
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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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！
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… 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
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健康センター／福祉課、子育て健康課
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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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