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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　７月 17 日、21
日～ 24日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　７月 26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
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

「弘高ねぷた」
運行と譲渡について
　本年度も各クラスの力作 20台を
運行します。当日のねぷた運行によ
る交通規制にご理解、ご協力をお願
いします。
▽とき　７月22日（水）
　　　　午後６時半～８時半
※雨天の場合は翌日に順延
▽運行コース　弘前高校→一番町→
中央通り→北大通り→土手町→一番
町→弘前高校
【譲渡について】
　ねぷた運行後、企業や団体などに
ねぷたを譲ります。
▽金額　１台２万円（本体・前灯籠）
※前灯籠のみは、１台5,000円
▽申込期間　７月 18日の午後５時
まで
▽説明会（抽選会）　７月 20 日、
午後４時～（弘前高校会議室）
▽譲渡日時　７月 22日、午後８時
半
■問弘前高校生徒指導部（☎ 32・
0251）

正社員対象
「ひろさき合同就職面接会」
▽とき　７月 23 日（木）、午後１
時～４時（受け付けは午後０時半～
３時半）
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）麗峰の間
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人（当日、会場でも登録でき
ます）

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　桔梗野１丁目 19番 11
／ 655.35 ㎡／価格＝ 1,257 万
2,000 円
▽受け付け開始　７月 16日、午前
９時～
■問財産管理課財産係（市役所２階、
窓口201、☎ 35・1120）

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　７月11日（土）、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７月３日から電話で受け付け
ます。それ以外の相談は事前の申し
込みは不要、当日直接会場へ。
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830）

県民駅伝選手選考会

　第 23 回青森県民駅伝競走大会
が、９月６日に青森市で開催されま
す。これに伴い、弘前市実行委員会
では、大会での上位入賞を目指し、
弘前市代表選手選考会を行います。
▽とき　７月 19 日（日）、午後４
時スタート予定（午後３時～３時半
に現地で受け付け）
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽内容　男子５㎞、女子３㎞
▽対象　高校生以上
■問青森県民駅伝弘前市実行委員会
（松山さん、☎携帯 090・4476・
5901）

▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード（ハローワークに求職登録し
ている人）
▽参加料　無料
※参加企業など詳細については、青
森労働局または市ホームページをご
覧ください。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎55・0115）　

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝７月 27～ 30日／大型特殊自
動車運転免許証（カタピラ限定なし）
保有者＝７月27日・28日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②申請時に失
業中でハローワークに登録をして求
職している 35歳以上の人／③出稼
労働者で18歳以上の人
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝4,000円
※ともに別途テキスト代 1,620 円
が必要
▽申込期間　７月７日～ 14日の午
前９時～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証を持参して
ください。なお、代理人による申請
はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）

所得税および復興特別所得税
の予定納税（第１期分）
忘れずに納付を

　所得税および復興特別所得税の予
定納税が必要な人には、６月中旬に
所轄税務署より「平成 27年分所得
税及び復興特別所得税の予定納税額
の通知書」を送付していますので、

忘れずに予定納税（第１期分）の納
期限（７月 31日）までに納付して
ください。
　また、振替納税を利用している人
は、納期限に指定の金融機関口座か
ら自動的に納付されますので、納期
限前日までに口座の残高を確認くだ
さい。
　なお、予定納税の減額申請をする
場合は、７月 15日までに「予定納
税額の減額申請書」を所轄税務署に
提出してください。
※詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧ください。
■問弘前税務署管理運営部門（☎
32・0331、自動音声案内２、■Ｈ
http://www.nta.go.jp)

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【はじめての簿記・パソコン基礎科】
▽とき　８月６日～12月４日
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込締め切り　７月９日
【ゼロから始めるＯＡ事務員（FP）
養成科】
▽とき　９月 14日～平成 28年１
月 13日
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室
▽申込締め切り　８月18日
【基礎から学ぶパソコン事務基礎科】
▽とき　９月 24日～平成 28年１
月 22日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　８月28日

【介護職員初任者研修科】
▽とき　９月 29日～平成 28年２
月 26日
▽ところ　ニチイ学館弘前教室（表
町）
▽申込締め切り　９月2日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書の提出を。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

第10回「廃品おもしろ工夫展
in プラザ棟」作品募集
　身の回りにある不用品や、ゴミと
して処分されるペットボトルなどを
使って制作された作品を募集しま
す。
▽募集作品　「ペットボトルを使っ
た作品」で、他のコンテスト（学校
内のものを除く）に出品したことが
ないもの
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童生徒＝個
人またはグループ
▽作品内容
○材料　メインの部分がペットボト
ルであれば、他の部分の材料の種類
は問いません。
○大きさ　おおむね 40㎝× 40㎝
× 40㎝以内
▽応募方法　規定の申し込み用紙に
必要事項を記入し、９月１日～ 11
日の午前９時～午後４時に、弘前地
区環境整備センタープラザ棟（町田
字筒井）へ、個人・グループ・学校
ごとに作品を持ち込んでください。
出品作品数は個人または１グループ

１点までとします。申し込み用紙お
よび募集要項は弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟で配布しています。
また、ホームページからダウンロー
ドすることもできます。
▽展示・審査　９月 19日～ 11月
15日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ記念品を贈呈します。
■問弘前地区環境整備センタープラ
ザ棟（☎ 36・3388、受付時間は
午前９時～午後４時、■Ｈ http://
www.city.hirosaki.aomori.
jp/kankyoseibi/plaza/index.
html）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

多重債務・消費生活
法律相談会
　多重債務者が債務を整理して生活
再建に向かうための手助けとして、
弁護士が無料で相談に応じます。ま
た、多重債務以外の消費生活に関す
る法律相談にも応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、債
務状況が分かる資料などを持参して
ください。詳しくはお問い合わせく
ださい。
▽とき　７月25日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽対象　市民＝４人
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）
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■問い合わせ先　環境管理課環境事業所（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ４ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

１人１日当たり
のごみ排出量

今年
昨年
差

5,835t

1,097g
1,133g
-36g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

256t 減 !!
（昨年同月比） 

　台所でギュッと水切りをしてご
みに出すと、１回当たり約 7.5％
の減量になるよ !!
　弘前市の家庭から出る１年間の
生ごみに換算すると 1,200t の減
量になるんだって！みんな生ごみ
の水切りに協力してね！

たか丸くんの　ごみ減量速報
 


