
14 15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.６.１５

 

 

 

 

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

の小さい自動車の税率を軽減し、新
車新規登録から一定年数を経過した
環境負荷の大きい自動車は税率を重
くする制度で、平成 14年度から実
施されています。対象自動車や軽減
率など、詳しくは問い合わせを。
■問問中南地域県民局県税部納税管理課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、自動車税の納付について…
内線231、333、自動車税のグリー
ン化について…内線231）

半（正午～午後１時を除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専用ダイヤル…☎
青森017・774・6488
■問問青森財務事務所（☎青森 017・
722・1463）

すてきな出会いを
サポートします！
～独身農業者縁結び事業～

　会員同士のお見合い、婚活サポー
ター制度、会員限定交流会で、結婚
活動を支援します。
【会員募集】
▽対象　真剣に結婚を望む 20歳以
上で、次の項目に該当する独身者
①弘前市に居住する農業者
②結婚後市内に住める人、住みたい
人
※②に該当する人同士のお見合いは
しません。
【婚活サポーター募集】
　一緒に結婚活動を支援しません
か。結婚を望む独身男女の相談や、
お見合いの仲介などをボランティア
で行う“おせっかい屋さん”です。
▽対象　明るく元気で、やる気のあ
る 20歳以上の人。ただし、応募多
数の場合は、選考により決定します。
■問問 農業委員会事務局（☎ 40・
7104、 ■ＥＥ nougyou@city.
hirosaki.lg.jp）

印紙税法改正について

　平成 26年４月１日から「印紙税
法」が改正されています。
①「領収書」などの非課税範囲が
３万円未満から５万円未満に拡大さ
れました。
②「不動産譲渡契約書」および「建
設工事請負契約書」の軽減措置が延
長されるとともに、適用範囲・軽減
額が拡充されました。
※詳しくは、国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）をご覧
ください。
■問問弘前税務署（☎ 32・0331、自
動音声案内２）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦で父な

どを亡くした遺児を対象に、父など
の戦没した旧戦域を訪れて慰霊追悼
を行うとともに、現地の人との友好
親善を深めることを目的に、「戦没
者遺児による慰霊友好親善事業」を
実施しており、参加者を募集してい
ます。詳しい日程や訪問地、申し込
み方法については問い合わせを。
■問問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

自動車税に関するお知らせ

【自動車税の納付はお早めに】
　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は６月 30日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納付を。
▽納税義務者　県内に主たる定置場
がある自動車の 4月１日現在にお
ける自動車登録上の所有者（割賦販
売などで自動車販売店が所有権を留
保している場合は、自動車の使用者）
▽納付場所　全国の主なコンビニエ
ンスストア、県内の銀行・信用金庫・
農協などの本支店、東北地方の郵便
局（納期限を過ぎると、コンビニエ
ンスストアで納付できない場合があ
ります）
※口座振替を利用している人は、
納期限の日が振替日です。また、
インターネット上の専用サイト
「Yahoo! 公金支払い」から、納税
通知書に記載されている「納付番号」
「確認番号」やクレジットカードの
番号などを入力して手続きをするこ
とで、クレジットカードで自動車税
を納付できます（手数料は324円）。
▽その他　納税通知書には、納めた
後の納税証明書が添付されており、
自動車の継続検査（車検）の際に使
用できますので、大切に保管してく
ださい。また、東日本大震災により
滅失または損壊した自動車の代替取
得自動車については、自動車取得税・
自動車税が非課税となる場合があり
ます。
※詳細や不明な点、納税通知書が届
かない場合などについては問い合わ
せを。
【自動車税のグリーン化】
　「自動車税のグリーン化」は、地
球環境を保護する観点から、排出ガ
スおよび燃費性能の優れた環境負荷

新規高卒予定者を対象とした
求人の早期申し込みを
　弘前公共職業安定所（南富田町）
では、平成 27年３月に高等学校を
卒業する生徒を対象とした求人の申
し込み受け付けを６月 20日から開
始します。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職の促進と、各企業における優秀な
人材の確保に向け、求人の早期申し
込みをお願いします。
■問問弘前公共職業安定所求人企画部門
（☎38・8609、内線 31#）

ベビーレッスン

▽とき　７月 20 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　弘前市民で開催日現在妊
娠16週～ 31週（５か月～８か月）
の人とその家族＝各５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽その他　駐車場はヒロロ駐車場
（３時間無料）または、おおまち共
同パーク（２時間無料）をご利用く
ださい .
■問問７月１日～ 16日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

