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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  177,945人　   （－    153）
　 男　　  81,415人　   （－              80）
　 女　　  96,530人　   （－              73）
・世帯数　 72,885世帯    （－            17）
平成 27年２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

　100年ぶりに行われる弘前城石垣修理の現状と、今後の工事予定など
を紹介します。
○放送日　３月28日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森テレビ（ＡＴＶ）

有 料 広 告 有 料 広 告

 

意書を持参してください。
▽縦覧期間　４月１日～６月１日の
午前８時半～午後５時（土・日曜日、
祝日を除く）
▽縦覧場所　資産税課（市役所２階、
窓口211）、岩木総合支所民生課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（五
所字野沢）
■問 資 産 税 課 土 地 係（ ☎ 40・
7028）・家屋係（☎ 40・7029）
／岩木総合支所民生課（☎ 82・
1628）／相馬総合支所民生課（☎
84・2111、内線 808）
※平成 27年度の固定資産税・都市
計画税の納税通知書は５月１日に発
送します。

星と森のロマントピア天文台
開館時間、休館日の変更
　星と森のロマントピア天文台の開
館時間と休館日が 4月１日から下
記のとおり変更します。
▽開館時間　午後１時～ 10時（受
け付けは午後９時半まで）
▽休館日　月曜日（祝日の場合は翌
日）
■問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233）

市の管理業務を
指定管理者が行います
　市民会館、弘前駅中央口駐輪場・
駐車場および弘前駅城東口駐輪場・

駐車場の管理運営業務を４月から指
定管理者が行うことになりました。
【市民会館】
▽業務内容　市民会館の貸館業務、
施設・設備の維持管理
※利用料金、利用時間、休館日は従
来通りで変更ありません。
▽指定管理者　アップルウェーブ・
東北データーサービスグループ（土
手町）
▽指定管理期間　平成 27年４月１
日～平成32年３月 31日
■問市民会館　（☎32・3374）
【弘前駅中央口駐輪場・駐車場およ
び弘前駅城東口駐輪場・駐車場】
▽指定管理者　弘前自転車利用環境
改善協議会〈代表団体＝あおもり総
合管理（賀田字大浦）〉
▽指定管理期間　平成 27年４月１
日～平成32年３月 31日
※４月から利用料金などのサービス
の内容が変更になります。詳しくは
お問い合わせください。
■問弘前駅中央口駐輪場（☎ 33・
3677）／あおもり総合管理（☎
55・9017）

４月からごみ処理施設への
直接搬入の手続き方法が
変わります
　引っ越しなどに伴い一度に大量に
排出されるごみなどは、ごみ処理施
設へ自家用車などで直接搬入して処
分することができます。
　搬入には「廃棄物処理施設搬入許
可証」の交付申請手続きが必要です。
これまで環境管理課窓口などでも申
請手続きを受け付けていましたが、
４月１日より、弘前地区環境整備セ
ンター（町田字筒井）、南部清掃工
場（小金崎字川原田）でのみの受け
付けとなります。

パートタイム労働法と次世代
育成支援対策推進法の改正法
が施行されます
　パートタイム労働法と次世代育成
支援対策推進法が改正され、４月１
日から施行されます。主な改正ポイ
ントは次のとおりです。
【パートタイム労働法】
①パートタイム労働者の公正な待遇
の確保（新設）／②パートタイム労
働者の納得性を高めるための措置…
「相談窓口」の文書の交付などによ
る明示（拡充）、事業主が講ずる雇
用管理の改善措置内容等の説明（新
設）など／③パートタイム労働法の
実効性を高めるための規定（新設）
【次世代育成支援対策推進法】
①平成 27年３月 31日までの時限
立法をさらに 10年間（平成 37年
３月 31日まで）延長／②法に基づ
く要件を満たした事業主に対する新
たな認定（特例認定）制度の創設／
③常用労働者数 100 人超の事業主
には、引き続き一般事業主行動計画
の策定・届出等を義務化
■問青森労働局雇用均等室（☎青
森 017・734・4211、 ■Ｆ 017・
777・7696）

