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給与支払報告書、法人市・県民税、
法人事業税、地方法人特別税の各申
告書、償却資産申告書など
※詳しくは地方税電子化協議会ホー
ム ペ ー ジ（http://www.eltax.
jp/）をご覧ください。
■問市民税課（☎ 35・1117）、資産
税課（☎ 40・7027）、中南地域
県民局県税部課税第一課（☎ 32・
1131、内線 278）

歯科衛生士復職支援事業

　歯科衛生士の国家資格を社会のた
めに活用しませんか？在宅療養者や
介護施設などの高齢者、保育園・幼
稚園の子どもたちがあなたを必要と
しています。ぜひ参加ください。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　青森県歯科医師会館（青
森市青柳１丁目）
▽内容　未就業歯科衛生士のための
リカバリー研修、歯科診療の最新情
報など
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県歯科衛生士会（弘前支部長、
阿保さん、☎37・0680）

不動産の無料相談会

　10 月の「土地月間」にちなみ、
不動産鑑定士による土地の評価価格
や取引などに関する無料相談会を開
催します。
▽とき　10月３日（月）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ３階）多世代交流室１
※事前の予約は不要。
■問青森県不動産鑑定士協会（☎青森
017・752・0840）

平成29年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　自動車システム工
学科・建築システム工学科＝ 各 20
人
▽応募資格　高卒者（平成 29年３
月卒業見込みを含む）または高卒以
上の学力を有する人
▽訓練期間　平成 29年４月～平成
31年３月（２年間）
▽受 付 期 間　10 月３日～ 11 月
18日
▽試験日　12月１日
※詳しくはお問い合わせください。
■問県立弘前高等技術専門校（緑ヶ丘
１丁目、☎32・6805）

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。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ
スを希望する人も気軽にご相談くだ
さい。
▽とき　10 月１日・22 日の午後
１時～４時
▽ところ　ヒロロ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）

平成28年社会生活基本調査

　総務省統計局および青森県では、
10月 20 日現在で社会生活基本調
査を実施します。この調査では、国

発掘調査現地説明会

　市道国吉館後線道路改築事業に伴
い、平成 28年度から坂本館の発掘
調査を実施しています。現地説明会
では、出土遺物とともに発掘現場を
紹介します。東目屋地区では初めて
の発掘調査現地説明会ですので、ぜ
ひ参加ください。
▽とき　10月１日（土）
　　　　午前11時～正午
▽ところ　坂本館発掘調査現場（館
後字新田ほか）
※県道 28号岩崎西目屋弘前線を西
目屋方面へ進むと、国吉集落に入る
手前のコンビニエンスストア付近の
交差点で当課職員が交通案内しま
す。
■問文化財課（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）

地方税の申告などはeLTAX
（エルタックス）が便利です
　 地 方 税 ポ ー タ ル シ ス テ ム
（eLTAX）は、地方税に関する申告
などの手続きをインターネットを利
用して行うシステムです。eLTAX
を利用すると、オフィスや自宅のパ
ソコンから申告できるため、市や県
の窓口に書類を持参したり郵送した
りする必要がなく、とても便利で
す。
○提出できる主な書類

民の生活時間の使い方やさまざまな
活動状況を調べ、暮らしや社会の
ための基礎資料として活用します。
10月上旬から中旬にかけて、調査
員が調査をお願いする世帯に伺いま
すので、調査の趣旨をご理解いただ
き、回答をお願いします。
■問青森県企画政策部統計分析課人口
労働統計グループ（☎青森 017・
734・9169）／ひろさき未来戦略
研究センター（☎40・7016）

日本体育大学集団行動合宿
公開練習
　合宿期間中の練習風景を無料で一
般公開します。
▽とき　９月 20日～ 24日の午前
９時～正午、午後２時～５時
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館
▽その他　市でとりまとめた小・中
学生の見学を優先します。また、所
定の観覧席数（固定席 750）を超
えるなど、混雑が見込まれる場合は、
見学をお断りすることもありますの
で、あらかじめご了承ください。
※事前の申し込みは不要。内履きと
外履き入れ（ビニール袋など）を持
参ください。
■問日本体育大学青森県同窓会事務局
（赤石さん、☎携帯 090・2978・
8719、 ■Ｅ aomoriessassa@
gmail.com）

労働相談会

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働条件などのトラブルを解決
するための無料相談会です。
▽とき　10月７日（金）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白

銀町）２階
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　日ごろ、献血のご協力ありがとう
ございます。血液センターでは、若
年層（10 代～ 30 代）を中心に、
新たな献血者を増やすために、「は
じめての献血」キャンペーンを平成
29年３月まで実施しています。
　期間中、各献血会場（献血ルーム・
献血バス）で、初回献血者に「はじ
めての献血協力カード」を発行し、
次回カードを持参して献血した際
に、記念品を差し上げています。献
血者を紹介してくれた人にもカード
を発行していますので、ご協力をお
願いします。
　弘前献血ルーム「CoCoSA（ココ
サ）」が大町タウンビル２階に開設
しており、市内では献血バスも巡回
していますので、１人でも多くの人
の献血へのご協力をお願いします。
■問青森県赤十字血液センター（三戸
さん、☎青森017・741・1512）

ひろさき出愛サポートセン
ター10月休日出張登録会
　結婚を希望する独身男女が会員に
登録し、写真やプロフィール（匿名）
を見て選んだ人と１対１でお見合い
をする支援をしています。
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休日在宅当番

▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

内　科
10／2 場崎クリニック（代官町） ☎38・6600
9 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
16 五日市内科医院（植田町） ☎35・4666
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
10／2 松本眼科（三岳町） ☎31・3211
16 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３）
☎88・0087

23 伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105

歯　科
10／2 三和歯科クリニック（中

野４）
☎87・7070

9 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
10 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
16 浜の町歯科クリニック

（浜の町東３）
☎37・3566

23 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
30 梅原歯科医院（土手町） ☎32・7330

　お見合いをお手伝いする出愛サ
ポーターも随時募集しています。
▽とき　10月８日（土）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室C
■問ひろさき出愛サポートセンター事
務局（ひろさき未来戦略研究セン
ター内、☎ 35・1123、■Ｈ http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/seido/hirosaki-deai.
html）

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,154人　   （+            49）
　 男　　  80,733人　   （+            44）
　 女　　  95,421人　   （+              5）
・世帯数　 71,474世帯    （+            86）
平成 28年８月１日現在（推計）
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