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　地方税法の改正に伴い、平成27年度から軽自動車
税の税率が変わります。車両の種類や新車新規登録を
受けた年月によって、適用される税率が異なります。
※新車新規登録を受けた年月は、自動車検査証（車検
証）の「初度登録年月」欄で確認することができます。

①軽三輪、軽四輪以上の車両は、新車新規登録を受け
た年月により、現行税率、新税率、重課税率（平成
28年度から）のいずれかの税率になります。

※新税率…平成27年４月１日以降に新車新規登録を
受ける車両から適用されます。平成 27年３月 31日
以前に新車新規登録を受けた車両は、現行税率が引き
続き適用されます。
※重課税率…新車新規登録を受けた年月から13年を
経過した車両（電気自動車などを除く）に対して、翌

平成27年度から軽自動車税の税率が変わります車種などで税率
が異なります

車種区分 現行税率 新税率 重課税率
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪
以上

乗用 自家用 7,200円 1万 800円 1万 2,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

年度から課される税率で、平成28年度から適用にな
ります。なお、平成28年度から重課税率が適用とな
る車両は、平成 14年 12月 31日以前に新車新規登
録をした車両になります。

②原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・
二輪の小型自動車・雪上車は、既に登録している車両
を含めて、平成27年度から新税率が適用されます。

■問い合わせ先　市民税課諸税係（☎35・1117）

車種区分 平成26
年度まで

平成27
年度から

重
課
税
率総排気量 現行税率 新税率

原動機付
自転車

50cc 以下 1,000円 2,000円

適
用
な
し

50cc 超 90cc 以下 1,200円 2,000円
90cc 超 125cc 以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

小型特殊
自動車

農耕用 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,900円

軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400円 3,600円
小型二輪（250cc 超） 4,000円 6,000円
雪上車 2,400円 3,600円

　市では、一部の地域（合流区域）を除いて、汚水と雨水を分けて処理する分流式となっています。下図は分流区
域の家から下水道本管までの配管の例です。
※合流区域…土手町（一部）、松森町、代官町、大町１丁目～３丁目、駅前町、駅前１丁目～３丁目、東和徳町（一部）、
南大町1丁目・２丁目、品川町（一部）、御幸町（一部）、大富町、富野町（一部）、富田町、南富田町、豊原１丁目・
２丁目、三岳町、北園１丁目（一部）

　公共下水道の汚水管へ雨水を流すと、次のような問題が発生する恐れがあります。
①雨天時に道路上のマンホールや宅地内のマスから汚水が溢れ、家庭からの汚水が流れなくなることがあります。
②汚水をきれいな水に処理する下水処理場で、処理しきれなくなり、河川の水質悪化につながることがあります。
③下水処理場で処理する費用は、皆さんの下水道使用料が使われているため、処理する必要のない雨水が多くなる
と、下水道使用料の負担増につながることがあります。
　現在、右上の写真のように雨水管から汚水マスに誤って雨水を流している人は、雨水を流さないよう改善をお願
いします。なお、改善方法がわからない場合はお問い合わせください。
■問い合わせ先　上下水道部営業課給排水係（茂森町、☎32・0698）

下水道管に雨水は流さないで…
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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111

■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

「JAXAへ行こう！」
2014報告会
　７月 28 日・
29 日に神奈川
県相模原市、茨
城県つくば市
の JAXA 施 設
を訪れた中学生
15人、高校生５人が、体験したこ
とや川口淳一郎教授から学んだこと
などを発表します。
▽とき　８月24日（日）
　　　　午前10時から
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）大ホール
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問生涯学習課（☎82・1641）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎齊藤文麿　色紙展
▽とき　８月 14 日～ 24 日（19
日は休み）、午前９時～午後４時
▽内容　齊藤文麿さんによる日本
画・水彩画・水墨画の展示、販売
◎うれし　たのし　句会
▽とき　８月 24日、午後１時～午
後４時（受け付けは午後1時～）
▽内容　かるた大会、句会（お題：
花火）、おやつタイムなど
▽参加料　大人＝ 500 円、学生・
子ども＝無料
※見学のみも可。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！

▽とき　８月24日（日）
           午前 10時から
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　エサやり体験、獣舎バック
ヤードツアー、ヤギのつめ切り見学
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
※事前の申し込みは不要。
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ2部北ホーム戦
▽とき　８月24日（日）
　　　　午後２時から
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽対戦チーム　水沢サッカークラブ
▽その他　会場ではスコアを予想
し、的中した人は景品がもらえるブ
ランデューtotoや、キックターゲッ
トもできます。
■問問ブランデュー弘前ＦＣ事務局（☎
35・2012）

第４回市民すこやか
ペタンク交流大会
▽とき　８月30日（土）
　　　　午前８時50分～正午
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場
▽内容　初心者に簡単な講習を行っ
た後、抽選で３人１組のチームを作
り、４回戦のゲームを行う
▽対象　市民
▽参加料　500円（当日徴収）
▽その他　１位～５位を表彰します
（参加賞などもあり）。
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問問弘前市ペタンク協会（葛西さん
か宮崎さん、☎ 88・3480、82・
4474）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　８月31日（日）
　　　　午後７時～10時
▽ところ　星と森のロマントピア天

文台（水木在家字桜井）
▽テーマ　「てんびん座に集合する
火星・土星・月」
▽参加料　市民＝無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　天文台解説員が案内しま
す。
■問問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233、月・木曜日は休館）

南富田フェスティバル

　さまざまな世代の人が楽しめるス
ポーツイベントです。
▽とき　８月31日（日）
　　　　午前10時から
▽ところ　南富田町体育センター
▽内容
○体育館…午前 10時～バスケット
ボール／午前 11時 45分～バドミ
ントン／午後１時半～バレーボール
○和室…午前 10時～健康体操教室
／午前 11時～ヨガ／午後１時～手
芸教室
▽対象　市民＝100人
▽参加料　200 円（傷害保険代含
む。当日徴収します）
■問問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

青森県産業技術センター
りんご研究所参観デー
▽とき　９月３日・４日の午前９時
～午後４時（４日は午後３時まで）
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　特設コーナー「今知ってお
こう！生理障害のすべて」、研究成
果の資料展示・相談コーナー、試験
地の公開、農業機械まつり、農業資
材・地域物産・農業図書などの展示・
販売、りんご講演会、りんごの試食
販売など
※りんご講演会は３日の午前 10時
～ 11時半、りんご試食販売は３日
の午後１時～２時と４日の午前 10
時～ 11時（なくなり次第終了）／
３日はミスりんごが来ます／駐車場
は東公園（黒石市柵ノ木）のご利用
を
■問問りんご研究所（☎52・2331）