身体障害者巡回診査

　身体障がい者の手帳交付や再認定
を受けようとする人などの診査と更
生相談を行います。料金は無料です。
該当する人は受診するようお願いし
ます。なお、当日の診査のみでは判
定できない場合もあります。
▽とき　７月７日（月）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付また
は再認定を受けようとする人／補装

具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問問福祉政策課障がい福祉係（市役所
１階、☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる
医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

第１回HIROSAKI
ビジネスアイディアコンテスト
　市内で新たな事業に取り組む人を
支援するため、ビジネスプランを募
集します。起業を考えている人、ア
イデアを提供できる人は奮ってお申
し込みください。
▽応募資格　独創性のあるアイデ
アを持つ個人・団体、学生（18～
50歳）で、主催者が定めるヒアリ
ング、ブラッシュアップ研修および
プレゼンテーションに参加できる人
▽募集締め切り　７月22日（必着）
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問問弘前商工会議所青年部事務局
（〒036・8567、上鞘師町18の１、
☎ 33・4111、 ■ＨＨ http://www.
h-yeg.com/idea/）

平成26年度
津軽ひろさき検定
　「津軽ひろさき歴史文化観光検定」
第８回初級（おべさま検定）試験が
実施されます。年齢、国籍などを問
わず誰でも受けられますので、みん
なでチャレンジしてみませんか。
▽とき　９月23日（火・祝）　
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　弘前会場＝弘前市立観光
館（下白銀町）、東京会場＝大橋会
館（東京都目黒区）
▽受験料　一般＝ 3,000 円、高校
生以下＝ 1,500 円／既合格者…一
般＝2,000円、高校生以下＝1,000
円

▽申し込み方法　７月 25日～８月
24日までに、弘前観光コンベンショ
ン協会などにお申し込みください。
詳しくは問い合わせを。
■問問津軽ひろさき検定実行委員会（弘
前観光コンベンション協会内、☎
35・3131）
※第７回中級（おべ博士検定）試験
を 11月 30日に、第５回上級（お
べ仙人検定）試験を平成 27年３月
８日に実施予定。

市長車座ミーティング
日程変更のお知らせ
　本誌などを通して募集している市
長車座ミーティングの日程が一部変
更になりましたので、お知らせしま
す。
　市政について、市長と市民がざっ
くばらんに話ができる絶好の機会で
す！奮ってお申し込みください。
▽とき　第５回＝９月８日（９月４
日から変更）
※時間は午後２時～３時。
■問問広聴広報課（〒036・8551、上
白銀町１の１、☎ 35・1194、■ＦＦ
35・0080）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「刺しゅ
うの会」の会員を募集します。初心
者・経験者は問いません。まずは見
学においでください。
▽活動日　第２・４木曜日の午前
10時～午後３時
▽ところ　弘前文化センター２階第
３和室
▽内容　フランス刺しゅう
▽講師　小山内倭子（しずこ）さん
▽募集人員　若干名
▽会費　月額750円
■問問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■ＦＦ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

多重債務相談窓口

　借金などでお困りの人は、気軽に
ご相談ください。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　月～金曜日（祝日・年末年
始を除く）の午前８時半～午後４時

■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

 

休日在宅当番

▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前10時～午後４時

※６月 22日の歯科当番は鳴海デン
タルクリニックから野村歯科医院
（西川岸町、☎32・8695）へ変更に
なります。
◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎ 32・3999）へお問い合わせく
ださい。

外　科
7/6 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
13 菊池医院（富田町） ☎39・1234
20 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
21 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
27 西弘前クリニック（中

野１）
☎32・4121

耳鼻咽喉科・眼科
7
 ／13

成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

27 一條耳鼻咽喉科クリニ
ック（駅前３）

☎39・6222

歯　科
7/6 鳴海デンタルクリニッ

ク（城東中央３）
☎26・2301

13 ほくおう・歯科医院（北
横町）

☎33・4618

20 大町歯科医院（大町３）☎31・7275
21 城西歯科クリニック（五

十石町）
☎33・6680

27 さくらデンタルクリニ
ック（城東北３）

☎26・1188

内　科
7/6 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

13 さがらクリニック（桔梗
野1）

☎37・2070

20 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377


