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行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　11月 10日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

「女性の人権ホットライン」
強化月間
　青森地方法務局および青森県人権
擁護委員連合会では、「女性の人権
ホットライン」強化月間中の平日電
話相談時間の延長および土・日曜日
の電話相談を行います。相談は無料
で、秘密は守ります。
※通常は、土・日曜日を除く午前８
時半～午後５時 15分まで相談を受
け付けています。
▽期間　11 月 16 日～ 20 日、午
前８時半～午後７時／ 21 日・22
日、午前 10時～午後５時
▽電話番号　女性の人権ホットライ
ン☎0570・070・810
■問青森地方法務局人権擁護課（☎青
森017・776・9024）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜 間 納 税 相 談　11 月 16 日～
20日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　11 月 22 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。

　今月の休日納税相談日は第４日曜
日です。この日は電話での相談や、
市税などの納付もできます。
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

ひろさき就職面談会

▽とき　11月 20日（金）、午後１
時～４時（受け付けは午後０時半～
３時半）
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
（大町１丁目）３階プレミアホール
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人（当日、会場でも登録可）
▽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
※参加企業などの詳細は、青森労働
局および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）

架空請求のはがき・強引な
訪問買い取り業者にご注意を
【架空請求のはがきにご注意を！】
　最近県内で、架空請求のはがきに
関する相談が急増しています。公的
機関を装い、「財産が差押さえられ
る」など、根拠のないことが書かれ
ています。このようなはがきなどに
記載された連絡先に電話をしてしま
うと、相手はさまざまな手口で金銭
をだまし取ろうとしてきます。
　書かれている内容に覚えがない場
合は、決して連絡をしないようにし
ましょう。
【強引な訪問買い取り業者に

ご注意を！】
　最近県内で、業者が自宅を訪問し、

貴金属などの物品を買い取る「訪問
購入」に関する相談が急増していま
す。「古着などの不用品を買い取る」
という名目で訪問しながら、その本
当の目的は貴金属などの換金率の高
い物品を強引に買い取ろうとしてト
ラブルになっています。
　また、再勧誘が禁止されているに
も関わらず、訪問を断った人に重ね
て勧誘をするなど、強引な手口も見
られます。買い取ってもらうつもり
がない場合は、毅然とした態度で断
りましょう。
　少しでも不安な場合は早めに市民
生活センターにご相談ください。
▽相談先　市民生活センター（駅
前町、ヒロロ３階、☎ 34・3179、
午前 8時半～午後５時、月曜日は
休館日）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　12 月３日・４日、午前
10時～午後４時（２日間の受講が
必要）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入を。
▽申し込み　11月６日～ 23日に、
消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）か最寄りの消防署・分署へ。

あなたも里親になりませんか

　自分の家庭で、親の愛情に包まれ
て暮らすことができない子どもや、
自分の家族を知らない子どもがいま
す。弘前児童相談所では、このよう
な子どもたちが温かい愛情に包まれ

て暮らせるよう、自分の家庭に迎え
入れ、一定期間養育する「里親」に
なってくれる人を求めています。
　子どもの養育中は、生活費や教育
費などの委託費が支給されます。希
望者には、制度や申請手続きについ
て詳しく説明しますので、ご相談を。
■問弘前児童相談所（☎36・7474）

11 月は
労働保険適用促進強化月間
　労働者を１人でも雇っている事業
主（農林水産業の一部を除く）は、
労働保険（労災保険・雇用保険）に
加入する義務があります。手続きを
行わない場合、職権により強制適用
されることがありますので、加入手
続きはお早めに。
○労災保険…業務災害および通勤災
害により負傷などをした場合、保険
給付を行うもの
○雇用保険…労働者が失業した場
合、生活安定および再就職促進のた
め失業給付を行うもの
■問弘前公共職業安定所（南富田町、
☎38・8609、音声案内21♯）

自衛官募集

【高等工科学校生徒】
▽受験資格　中学校卒業（見込みを
含む）、17歳未満の男子
▽受付期間　推薦＝ 11 月１日～
12月４日／一般＝ 11月１日～平
成28年１月８日
▽試験日　推薦＝１月９日～ 11日
の指定する日／一般＝１月23日
【男子自衛官候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の男子
▽受付期間　11月９日～ 27日
▽試験日　12月５日

■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

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
早期再就職を目指す職業訓練です。
【ゼロから始めるＯＡ事務員養成科】
▽とき　12 月 16 日～平成 28 年
４月 15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　11月 19日
【経理実務科】
▽とき　12 月 24 日～平成 28 年
５月 23日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　11月 27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♯）

オンラインショップ「いい
ものいっぱい弘前」商品募集
　市では、弘前の魅力ある農産加
工品などが購入できるオンライン
ショップ「いいものいっぱい弘前」
で販売する商品の追加募集をしてい
ます。応募希望者は、市ホームペー
ジに掲載している要領を確認の上、
必要書類を直接農業政策課（市役所
４階）へ提出してください。
▽応募期間　11月２日～ 30日
■問商品募集、事業全体について…
農業政策課農産係（☎ 40・7102）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

／オンラインショップ、商品購入
について…アップルウェーブ（☎
88・7335）

受診はお早めに！

　国保年金課では、特定健診や人間
ドック・脳ドックを行っています。
ドックは受診機関での受け入れ人数
に限りがありますので、早めの申し
込みを。
▽申し込み先　国保特定健診、後
期高齢者健康診査（いずれも無料）
…各医療機関（市内 94カ所）／国
保人間ドック（有料）…国保年金
課、鳴海病院健康管理センター（品
川町、☎フリーダイヤル 0120・
52・1172）／国保脳ドック（有
料）…鳴海病院健康管理センター、
木村脳神経クリニック（代官町、☎
31・3117）、健生病院（野田２丁
目、☎フリーダイヤル0120・32・
1179）
※詳しくは、「平成 27 年度健康と
福祉ごよみ」の 24～ 28ページを
ご覧ください。
■問国保年金課国保運営係（☎ 35・
1116）／後期高齢者健康診査につ
いて…国保年金課後期高齢者医療係
（☎40・7046）

今月の市税などの納期
納  期  限 11 月 30 日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。

市 ・ 県 民 税 第３期
国民健康保険料  第５期
介 護 保 険 料  第５期
後期高齢者医療保険料  第５期

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告


