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物産・特産品

　豊かな自然の恵みあふれる物産・特産品です。素朴な中にも伝統がいきづく品々は、丹精込めた逸品です。素材の良さ
が、ギュッと詰まった味からは、ふるさとの優しい想い出があふれてきます。
　４月に誕生した物産協会では、選りすぐりの名産が顔を揃えている「平川市特産品セット」も扱っています。
■平川市物産協会■
住所：柏木町藤山 27-2　　電話：0172-44-3055　　FAX：0172-44-3056
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　サンフジ・金星・王林詰合せ
生産者の目で納得したりんごをお届けします。３種
類の異なる味わいをお楽しみください。
◆広船アップルクラブ◆広船福田 141-4
◆℡443088／℻445624

　津軽塗
津軽の人々に流れる素朴さやおもいやりがあふれる
津軽塗。箸、茶托などにその想いが伝わります。
◆こまや漆器◆日沼高田 174-1
◆℡574771／℻574822

　手作り味噌
国内産大豆・県内産米を 100％使用し、昔ながらの
手作りにこだわっています。自然の味をそのまま活
かし、現代の嗜好に合わせ、味噌本来の自然な風味・
栄養ともに豊かな味噌です。
◆工藤糀や◆唐竹堀合 115-14◆℡・℻442071

　リンゴカレー・焼きりんご・
　すこやか果実
りんごカレー・焼きりんご・すこやか果実等、青森
県産にこだわった商品です。
◆㈱木村食品工業◆李平上安原 2-19
◆℡572731／℻572641

　にとりん
健康に良いと言われるにんじん・トマト・りんごを
ミックスしたヘルシーなジュースです。
◆津軽田園開発リース㈲◆館山板橋 14
◆℡・℻442215

　うす紅の彩り
青森県産のりんご「紅玉」だけを使って輪切りにし、
独自の方法で乾燥させた生のりんごの色、味をその
まま届けるお菓子です。
◆小田桐製菓工業㈱◆日沼高田 30-11
◆℡575611／℻575622

　りんごドレッシング（ノンオイル）
おろしりんごがたっぷり入ったドレッシング。サラ
ダはもちろん冷たい肉料理にかけると一段と味を引
き立たせます。
◆カネショウ㈱◆日沼高田 30-12◆℡572121

　純米酒ひらか
津軽の米は、肥沃な土壌と清らかな水から生まれる
宝物です。その米の中でも、甘味のある「つがるお
とめ」を使用した純米酒は格別です。1.8ｌサイズと、
720ｍｌサイズの 2種類あります。
◆カサイ食品センター◆本町北柳田 12-1
◆℡442666／℻442668

　隈笹の茶
ノンカフェインが嬉しい隈笹の茶。美容と健康に最
適です。青森県八甲田山麓に自生するくま笹は、半
年以上雪の重みに耐えながら、たっぷりと自然の恵
みを受け豊かに育ちます。
◆カサイ食品センター◆本町北柳田 12-1
◆℡442666／℻442668

　ひらか しその恵み
美容と健康に優れたしそをジュースにしました。冷
やしてそのままでも、焼酎、日本酒等に混ぜてカク
テル風にもお楽しみいただけます。
◆新屋よつば会◆新屋栄館 2◆℡・℻442297

　湯あがり
第 9 回 ( 平成 7 年）ニッポン全国村おこし展で、中
小企業長官賞受賞。無農薬野菜のシソの葉ジュース
に梅果汁を混ぜ、三温糖で甘味をつけた無添加健康
飲料です。
◆道の駅碇ヶ関「関の庄」◆碇ヶ関碇石 13-1
◆℡495020

　マルメロ羊羹「あどはだり」
秋に黄色く熟したマルメロは独特の香りをはなち、
芳香剤としても利用されていました。マルメロは生
食にはむきませんが、ジャムに加工し、寒天でかた
めたものと、あんこを混ぜあわせたものと２種類の
羊羹は、あとを引くおいしさで、次々と食べたくな
ります。「あどはだり」とは、津軽弁で、「あとをひく」
という意味です。　◆道の駅碇ヶ関「関の庄」
◆碇ヶ関碇石 13-1◆℡495020

