY!
３月で１歳になる

我が家のアイドル

so C
UTE!

くどう

工藤　
まなと

愛斗 くん
H30年３月 11日（広船）
我が家のめごこ、これか
らの成長が楽しみです

おの

小野　
よしき

陽葵 くん
H30年３月 16日（大光寺）
心も体もビックな男にな
りますように♪

おの

尾野　
　

樹 くん
H30年３月23日（新屋町）
毎日甘えん坊＆泣き虫で
す！！

上林　
　りゅうが

　龍凱  くん
H30年３月26日（新屋）
我が家の末っ子♡
一歳おめでとう♡

なかじま

中嶋   
れんと

蓮斗 くん
H30年３月 26日（尾崎）
ぷんとこお腹を減らし、
スリムな蓮斗に！笑

きむら

木村　
けんと

健翔 くん
H30年３月 31日（本町）
ニコニコ笑顔で元気いっ
ぱい☆おめでとう！

そとかわ

外川 　
れいか

玲花 ちゃん
H30年３月３日（広船）
祝1歳☆ねぇね達に負け
ず大きくなってね♡

いまい

今井　
　るり　

瑠璃  ちゃん
H30年３月７日（松崎）
瑠璃はパパとママの宝物
♡1歳おめでとう！

ふじた

藤田　
くるみ

來桃 ちゃん
H30年３月８日（南田中）
我が家の食いしん坊♡
1歳おめでとう♡

たかくら

高倉 　
すず

珠寿 ちゃん
H30年３月 19日（中佐渡）
いつも笑顔と癒しをあり
がとう！

やまざき

山崎 　
りほ

莉穂 ちゃん
H30年３月20日（原田）
いつもニコニコりぽぺ
ん、すくすく育て☆

ありま

有馬　
みはる

愛遥 ちゃん
H30年３月29日（新館）
１歳おめでとう！！元気
に育ってね～☆

あいざわ

相澤 　
　さえ　

采依  ちゃん
H30年３月29日（大光寺）
わがままな采依ちゃん、
元気に大きくなあれ

たつき かみばやし
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戸籍だより ２月中届出分　※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望された方のみ掲載しています。
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今月の表紙
Cover of this month

　今、いちごの収穫が最盛期を迎えています。
県内で唯一「よつぼし」の生産をしている松
田さんのハウスにお邪魔しました。ハウスに
は無数のいちごが赤々と色づいており、試食
させていただいたいちごはとても甘いもので
した。味はもちろん、パッケージにも凝った
松田さん家のいちご。県内の百貨店などで購
入できます。今後は収穫量を増やし、県外に
も出荷していきたいと意気込んでいました。
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QRコード

と、もう１まい

こちらのQRコードから、平川
市だけの記事をまとめたページ
をご覧いただけます。是非ご利
用ください。

Twitter ツイッター Facebook フェイスブック

Instagramインスタグラム

わが街事典

マチイロ

平川市の話題は広報紙だけじゃない！

市内の旬な情報をリアルタイムで！

マイ広報紙

アカウント名  ＠promo_Hirakawa

アカウント名  ＠nostalgic.city.hirakawa

アカウント名  ＠nostalgic.city.hirakawa

[ 問合せ ] 総務課　広報広聴係　☎44- 1111（内線 1353）

＼市公式SNSはもうご覧になっていますか？／

＼スマートフォンアプリやパソコンで手軽に広報紙が読める！／

配信日にプッシュ通知が届くため見逃すこともありません。また、「子
育て」「イベント」など興味のある分野ごとにホームページの最新情
報をチェックすることができます。

行政情報など生活に役立つ情報を盛り
込んだ「平川市暮らしの便利帳」、子
育ての基礎知識など父親がイクメンに
なるためのガイド「平川市父子手帳」
も閲覧することができます。

アプリのダウンロードが不要なため、パソコン
でも利用できます！

　広報広聴係では、市の知名度向上・魅力発信の為、日々
プロモーション活動を行っています。SNSで
は、より旬な情報や楽しい話題を随時発信
していますので、SNSをご利用の方は、
是非ごらんください。
　担当の励みにもなりますので、フォ
ロー、いいね！、シェアをよろしく
お願いいたします。
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