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ひろさき出愛サポートセン
ター２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　２月11日（土・祝）
　　　　午前10時～午後４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）

行政書士による無料相談会

　県行政書士会中弘支部と行政書士
コスモス会による許認可・相続・遺
言・成年後見などの相談会です。事
前の予約は不要です。
▽とき　２月14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
■問奈良行政書士事務所（☎ 40・
0024）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　２月 20日～ 24
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　２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。
　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（市役所新庁舎２階、☎
40・7032、40・7033）

市営住宅使用料等納付相談会

　市営住宅および駅前住宅の入居者
で、住宅使用料等を納期限までに納
付できない事情などがある場合は、
ご相談ください。受け付けできる相
談内容などの詳細は市ホームページ
をご確認ください。　
▽とき　２月 22日～ 24日、午前
８時半～午後８時
▽ところ　財産管理課（市役所新館
２階、窓口203）
■問 財産管理課住宅係（☎ 35・
1321）／市営住宅サービスセンタ
ー（財産管理課内、☎40・7013）

無料よろず相談会

　法律、遺言、相続、税金、各種申
請手続きなど、どこに相談したらよ
いかわからない人にも複数の専門家
が合同で相談に応じます。秘密は厳
守し、事前の予約は不要ですので、
ぜひご利用ください。
▽とき　２月 26 日（日）、午後１
時～４時（受け付けは午後３時半ま
で）
▽ところ　市民会館（下白銀町）中
会議室
▽相談員　弁護士、公証人、公認会
計士、税理士、司法書士、社会保険
労務士、行政書士、土地家屋調査士、
宅地建物取引士など
■問ボランティアグループ「らの会」
（三上さん、☎38・1829）

相続登記はお済みですか

　相続した不動産（土地・建物）に
ついての相続登記（名義変更）は、
不動産の所在地を管轄する法務局に
申請が必要です。
　長い間、相続登記をしないで放置
していたために、相続人が死亡して
しまい、相続権のある人が次第に増
え、遺産分割の協議がまとまりにく
くなってしまうことがあります。
　相続登記は、しなければ罰せられ
るというものではありませんが、放
置することは、自分の子どもや孫に
手間と費用をかけさせてしまう結果
にもなりますので、早めに相続登記
をしましょう。
■問青森県司法書士会総合相談セン
ター（☎フリーダイヤル 0120・
940・230）／青森地方法務局弘
前支局（☎26・1150）

商品計量調査体験学習会

　商品の重さなどを正しく「はかる」
ことは、安心な取引のため大変重要
です。市では、計量法に基づき、食
料品店や薬局などの取引等に使用さ
れている計量器やグラム売り商品を
定期的に検査しています。
　この「計量」を消費者の皆さんに
身近に感じてもらうため、商品計量
調査体験学習会を開催します。実際
の商品を購入しての計量調査を通し
て、計量制度について学んでみませ
んか。
▽とき　３月15日（水）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　計量制度の説明、市内スー
パーでのグラム売り商品の購入、グ

ラム売り商品の計量調査
▽対象　18 歳以上の市民＝ 10 人
（先着順）
※商品の購入費は市が負担し、購入
した商品は参加者に持ち帰ってもら
います。
■問２月６日～ 24日に、商工政策課
（☎35・1135）へ。

償却資産（固定資産税）の
申告はお済みですか？
　まだ申告を済ませていない人は、
早めに手続きを。
▽申告が必要な人　平成 29年１月
１日現在、市内に事業用の減価償却
資産（建物や自動車などを除く）を
所有する個人または法人
※平成 28年中に新たに事業を始め
た人はお知らせください。
※個人事業主が申告する場合は、窓
口で身元確認および個人番号（マイ
ナンバー）確認をしますので、身分
証明書および番号通知カードを持参
してください。
※申告がない場合は、事業所などを
直接訪問することがあります。
■問資産税課資産税係（市役所新庁舎
２階、窓口210、☎ 40・7027）