　自然薯そば
日本原産で、粘りの強さが特徴的。自然薯は、古来
より滋養強壮で知られています。自然薯をつなぎに
使った国産そば粉 100% のおそばです。他に皮に自
然薯を使い、具に行者にんにくを使った「自然薯ま
たぎ餃子」、自然薯を中に練り込んだ自然薯ラーメン
もあります。　◆道の駅碇ヶ関「関の庄」
◆碇ヶ関碇石 13-1◆℡495020

　りんごバーモンドしょうゆ
本醸造しょうゆをベースにりんご酢、りんご果汁、
ハチミツを加え熟成させた塩分ひかえめのしょうゆ
です。
◆カネショウ㈱◆日沼高田 30-12◆℡572121

　桶造りりんご酢
りんごをすりおろして発酵し更に木樽にて長期熟成
させ、りんごの成分を凝縮したコクや風味のある、
こだわりのりんご酢です。
◆カネショウ㈱◆日沼高田 30-12◆℡572121

　ハチミツ入りりんご酢
桶造りりんご酢にハチミツを加えたアルカリ飲料で
す。水・牛乳などお好みにミックスしてお飲みいた
だけます。
◆カネショウ㈱◆日沼高田 30-12◆℡572121

　りんごっ子
りんご果実入りの黄身餡をパイで包みました。

　れんこん万頭
れんこん入り味噌あんを包んで焼き上げた焼菓子で
す。

　発芽玄米チョコ
発芽玄米のチョコを俵型のお米の皮で包みました。
農家蔵のイメージ菓子です。
◆古川菓子舗◆尾上栄松 24-1◆℡・℻572206
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▲ひらかドーム
　平成 15年 10月完成。克雪型の屋内運動場「ひらかドーム」
を中心とし、屋内温水プール、テニスコート等を配置していま
す。地域住民の健康増進と交流の促進、生涯スポーツ活動の拠
点となっています。

▲ゆうえい館
　碇ヶ関地域にある温水プールで、年間を通して楽しむことが
できます。幼児用プール、アメニティプール、トレーニングルー
ム等も整備されており、25m×８コースは、日本水泳連盟公
認プールで､ 公式競技大会なども開催されます｡

▲おのえスポーツセンター
　総合的なスポーツ・レクリエーション施設です。野球場やテ
ニスコート、イベント広場、体育館、プール、武道館がありま
す。また、クラブハウスや小公園など、憩いの場が整備されて
います。

　子ども達の夢の実現のために、楽しく明るい教育環境の整備
に努めています。

　市内全小中学校に学校給食が提供できました。望ましい食習
慣形成を促進するために、給食指導・栄養指導を行っています。

ひと・地域・産業がきらめくまちをめざして施策概要

教育・文化

　歴史や文化、生活を大切にし、郷土への愛着と誇りをもった「いきいきときらめく」ひとづくりを目指しています。

　平成 18年尾上中学校校舎完成。
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▲文化センター
　平成 6年 4月オープンから、文化ホールをはじめ、市民図
書館、郷土資料館、中央公民館を配置している施設です。

▲文化ホール

▲平賀図書館（文化センター内）
　市内には平賀図書館のほか尾上図書館（総合学習センター内）
もあり、親しみやすく、子どもにも楽しい図書館です。

▲お話会

▲郷土資料館（文化センター内）
　市の歴史や、りんご産業の歴史・資料及び文化財を理解しや
すく展示しています。

展示されている獅子踊▶

▲文化発表
　いつでも学習や文化・スポーツ活動が出来るような環境を提
供します。

▲柏木町荒馬踊（かしわぎまちあらまおどり）【市指定文化財】
　「田楽」の流れを汲む儀礼的芸能で「サナブリ」「虫送り」が
芸能化されたもの。山の神信仰と関わり、豊作を祈願するもの
となっています。

▲久吉駒踊（ひさよしこまおどり）【市指定文化財】
　太刀振（なぎなた）を先頭に、駒踊、ささら踊、などが曲に
合わせて踊られ、それぞれの踊りには独特な動作が取り入れら
れており、久吉地区の全戸が参加して行なわれる芸能行事と
なっています。
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ひと・地域・産業がきらめくまちをめざして施策概要

