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▽要件　市町村民税が非課税または
均等割のみ課税など
▽対象　０歳～中学３年生
▽返還方法　割賦による 20年以内
の均等払い
※高校や大学へ進学する場合は、返
還の猶予があります。
■問問自動車事故対策機構青森支所（☎
青森017・739・0551）

朝市・産直マップ
平成26年版を配布
　市内の農業団体などが開催してい
る朝市や直売所の開催日時、場所な
どが分かる「朝市・産直マップ」を、
次の場所で無料で差し上げていま
す。部数に限りがありますので、お
早めに。
▽主な配布場所　市役所、岩木庁舎、
相馬庁舎、りんご公園、市立観光館、
市民参画センター、ヒロロスクエア、
市民課城東分室、緑の相談所など
■問問農業政策課農業振興係（☎ 40・
7102）

家屋取り壊しの届け出

　１月１日の時点で存在する家屋に
は、固定資産税や都市計画税（市街
化区域の場合）が課税されています。
　市では随時、家屋の現況把握に努
めていますが、特に未登記家屋の取
り壊しについては、届け出がないと
把握できないことがあり、課税され
る場合があります。
　未登記家屋を取り壊した場合は、
速やかに届け出をお願いします。
　また、災害（風害・雪害・火災など）
により住宅を取り壊した場合、土地
の固定資産税については、住宅用地
の特例措置が引き続き適用になるこ
とがあります。詳しくはお問い合わ
せください。
■問問資産税課家屋係（☎ 40・7029）
／土地係（☎40・7028）

天文台の夏休み期間中の
利用時間の変更と臨時開館
　期間中は休館しませんので、皆さ
んの来館をお待ちしています。
▽変更期間　７月 20日～８月 23
日
▽開館時間　午後１時～10時

■問問星と森のロマントピア天文台（水
木在家字桜井、☎84・2233）

国民健康保険　　　
高齢受給者証の更新
　70歳以上 74 歳未満の国民健康
保険加入者に交付している高齢受給
者証を７月下旬に発送しますので、
届き次第、記載内容などを確認して
ください。間違いがある場合や届か
ない場合は、国保年金課、岩木・相
馬総合支所民生課、または各出張所
に申し出てください。
　新しい受給者証の有効期限は、平
成27年７月 31日です。なお、75
歳に達する人は、後期高齢者医療制
度に移行するため、有効期限が異な
ります。
　有効期限が過ぎた高齢受給証は、
国保年金課、岩木・相馬総合支所民
生課、または各出張所に返還するか、
裁断の上確実に廃棄してください。
■問問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

ひろさき
多子家族応援パスポート
　市では、多子家族の子育てを応援
するため、市の公共施設の使用料な
どが無料になるパスポートを発行し
ています。対象となる人は申請を。
※対象施設など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
▽対象　平成８年４月２日以降に生
まれた子どもが３人以上いる家族の
親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所
１階、窓口105）
▽申請に必要なもの　親子全員分の
健康保険証など
■問問子育て支援課子育て戦略担当（☎ 
40・7038）

伝統工芸品等
活用促進事業費補助金
　市では、伝統工芸品などの活用促
進を図るため、市内の飲食店や宿泊
施設などが購入する食器や装飾品に
市の伝統工芸品を活用する場合、購
入費の一部を補助します。
▽募集期間　随時（予算がなくなり
次第終了）

市民体操祭　　　
参加グループ募集
　体育の日に開催される「弘前市民
体操祭」に参加するグループを募集
します。
▽とき　10月 13日（月）
　　　　午前９時半～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　いろいろな運動や体操、エ
アロビクス、ジャズダンスなどを
行っている４人以上のグループ（年
齢、性別は問いません）
▽発表時間　１グループ＝５～７分
程度
■問問７月 30日までに、弘前体操連盟
（宮地さん、☎兼■ＦＦ 32・2988）へ。

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 17 日～ 19 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　克雪トレーニングセン
ター内…１店舗＝ 5,000 円／エン
トランス広場…１店舗＝１万円
※その他必要に応じて経費がかかる
場合があります。
■問問７月 31日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