土地・家屋の価格等の縦覧

　市内に所有する土地の固定資産税
納税者は、土地価格等縦覧帳簿（所
在・地番・地目・地積・価格を記載）
を、また、家屋の固定資産税納税者
は、家屋価格等縦覧帳簿（所在・家
屋番号・種類・構造・床面積・価格
を記載）を見ることができます。縦
覧の際は、運転免許証や納税通知書
など本人確認ができるものを、納税
者と同居の親族等以外の代理人は同

　申請の際、印鑑は不要ですが、搬
入時に使用する車両のナンバーを申
請書に記入する必要があるほか、身
分証明書の提示をお願いしていま
す。
　なお、廃棄物処理施設搬入許可証
は即日交付します。
■問環境管理課環境事業所（☎ 35・
1130）

平成27年度
労働基準監督官採用試験
▽試験区分・採用予定者数
○労働基準監督官A（法文系）＝約
160人
○労働基準監督官B（理工系）＝約
40人
▽受験資格
○昭和 60年４月２日～平成６年４
月１日生まれの人
○平成６年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 28
年３月までに大学を卒業する見込み
の人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽試験日および試験地
【第１次試験】６月７日／札幌市・
秋田市・仙台市・東京都ほか
【第２次試験】７月 15日・16日・
17日のうち指定された日／札幌市・
仙台市・東京都ほか
▽申し込み方法　４月１日の午前
９時から 13 日までに、インター
ネット（申込専用アドレス http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）で申し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、４月１日～２日に、
希望する第１次試験地の労働局へ郵
送（４月２日の消印有効）または持
参してください。
▽最終合格者発表日　８月25日

■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

平成27年度
国家公務員採用試験
▽試験名　①総合職試験（院卒者試
験・大卒程度試験）／②一般職試験
（大卒程度試験）／③一般職試験（高
卒者試験）
▽受付期間（インターネット申し込
み）　①＝４月１日の午前９時～ 4
月８日／②＝４月９日の午前 9時
～ 4月 20日／③＝６月 22日の午
前９時～７月１日
※③は、６月22日～ 24日に郵送・
持参も可。
▽第１次試験日　①＝５月 24日／
②＝６月14日／③＝９月６日
▽その他　申込方法や受験資格など
の詳しい内容については、お問い合
せください。
■問人事院東北事務局第二課試験係
（ ☎ 仙 台 022・221・2022、 ■Ｈ
http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm）

自動車税についてのお知らせ

○自動車税の住所変更届
　自動車税の納税通知書は、原則と
して自動車検査証（車検証）に記載
された住所に送付しています。
　転居等で住所が変わった場合は、
運輸支局で住所の変更登録手続き
をしなければなりませんが、事情
によりすぐに住所の変更登録がで
きない場合は、中南地域県民局県
税部へご連絡ください。また、県
ホームページ（http://www.pref.
aomori.lg.jp/life/tax/011_
henkouindex.html）からも届け
出ができます。

○自動車税の口座振替（６月納期分）
　自動車税の納付は、便利で安全・
確実な口座振替をご利用ください。
　申込用紙は、各取扱金融機関・中
南地域県民局県税部の窓口に備え付
けています。なお、口座振替の申込
期限は４月30日です。
■問中南地域県民
局県税部納税管
理 課（ ☎ 32・
4341）

下水道の処理区域が広がります

　公共下水道および農業集落排水事
業の処理区域が、４月１日から広が
ります（対象…新里字中平岡・清水
森字村元・清水森字下川原・松木平
字松元・三世寺字鳴瀬・浜の町東１
丁目・浜の町西１丁目・町田３丁目・
十面沢字轡・龍ノ口字村元・五代字
山本の各一部）。
　新たな処理区域内の皆さんには、
下水道の接続などについてのお知ら
せを送付しますので、早めの水洗化
にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

電話帳の配達・回収

　ＮＴＴ東日本が、４月中に新しい
電話帳を各家庭や事業所に届けま
す。その際、現在使用中の電話帳を
配達員にお渡しください。
　なお、不在などで配達員に渡せな
かった場合は、後日あらためて回収
しますので、ご連絡ください。
■問タウンページセンタ（☎フリーダ
イヤル 0120・506・309、平日
の午前９時～午後５時）

「弘前城本丸石垣修理
　　　～天守が動く、100年ぶりの石垣普請～」