参加・協働

行　政

administration

ともに考えよう

person

▲左：秋元俊一収入役　　中央：外川三千雄市長
　右：小野幸滿副市長
　よりよい行政サービスを提供するために、市民協働の推進、
民間活力の導入、行政の高度情報化、定員管理の適正化など
に積極的に取組み、効率的・効果的な行政システムを構築す
る必要があります。
　多様化、複雑化する市民のニーズに対応するために、健全
な財政運営を行い行政評価の導入などにより計画的で効果的
な施策を推進します。

▲外川市長から、審議会へ諮問されました。（H17.2.28）
　市民協働で、まちづくりを推進するため、市総合計画審議
会委員は、公募した市民の積極的な参加により、長期総合プ
ラン基本構想素案について平成 19年 4月 25 日市長に答申
を行ないました。策定したことで終わることなく、今後の進
捗状況についても施策評価を実施し、進行管理の公表などを
要望されています。6月議会において基本構想が承認されて
います。
　市民・事業者・行政と、3者の役割を明確にして市民参加、
協働を主体としている点が意義深いものであります。

▲男女共同参画フォーラム（パネルディスカッション）
　「互いに認め、支えあう、男女 ( ひと ) がきらめく平川市」
を基本理念とし、平成 19年３月「男女共同参画推進プラン」
が策定されました。
　男性と女性が互いの人権を尊重し、自分らしさを発揮しな
がら生活面や、精神的、経済的に自立することを基礎として
います。世代や性別を越えた「支えあい」の中で男性と女性
が、対等なパートナーである社会を目指します。

▲本庁舎

▲碇ヶ関総合支所

▲尾上分庁舎
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議　会

prefectual

分かり合える交流

exchange

　市民を代表する 24名の議員によって構成されている市議会は、年４回の定例会と、必要に応じて開
かれる臨時議会において、条例の制定・改廃、予算の審議など、広範囲にわたり審議されている重要な
機関です。さらには市民からの請願書や陳情など、意見や要望などを市政に反映させています。
　専門的分野から議案を審議するために、総務企画常任委員会・建設経済常任委員会・教育民生常任委
員会の３つの常任委員会と、議会を円滑に進めるための議会運営委員会及び、広報特別委員会が設置さ
れています。広報特別委員会では、定期的に「市議会だより」を発行し、議会活動を紹介し、わかりや
すく、親しみやすい議会を目指しています。

　まちづくりを進めていくためには、合併によって広域化した市内の地域間の交流を
深める必要があります。また、国内外の異文化、歴史に触れることにより、郷土への
愛着心を育み、魅力ある元気なまちづくりを目指します。

◀碇ヶ関中学校にて書道での交流
　アメリカ合衆国メーン州カムデン・ロック
ポートミドルスクール（中学校）との交流を
行なっています。

第２回老人クラブ・軽スポーツ大会▶
　軽スポーツ大会で、地域間の交流を
深めます。
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ひと・地域・産業がきらめくまちをめざして施策概要

保健・医療・福祉

　保健・医療・福祉の連携を強化し、乳幼児から高齢者のすべての人たちが、住み慣れた地域で生きがいをもって、健やかに安心して生
活できるような環境づくりを推進しています。

▲健康センター（平成 11年４月開設）
　各種検診予防接種、健康相談等を行っている健康推進課、介護支援センター、福祉事務所、包括支援センター、社会福祉協議会が
業務を行なっています。

　各種健康診断の積極的な受診
を奨励し、早期発見・予防に努
めています。

　1歳児検診では、歯ブラシ
の指導を、歯科衛生師が丁寧
にアドバイスします。

平川診療所▶
　市街地にある平川診療所と
東部地区にある葛川診療所の
２ヶ所の診療所が地域医療を
支えています。
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　毎月１回子育て広場を開催し、妊娠中の方とその家族や、育児中の家族同士の交流、情報交換の場所を提供し、子育てしやすい環
境づくりを行なっています。離乳食教室では、栄養指導と、調理実習を行います。気軽に、どんなことでも相談できる頼もしい存在
です。

▲離乳食講習会

▲離乳食教室

　こどもから、おとしよりまで、笑顔で過ごせる住みよいま
ちを目指しています

▲子育て広場での交流