ひろさき移住サポートセンター
東京事務所 非常勤嘱託員募集
　ひろさき移住サポートセンター東
京事務所（千代田区有楽町２丁目）
では、ハローワークを通じて、非常
勤嘱託員（事務補助、週 30時間勤
務）を募集します。詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、お問い
合わせください。
▽募集人数　１人
▽募集期間　２月15日まで
■問ひろさき移住サポートセンター

東京事務所（☎東京 03・6256・
0801）

「無料の健診」受診しましたか
～受診は３月 15 日まで～
　国民健康保険に加入している 40
歳以上 75歳未満の人を対象に、国
保特定健康診査を無料で実施してい
ます。また、後期高齢者医療制度に
加入している人を対象に、後期高齢
者健康診査を無料で実施していま
す。いずれの健診も本年度は３月
15日で終了となりますので、まだ
受診していない人は早めに受診を。
　また、後期高齢者の無料の歯科健
診も３月 31日まで歯科医院などで
実施しています。
※健診には約１万円の費用が掛かり
ますが、「受診券」を使用すること
で無料で受診できます（歯科健診は
「受診券」がありません）。詳しくは「平
成 28年度健康と福祉ごよみ」24
ページ、26ページをご覧ください。
■問国保特定健康診査について…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）

インフルエンザにご注意を

　季節性インフルエンザは、例年２
月ごろ流行のピークを向かえますの
で、十分な注意が必要です。市内で
も患者報告数が増えていますので、
次のことを心掛けてください。なお、
かぜやインフルエンザに関する相談
も受け付けています。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が
悪いときは人込みをなるべく避ける
②帰宅したら手洗い・うがいをする

③せき・くしゃみなどの症状がある
ときは、マスクを着用する
④過労や睡眠不足にならないよう、
十分な栄養や休養をとる
⑤室内が乾燥しないよう気を付け、
適度な湿度を保つ
【インフルエンザにかかったら】
①普通のかぜだと軽く考えず、マス
クを着用して早めに医療機関を受診
する
②安静にして、休養をとる。特に、
睡眠を十分にとる
③水分を十分に補給する（お茶やス
ープなど飲みたいもので構わない）
④せき・くしゃみなどの症状がある
ときは、周りの人にうつさないよう、
マスクを着用する
⑤人込みや繁華街への外出を控え、
無理をして学校や職場へ行かない
■問 健康づくり推進課　（☎ 37・
3750）

赤十字活動事業にご協力を

　日本赤十字社青森県支部では、２
月１日より、平成 29年度に実施す
る赤十字活動の資金確保のため、赤
十字社員増強・社資増収運動を実施
します。
　日本赤十字社は、今も東日本大震
災の被災地の復興支援活動を継続し
ているほか、人命救助を目的とする
救急法講習会の普及、地域等で福祉
活動を推進する赤十字奉仕団の育成
など、災害救護体制の強化と住民の
防災意識の普及に努めており、これ
らは赤十字社員の社資（社費・寄附
金）を財源としています。
　赤十字活動の普及・推進のため、
市民の皆さんの加入、社資のご協力
をよろしくお願いします。
■問弘前市社会福祉協議会総務課（☎
33・1161）

 その他
 

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

平成28年 11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
（４月～11月の累
計から換算）

平成28年

差

5,072t

1,042g
1,093g
-51g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

578t 減 !!
（昨年同月比） 

　みんなはエコバッグを持ってい
るかな？買い物の時にレジ袋をも
らわないでエコバッグを使うこと
でごみも減るし、CO2 の削減に
もつながるんだ。だから買い物に
行くときはお気に入りのエコバッ
クを持って行こうね！

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

平成27年

今月の市税などの納期

納期限
２月 28 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をご利用ください。
☆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４期
国民健康保険料  第８期
介 護 保 険 料  第８期
後期高齢者医療保険料  第８期

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、①の「10㎝以上」あった場合だよ（※）。
みんなが夜寝ている間に除雪車両などが出動
して頑張って片付け作業をしている
んだ。玄関や車庫の前にどうしても
残ってしまった雪は、みんなで力を
合わせて片付けようね！
※質問は10ページに掲載。出動基準は一般除雪（午前０時
時点）・歩道除雪（午前５時～７時時点）についての数値。
10㎝以上の降雪が見込まれるときに出動する場合もあり。