自動車事故被害者救済制度

　自動車事故で重度の後遺症が残っ
た人や、亡くなった人の家族を救済
するための制度です。
【介護料支給制度】
▽受給資格　自動車事故により、重
度の後遺障がいが残ったため、常時
または随時の介護を必要とする人
▽支給額　月額２万 9,290 円～
13万 6,880 円
※障がいの程度、介護に要する費用
に応じて支給。
【交通遺児等育成資金貸付制度（無
利子貸付）】
▽貸付金額　一時金 15 万 5,000
円、月々２万円
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▽対象　市内で飲食店、宿泊施設、
理美容院、服飾店、雑貨店、書店な
どを経営する法人または個人
▽対象経費　対象者が店舗などで使
用する市の伝統工芸品など（食器や
装飾品）の購入経費
※市内で製造または販売する事業者
から購入するもので、購入経費が
10万円以上のものに限る。
▽対象工芸品　①津軽塗／②津軽焼
／③下川原焼土人形／④あけび蔓
（づる）細工／⑤こぎん刺し／⑥弘
前こけし・木地玩具／⑦津軽凧（だ
こ）／⑧錦石／⑨津軽打刃物／⑩津
軽竹籠／⑪津軽裂織（さきおり）／
⑫ブナコ
▽補助率　２分の１（上限10万円）
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

ひろさきブランド
販路開拓支援補助金
　市では、中小企業者などが持つ、
独自の技術や製品・工芸品の販路拡
大および新規需要開拓の促進を図る
ため、補助金を交付し、見本市など
へ出展する取り組みを支援します。
▽募集期間　７月 15日から（予算
がなくなり次第終了）
▽対象事業　本年度中に県外で開催
される見本市などへの出展事業（販
売を主な目的とするものは除く）
▽対象　次のいずれかに該当するも
の
①市内に主たる事業所を有する中小
企業者または個人事業主　
②市内に主たる事業所を有する者を
主な構成員とする組合または任意団
体
▽対象経費　旅費、出展料、小間装

飾費、備品借上料、印刷料、運送料、
保険料
▽補助率　２分の１
▽補助限度額　国内の見本市などに
出展する場合…35万円／出展料の
ない国内の見本市などへ出展する場
合…20万円／海外の見本市などへ
出展する場合…70万円
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

相馬ふれあい館
休館のお知らせ
　相馬ふれあい館は改修工事のた
め、８月１日から平成 27年３月末
まで休館します。ご不便をお掛けし
ますがご理解とご協力をお願いしま
す。
■問問 中央公民館相馬館（☎ 84・
2316）

合併処理浄化槽整備補助金
の活用を
　市では、家庭からの生活雑排水に
よる川や海の水質汚濁を防止し、快
適な生活環境を維持するため、補助
制度を設け、合併処理浄化槽の普及・
促進を図っています。ぜひ、補助制
度を活用し、生活環境の維持にご協
力ください。
▽対象　公共下水道や農業集落排水
などの整備計画がない区域で、一軒
家の専用住宅（住宅部分が２分の１
以上の併用住宅および別荘などを含
む）に合併処理浄化槽を設置する人、
または設置される住宅を購入する人
▽対象となる合併処理浄化槽　処理
対象人員が 10人以下で、国庫補助
指針に適合するもの

▽補助限度額　
５人槽…35万 2,000 円
６・７人槽…44万 1,000 円
８～ 10人槽…58万 8,000 円
※実際の設置費用か補助限度額のい
ずれか少ない額
▽申し込み方法　環境管理課（市役
所２階、窓口 252）または環境事
業所（町田字筒井、環境整備センター
２階管理棟）に備え付けの申請書に
必要事項を記入し、申し込みを。
▽その他　補助金には限りがありま
すので、申請者全員に交付すること
ができない場合があります。
※詳しい対象区域や補助金交付条件
については、問い合わせを。
■問問環境管理課環境事業所環境事業係
（☎32・1952）

防災行政無線の運用開始

　市内に新たに整備した防災行政無
線（屋外スピーカーにより防災情報
などを放送）の運用を７月 24日か
ら開始します。
▽設置箇所　市役所（上白銀町）、
小学校 32校（修斉・三和・草薙・
小友・新和・自得・高杉・三省・船
沢・城東・致遠・北・時敏・城西・
福村・和徳・東・西・朝陽・大成・
豊田・桔梗野・青柳・東目屋・第三
大成・文京・堀越・松原・小沢・千年・
大和沢・石川）、中学校８校（裾野・
新和・北辰・第一・東・第四・第五・
南）、元弥生小学校
▽放送内容　災害時には避難情報な
どの防災に関することを、平常時に
は行政情報などを放送します。また、
朝・昼・夕方の 1日３回、音楽の
定時放送を行います。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかったときなどは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
■問問防災安全課（☎40・7107）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  178,519人　   （－107）
　 男　　  81,666人　   （－              61）
　 女　　  96,853人　   （－              46）
・世帯数　 72,747世帯    （＋            22）
平成 26年６月１日現在（推計）

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　民間から新たに採用された市職員などの活躍に目を向け、弘前市の人材
活用の取り組みについて紹介します。
○放送日　７月26日（土）、午前９時45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

弘前市の新たな人材～民間から積極登用　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みんなで「チーム弘前」～


