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ひろさき出愛サポートセン
ター 11 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。
▽とき　11月 12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）

リサイクルスキー用品販売会

▽とき　11月 23日（水・祝）
　　　　午前10時半～午後２時
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）ホール
▽内容　小学生の保護者に、小学校
のスキー授業用の中古スキー用品を
安価で販売します。
■問弘前市連合父母と教師の会（☎
55・9655、月・水・金曜日の正
午～午後３時）

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ
　国では、近年のスマートフォンの
普及などに伴う携帯電話の通信量の
急増、地上デジタル放送への完全移
行などを踏まえ、周波数の再編を
行っています。
　今後、携帯電話事業者が新たに
700 ＭＨｚ（メガヘルツ）帯の周
波数を使った携帯電話システムの運

用を開始することに伴い、電波の影
響で、テレビ放送の画像が乱れたり
映らなくなるなどの受信障害が発生
することがあります。
　影響の出る恐れがある地域で
は、携帯電話事業者が組織した
「700ＭＨｚ利用推進協会」の担当
者が、家庭への訪問、チラシの配布、
対策作業（テレビブースターの交換
やテレビアンテナへの対策用フィル
タの取り付け）を行うことがありま
す。
　対策作業に費用は一切発生せず、
工事業者が費用を市民に請求するこ
とはありません。担当者は身分証を
携行していますので、不審に思った
際は提示を求め、コールセンターへ
お問い合わせください。なお、配布
するチラシの内容など詳しくは、市
ホームページ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/oshirase/
kurashi/700mhz.html）をご覧
ください。
■問 700 ＭＨｚテレビ受信障害対策
コールセンター（☎フリーダイヤル
0120・700・012、午前９時～午
後10時）
※ IP 電話等で上記番号につなが
らない場合は、☎ 050・3786・
0700におかけください。

こどものまちミニひろさき
vol.2 こどもスタッフ募集
～考えよう！仲間と描く、君のま
ち！～
　「こどものまちミニひろさき」は、
こどもたちがつくる・こどものため
の・こどもだけのまちです。来年２
月18日・19日に２回目の「こども
のまち」を開催するのに先駆け、ど
んなまちにしたいか一緒に考えてく
れるこどもスタッフを募集します。

▽とき　12 月３日・17 日、平成
29 年１月７日・21 日、２月４日
の午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学コラボ弘大（文
京町）１階ホール
▽対象　小学校５・６年生
▽参加料　無料
▽申し込み方法　11 月 25 日まで
に、電話かEメールまたは郵送（氏
名・学年・連絡先を記入）で申し込
みを。
■問弘前大学生涯学習教育研究セン
ター深作研究室（学生・教員研究
会らぶちる－ Love for Children、
〒 036・8560、 文 京 町 １、 ☎
39・3147、■Ｅ kodomonomachi.
hirosaki@gmail.com）
※子どもゆめ基金の助成金を受けて
実施します。

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　12 月８日・９日の午前
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　110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 方 法　11 月 11 日～
28 日に、消防本部予防課（本町、
☎32・5104）か最寄りの消防署・
分署へ。

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♯）

排水設備工事配管工認定講習

▽とき　平成29年１月20日（金）、
午前 10 時半～（受け付けは午前
10時～ 10時 25分）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）第３会議室
▽受験資格　土木工学科など指定学
科を修了している人、実務経験３年
以上の人など
▽受講料　7,000円
▽申し込み方法　上下水道部総務
課（岩木庁舎）で配布する申込書に
必要事項を記入の上、11 月 10 日
～ 30日（土・日曜日、祝日を除く）
に提出を。
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

緊急地震速報を受信した際
の行動訓練
　緊急地震速報を見聞きしてから強
い揺れが来るまでの時間はごくわず
かで、その短い間に、あわてずに身
を守るなど適切な行動をとるために
は、日ごろからの理解や訓練が重要
です。

　訓練では、防災行政無線により緊
急地震速報を放送しますので、放送
を聞いた人は、身を守る行動（頭を
守って安全な場所へ避難、危険な場
所からの避難など）を実践しましょ
う。
▽とき　11月４日（金）
　　　　午前10時ころ
※気象・地震活動の状況等によって
は、訓練を中止することがあります。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかった時などは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
▽その他　当日は、防災行政無線の
スピーカーから放送しますので、ご
理解とご協力をお願いします。
■問防災安全課（☎40・7100）

青森県最低賃金の改正

  青森県最低賃金は、10 月 20 日
から時間額で 716 円に改正され、
特定（産業別）最低賃金が適用され
る製造業と小売業の一部を除き、県
内で働くすべての労働者（常用、臨
時、パート、アルバイトを問わない）
と使用者に適用されます。このため、
労働局長の許可なく最低賃金額以上
の賃金を支払わなかった場合は、最
低賃金法違反となり、罰則規定（罰
金額 50万円以下）が適用されるこ
とがあります。
■問青森労働局賃金室（☎青森017・
734・4114、 ■Ｈ http://aomori-
roudoukyoku . js i te .mhlw.
go.jp/）

保健衛生座談会

　環境や保健に関することで、日ご
ろ疑問に思っていることや、取り組
んでいることなどについて、気軽に
お話ししませんか。どなたでも参加

できます。
▽日程　11月８日…大成小学校（御
幸町）交流室／ 11月 18日…西交
流センター（城西４丁目）
※時間はいずれも午後１時半～。
▽講師　市職員
■問弘前市町会連合会事務局（☎
35・1111、内線 346）
※健幸ひろさきマイレージポイント
対象事業です。

給与支払報告書の提出は
eLTAX（エルタックス）で！
　eLTAXは、地方税に関する手続
きをインターネットを利用して電子
的に行うシステムで、次のような利
点があります。
○手続きは自宅やオフィスから可能
○複数の地方自治体にまとめて一度
に送信が可能
○ eLTAXのサービスは無料
　平成 29年１月から、国と地方に
それぞれ提出する義務のある源泉徴
収票・給与支払報告書の電子的提出
の一元化が始まります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
■問地方税電子化協議会（☎ 0570・
081459、 ■Ｈ http://www.eltax.
jp/）
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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

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、②の弘前ねぷたあどはだりコースだ
よ。このコースに申し込みをすると、抽選で、
ねぷたまつりで実際に使われたねぷた絵がも
らえるんだって。全国の人にねぷたを
知ってもらって、弘前をさらに
好きになってもらえるといいね！

※質問は８ページに、関連記事を 3～５
ページに掲載。


