
12 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.８.１５ 13

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
■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

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

ができます。

金銭トラブルは「少額訴訟」
でスピード解決！
　簡易裁判所の民事訴訟の中でも、
少額訴訟は、少額（60 万円以下）
の金銭トラブル（敷金の返還、ネッ
トオークションの代金請求など）を
迅速に解決することを目的とした特
別な手続きです。
▽少額訴訟のメリット
○判決までが早い
○手続きが簡単
○トラブルの内容や相手に応じた柔
軟な解決ができる
※詳しくは、裁判所ウェブサイ
ト（http://www.courts.go.jp/
saiban/qa_kansai/index.html）
をご覧ください。
■問弘前簡易裁判所訴訟係（☎ 32・
4357）

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１万円または２万円
▽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　原則 20年以内の月々
均等払い（進学・病気等による猶予
制度あり）
■問自動車事故対策機構青森支所（☎
青森017・739・0551）

のびのび子ども相談

▽とき　８月30日（火）
　　　　午前９時半～午後３時
※受け付けは午前９時半～午後２
時。相談が終わり次第終了（時間予
約制）。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）
▽対象　市民（１歳以上の幼児とそ
の家族）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問８月 29日までに、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

弘大附属幼稚園の園児募集

▽資格　保護者と同居し、通園に要
する時間が片道１時間以内であるこ
と（青森市からの通園は浪岡地区の
み可）
※通園には、保護者などによる送迎
が必要です。
▽募集対象児　３歳児（平成 25年
４月２日～ 26年４月１日生まれ）
＝30人（男女不問）
※４歳児・５歳児については、問い
合わせを。
▽願書交付・受付　
○交付＝９月９日～ 23日の午前９
時10分～午後４時半
○受付＝９月 27日～ 10月６日の
午前９時 10分～午後４時半（９月
27日は午後２時半～）

詐欺は身近な犯罪です！
ご用心！
　市役所職員や警察官などになりす
ました不審電話が多発しています。
詐欺被害に遭わないように気を付け
ましょう。
○還付金詐欺…「市役所の○○です。
還付金があります。携帯電話を持っ
て、ＡＴＭに行き、手続きして下さ
い。」
○架空請求詐欺…「サイトの利用料
が未納です。」「このままだと、裁判
になります。」
○オレオレ詐欺…「お母さん、オレ
だよ。携帯電話の番号変えたんだ。」
「今すぐお金が必要なんだ。」
○金融商品取引名目の詐欺…「あな
ただけにしか買えません。」「名義を
貸してくれるだけでいい。」
　このような電話がかかってきた
ら、ひとりで判断せず、必ず家族や
友人、警察などに相談しましょう。
■問弘前警察署（☎ 32・0111）／
警察安全相談電話（#9110）

放送大学10月生募集

　放送大学は、テレビなどの放送や
インターネットを利用して授業を行
う通信制の大学で、心理学・福祉・
経済・歴史・文学など幅広い分野を
学べます。現在、平成 28年度第２
学期（10月入学）の学生を募集し
ています。
▽出願期限　９月20日（必着）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp）からも資料請求・出願

※土・日曜日、祝日および 10月３
日を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎32・6815）

弘前～十和田シャトルバス
大学生割引・団体割引スタート
▽対象　大学生（短大・院生含む）
または10人以上で利用する団体
▽割引対象コースと料金
①弘前・十和田湖間の往復利用＝１
人3,000円（通常 5,000円）
②弘前・十和田市現代美術館間の往復
利用＝１人4,000円（通常6,500円）
▽運行日　11月までの土・日曜日
※現代美術館行きは９月 10 日・
11 日、10 月８日・９日・15 日・
16日
▽その他　利用７日前までの予約が
必要です
※運行日、コースなどの詳細につ
いては「津軽なび」ホームページ
（http://www.tsugarunavi.jp/
web/index.html）をご覧になる
か、問い合わせを。
■問弘南バス観光部（☎38・2255）

再就職支援セミナー

～書類選考を通過する
　　　　　　　　　応募書類作成～
　添え状や職務経歴書など、パソコ
ンで作る応募書類について学びます。
また、適職診断や就職活動に関する
個別相談も実施します。
▽とき　９月２日（金）
　　　　午後１時半～３時半
※個別相談は午後４時～５時。
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ（土手町）
▽定員　20人
▽参加料　無料

※事前の申し込みが必要。
■問あおもり中高年就職支援センター
（キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ、☎
32・5801、 ■Ｅ chuukounen@
ims-hirosaki.com）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。相談は予
約制ですので、希望する人は事前に
電話で申し込んでください。
▽とき　９月７日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）のボランティアによる無料
健康相談を開催します。からだのこ
となどで気になる人は相談を。
▽とき　９月 10 日・24 日の午後
１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

税務署からのお知らせ

【個人事業者の消費税及び地方消費
税の中間申告と納付】
　個人事業者で、平成 27年分の確
定消費税額（地方消費税額を除く）
が 48万円を超える人は、消費税お
よび地方消費税の中間申告と納税が

必要です。
　中間申告の方法は、前年実績によ
る中間申告と仮決算に基づく中間申
告があります。納付と回数は確定消
費税額に応じて異なります。また、
前年の確定消費税額が 48万円以下
であっても、届け出をすれば、自主
的に中間申告と納付をすることがで
きます。
【「平成 28 年熊本地震」へ義援金
を支払ったとき】
　熊本地震による被害を受けた人を
支援するため、個人で支払った次の
①～③の義援金は、所得税を計算す
る際に寄附金控除の対象になるとと
もに、「ふるさと納税」に該当する
ため、個人住民税の寄附金税額控除
の対象になります。
①地方公共団体に対する義援金（国
が募集する義援金を含む）
②熊本県及び大分県下の災害対策本
部に対する義援金　
③募集団体を通じて被災地の地方公
共団体に支払われることが明らかな
義援金（募集団体にご確認ください）
　なお、会社などの法人が義援金を
支払った場合の税務上の取り扱い
や、これらの詳しいことは、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/）

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,105人　   （－              91）
　 男　　  80,689人　   （－              36）
　 女　　  95,416人　   （－　55）             
・世帯数　 71,388世帯    （－            26）
平成 28年７月１日現在（推計）


