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その散布状況を調査します。
※詳しくは問い合せを。
■問問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）　

下水道事業受益者負担金の
納付について
　６月１日付で、本年度の下水道事
業受益者負担金納入通知書を発送し
ます。下水道事業を進める上で、貴
重な財源となりますので、各納期限
までに必ず納付してください。
▽納付場所　農協を含む市内金融機
関（ゆうちょ銀行を除く）、岩木・
相馬総合支所、各出張所、上下水道
部（茂森町）
※会計課では納付できませんので、
青森銀行弘前市役所出張所をご利用
ください。
【口座振替について】
　「ゆうちょ銀行」を含む、市内金
融機関や農協を利用できます。預貯
金通帳と通帳の届け出印を持参し、
各金融機関および上下水道部窓口に
備え付けの「口座振替依頼及び自動
払込利用申込書」に記入の上、申し
込んでください。
　不明な点などは問い合わせを。
■問問上下水道部営業課収納係（☎
36・8103）

市有地の売払い

　市有地を先着順で売払いします。
希望する人は財産管理課で配布、ま
たは市ホームページに掲載している
募集案内を参照の上、申し込みを。
▽売払地
①桔梗野１丁目 19 番 11 ／面積
＝ 655.35 ㎡／価格＝ 1,282 万
8,000 円
②独狐字松ヶ沢 20番 13／面積＝
749.59㎡／価格＝ 497 万 9,000
円
▽受け付け開始　６月 12日、午前
９時～
■問問財産管理課財産係（市役所２階、
窓口201、☎ 35・1120）　

児童手当の現況届
忘れずに提出を
　児童手当を受給している人は、毎
年６月１日における児童の養育状況

▽定員　４人
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申込期間　６月２日～13日
▽申込先　申込書に写真（縦４㎝×
横３㎝）を貼付し、子育て支援課（市
役所１階、窓口106）へ。
※申込書は同課に用意。また、申し
込み多数の場合は抽選。
■問問子育て支援課（☎40・7039）

弘前シードル研究会会員募集

　当会では、平成 25年５月の発足
以来、専門講師を招いての勉強会
や、さまざまな種類のりんごを用い
たシードルの試作実習などを行って
きました。
　シードル用りんご作りに興味のあ
る人、シードルの醸造に興味のある
人を随時募集しています。
▽平成26年度の活動予定　
○シードル勉強会（年10回予定）
○シードルの試作
○シードルの普及・消費拡大
▽参加資格
市内に住所を有するりんご生産者ま
たは市内に主たる事務所を有する組
織・団体
■問問りんご課（市役所新館６階、☎
40・7105）

遺跡の分布調査実施の
お知らせ
　市教育委員会では、遺跡の保護業
務において、公共事業や民間事業に
よる開発への迅速な対応ができるよ
うに、平成 14年度から遺跡の分布
調査を実施しています。
　昨年度からは相馬地区を対象に調
査を開始し、本年度も調査を予定し
ています。
　つきましては、該当区域の地権者
の皆さま並びに近隣にお住まいの皆
さまには、ご理解とご協力をお願い
します。
▽調査区域　相馬地区（相馬・五所・
水木在家・湯口・黒滝の一部）
▽調査期間　６月２日～７月31日
▽調査員　市職員および作業員＝５
名程度
▽調査方法　畑地などの踏査可能な
区域において、徒歩により遺物（土
器・石器など）の表面確認を行い、

ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第４日曜
日です。この日は電話での相談や、
市税などの納付もできます。
※特別な理由がなく、納付および連
絡がない場合は、差し押さえ処分を
執行することもあります。
■問問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

オープンテラスでホッと一息

　弘前市民会館車寄せ棟２階の屋外
通路をオープンテラスとして無料開
放しています（赤と緑のパラソルが
目印）。
　「岩木山を眺めながらコーヒーを」
という設計者前川國男のイメージを
実現したもので、どなたでも自由に
飲食や休憩に利用できるスペースで
す。管理棟２階にある喫茶室からも
出入りでき、喫茶室のメニューのテ
イクアウトもできます。
　初夏のさわやかなひとときを、
オープンテラスでお楽しみくださ
い。
▽開放時間　午前10時～午後６時
※毎月第３月曜日は休み。
■問問弘前市民会館（☎32・3374）

