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▽対象経費　大手企業等との連携
等によりりんご産業のイノベー
ションに資する設備設置や物品購
入、システム開発、園地の賃借料お
よび収量補てんに係る費用、過去に
本事業を活用した取り組みの効果
実証および成果の普及啓発経費な
ど
▽補助金の額　補助対象経費の２
分の１の額または 200 万円のいず
れか少ない額以内の額（過去に本事
業を活用した取り組みの効果実証
および成果の普及啓発経費の場合
は上限100万円）
▽申込期限　５月26日　
■問ひろさき未来戦略研究センター
（☎40・0631）

弘前文学学校18期生募集

　弘前文学学校では、幅広い年齢層
の人やさまざまな職業の人が集い、
文章の書き方を学んでいます。
　講義を受けるだけの人、投稿に挑
戦したい人、出版を考えている人な
ど、学ぶ喜びにチャレンジしてみま
せんか。
▽とき　４月 30日～平成 30年３
月 25日の毎月第２～４日曜日、午
前10時半～午後０時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ　「豊かな人間性と高い志
を備えた人間育成」

▽受講料　２万円
■問弘前文学学校事務局（渋谷さん、
☎88・2427）
※あおもり県民カレッジ認定校です。

ひろさきアートマルシェ

　アーティストの掘り起こしや、広
く市民にアートに触れてもらうこと
を目的として、気軽に展示販売と交
流ができるイベント「ひろさきアー
トマルシェ」を開催します。
▽とき　５月３日～５日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
※雨天時は
館内で開催。
出店内容に
関する詳細
は問い合わ
せを。
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、午前９時～午後５時、第３
火曜日は休み）

期間限定
青森空港JAL便を増便します
　滑走路補修工事のため、５月 11
日から７月４日までの間、三沢空港
発着便は全路線運休となります。そ
の間、青森空港の JAL 便が一部増
便となりますので、運航ダイヤなど

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　５月11日・18日・25日・
28 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（18日は午後６時～７
時も受け付け）
▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽相談方法　ファイナンシャルプラ
ンナーが個別に対応します（１人１
時間まで、先着順）
▽対象　市税などを滞納している人
▽料金　無料
▽申し込み方法　５月１日までに、
電話か窓口で申し込みください。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

りんご産業イノベーション
支援事業費補助金
　りんご産業の維持発展に資する
と考えられる「新たな」取り組みに
対して、補助金を交付します。労働
力の確保、作業の軽減、効率化、高
付加価値化などの革新的な取り組
みを募集します。
▽対象者　市内に住所を有する２
戸以上のりんご生産者で組織する
団体、または農地所有適格法人・農
業協同組合・認定農業者・認定新規
就農者のいずれか

　青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市役所周
辺と弘前公園内で行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき　５月５日（金・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機
械点検、放水訓練、車両分列行進／第２会場＝弘前公
園内（午前９時開始）…人員服装点検、まとい振り・
はしご乗り演技、式典
【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますの
で、ご協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～弘前文化センター
（下白銀町）外濠沿い、午前６時15分～８時半
■問防災安全課（☎40・7117）
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の詳細は、県ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/
traffic/JAL_zobin.html）で確認
ください。
■問青森県交通政策課（☎青森017・
734・9153）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯
学習の振興に寄与するため、さまざ
まな分野において一芸に秀でた人
材を「津軽の名人・達人」として登
録し、学校・施設・団体・サークル
などで講師・指導者として利用して
もらうものです。
○利用方法　
　「名人・達
人」は市町村
窓口などに設
置している登
録者名簿か、
津軽広域連合
ホームページ
でご覧になれます。希望や目的に
あった「名人・達人」を見つけたら、
利用者が直接連絡を取り、協力を依
頼してください。指導・支援の詳細
については、利用者と「名人・達人」
とで話し合いの上、決定してくださ
い。
※講師にかかる謝礼の助成制度も
ありますのでぜひご利用ください。
また、自分の特技を人に指導でき
る「名人・達人」も募集しています。
登録方法など、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
■問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■Ｅ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■Ｈ
http://tsugarukoiki.jp/）

ひろさき広域出愛サポート
センター４月休日登録会
　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。
　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　４月 29 日（土・祝）、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A
■問ひろさき広域出愛サポートセ
ン タ ー 事 務 局（ ☎ 35・1123、
■Ｈ http://www.city.hirosaki.
aomor i . jp/ jouhou/se ido/
hirosaki-deai.html）

平成29年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険
事業を運営しています。
　平成 29 年度の健康保険料率は、
３月分（４月納付分）保険料より
9.97％から 9.96％に変更になりま
す。
■問全国健康保険協会青森支部（☎青
森 017・721・2713、■Ｈ http://
www.kyoukaikenpo.or.jp/
shibu/aomori/）

在宅患者訪問歯科診療

　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
等の自宅などを訪問して、歯科診療
や口腔（こうくう）衛生の指導を行っ
ています。
▽診療内容など　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／その他口腔の健康増進など
▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合）
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前歯科医師会（☎27・8778）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　①６月 10 日、②６月 17
日、③９月２日
▽ところ　①②＝弘前東高等学校
（川先４丁目）／③弘前工業高等学
校（馬屋町）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～６類）／丙種
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　①②＝４月 26日～５

月 12 日（４月 23 日～５月９日）
／③７月 26 日～８月４日（７月
23日～８月１日）
※（ ）内はインターネットによる
電子申請受付期間。消防試験研究
センターホームページ（http://
www.shoubo-shiken.or.jp） か
ら申し込みできます。
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町）／最寄りの消防署・分署
【事前講習会】
▽とき　５月18日・19日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　弘前消防本部３階大会議
室
※車で来場する場合は、最寄りの有
料駐車場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,600
円（いずれも講習初日に徴収）
▽受付期間　４月 14日～５月９日
（平日の午前８時半～午後５時）
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
／最寄りの消防署・分署

弘前税務署からのお知らせ

○税額を多く申告していたとき
　「更正の請求」をして正しい税額
へ訂正を求めることができます（た
だし、法定申告期限から５年以内）。
○税額を少なく申告していたとき
　「修正申告」をして正しい税額に
修正するとともに、新たに納める税
額は、修正申告書を提出する日まで
に延滞税と併せて納めてください。
なお、修正申告をする場合には加算
税がかかることがあります。
※確定申告を忘れていたときはで
きるだけ早く申告してください。申
告が遅れると延滞税がかかるほか、
加算税もかかる場合があります。
※平成28年分確定申告の所得税お
よび復興特別所得税の振替納付日
は4月 20日、消費税および地方消
費税の振替納付日は 4月 25 日で
す。残高不足等で振替納付が出来な
かったときは延滞税がかかります。
　詳しくは国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp/）をご覧
ください。
■問弘前税務署（☎32・0331）
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