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　６月10日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け、
危険物の製造所や貯蔵所および取扱
所で危険物の取り扱い作業に従事し

ている人は、定められた期限内に保
安講習を受講してください。
▽とき　７月10日（木）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽種別　①給油取扱所関係…給油取
扱所で危険物の取り扱い作業に従事
している人／②一般取扱所関係…①
以外の危険物施設で危険物の取り扱
い作業に従事している人
▽受講期限　
○免状交付日または前回講習日以後
の最初の４月１日から３年以内
○新たに危険物取り扱い作業に従事
することとなった日から１年以内
▽受講料　4,700円
▽受付期間　６月９日～23日
※申請書は消防本部予防課（本町）
で配布しています。
■問問消防本部予防課（☎32・5104）

総合市民相談

 専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　６月 21 日（土）の午前
10時～午後３時（正午～午後１時
を除く）
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　法律、税金、金銭貸借
（消費者金融）、相続・遺言、登記、
離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、
予約は６月 10日から電話で受け付
けます。なお、弁護士との相談以外
は、事前の予約は不要です。当日直
接会場へ。
■問問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

就業支援講習会

　母子家庭の母・父子家庭の父およ
び寡婦で、全日程出席できる人を対
象に開催します。
○調理師試験準備講習会（本年度の
調理師試験を受験する人）
▽とき　７月14日・15日
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）

「まちなかお出かけパス事業」
運賃軽減の拡充のお知らせ
～市内はすべて
　　　　　　100円になります～
　市では、子育て世代の支援と中心
市街地の活性化、公共交通の利用促
進の３つを目的に「まちなかお出か
けパス事業」を実施していましたが、
平成 26年６月１日から、運賃軽減
の仕組みが変わります。
　これまでは、親子で「市郊外～市
中心部」の移動に路線バスや弘南鉄
道大鰐線を利用した際にバスと電車
の運賃軽減を行っていましたが、６
月１日からは、親子で乗降するバス
停または電車の駅が市内であればど
こでも１乗車につき、パスの交付を
受けている保護者が 100 円、小学
生は無料（未就学児はこれまでどお
り無料）となります。
　これまでと比べてより使いやすく
なりますので、まだ申請されていな
い人はこの機会にぜひ申請してくだ
さい。
■問問都市政策課交通政策推進室（市役
所新館５階、☎35・1124）

市民評価アンケートの
出し忘れはありませんか
　市ではアクションプランに基づ
き、市政に対する市民の評価を把握
し、施策の企画・改善などに活用す
るため、現在、市民評価アンケート
を実施しています。
　提出期限は６月２日ですが、アン
ケート用紙が届いた人で、まだ提出
していない人は、記入の上、同封の
返信用封筒で返送してくださるよ
う、ご協力をお願いします。
■問問行政経営課（☎40・7016）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。
▽夜間納税相談　６月 23～ 27日
の午後５時～７時半
▽休日納税相談　６月 22日の午前
９時～午後４時
　納期限までに納付できない事情が

などを記入した「現況届」の提出が
必要です。「現況届」は、６月分以
降の手当の受給資格を確認するため
のもので、該当者（職場での手続き
となる公務員を除く）には、５月下
旬に届出書類を送付しています。
　提出がない場合は、手当を受給で
きなくなりますので、忘れずに提出
してください。なお、届出書類が届
かない場合は問い合わせを。
▽提出期限　６月30日（月）
▽提出先　子育て支援課家庭支援係
（市役所１階、窓口 106）、岩木・
相馬総合支所民生課、各出張所
※６月 28 日・29 日は、子育て支
援課で休日受付を行います。
■問問子育て支援課（☎40・7039）

「無料の健診」を受診
しましょう
▽対象　国民健康保険に加入してい
る 40歳以上の人または後期高齢者
医療制度に加入している人
※長期入院中や施設などに入所中の
人を除く。
▽実施期間　平成 27年３月 15日
まで
▽料金　無料
▽受診回数　実施期間内に１回
▽申し込み・受診方法　希望する医
療機関などに申し込みの上、保険証
と受診券を持参して受診を。
※詳細は、平成 26年度「健康と福
祉ごよみ」の 27～ 31ページをご
覧ください。
■問問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

今月の市税などの納期今月の市税などの納期

納期限　６月 30 日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用く
　 ださい。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。
☆納期限内であればコンビニエンスストア
　でも納付できます。
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