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今月の市税などの納期

納期限
10月２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２期
国民健康保険料  第３期
介 護 保 険 料  第３期
後期高齢者医療保険料  第３期

 各種無料相談
名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士
弘前コスモス会
無料相談会

９月 12日（火）、午後１時半～
３時半（事前の予約は不要）

ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室１ 相続・遺言を中心とした相談会

ふたば行政書士事務
所（二葉さん、☎ 
88・8781）

夜間・休日
納税相談

夜間＝９月 15日、19日～ 22
日の午後５時～７時半／休日＝
９月 24日の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁舎
２階）

日中や平日に納税相談ができない
人のための夜間・休日納税相談

収納課（☎ 40・
7032、40・7033）

お金や暮らしに
関する相談会

９月 16日（土）、午前 10時～
午後４時（事前の予約が必要）

総合学習センター（末
広４丁目）会議室

お金や暮らしに関する悩みについ
ての相談

消費者信用生活協同
組合青森事務所（☎
フリーダイヤル
0120・102・143）

のびのび子ども
相談

９月 26日（火）、午前９時半～
午後３時（受け付けは午後２時
まで。事前の予約が必要） 弘前市保健センター

（野田２丁目）

発達相談（ことばが遅い、落ち着
きがないなど）。対象は市民で 1
歳以上の幼児とその家族。母子健
康手帳の持参を。
※９月４日～25日に申し込みを。

弘前市保健センター
（☎ 37・3750）

こころの健康
相談

９月 19日（火）、午前９時～ 11
時（事前の予約が必要）

本人や家族のこころの悩み、家族を
自死で亡くした人の悩みについて

健康相談・
禁煙相談

９月８日・20日・24日・25日
の午前９時～ 11時（実施日の２
日前〈24日開催は３日前〉まで
に予約が必要）

９月８日・20日・24
日＝ヒロロ（駅前町）
３階健康エリア／９月
25日＝弘前市保健セ
ンター（野田２丁目）

生活習慣病の予防、健診結果、禁
煙など、健康や栄養について

平成 29 年就業構造基本調査を
実施します
　総務省統計局（青森県・弘前市）
では 10 月１日を調査期日とした、
就業構造基本調査を実施します。
　この調査は 15歳以上の人を対象
に、就業・不就業の実態を明らかに
することを目的として行う国の重要
な統計調査です。調査結果は、雇用
政策、経済政策など、各種行政施策
の企画・立案のための基礎資料とし
て活用されます。
　調査をお願いする世帯には、９月
に調査員が伺い、調査票を配布しま
す。記入した調査票は後日調査員が
回収に伺います。なお、パソコンや
スマートフォンを使用して、簡単に
インターネットで回答することがで
きます。
　調査の趣旨・必要性を理解いただ
き、回答をお願いします。
■問ひろさき未来戦略研究センター情
報分析・行革・連携担当（☎ 40・
7016）

運転免許証の返納前に
マイナンバーカードの申請を
　マイナンバーカードは、運転免許
証と同じく、顔写真付きの身分証明
書として使用することができます。
　市民課窓口で顔写真の撮影や申請
といったすべての手続きができます
ので、顔写真の準備は不要です。
　初回の申請は無料で、職員が申請
手続きを補助しますので、マイナン
バーカードについて詳しく知りたい
人や申請を希望する人は、気軽にお
越しください。
▽申請時に必要なもの　運転免許
証、保険証等の本人確認が出来るも
の
■問 市民課住民記録係（☎ 40・
7020）

「稲わら」を活用しませんか

　りんご園の敷きわらや、家庭菜園
などに使う稲わらを無料で提供する
「稲わらふりーでん」を、10 月中
旬から行います。希望する人には提
供場所の地図を送付します。
　申込時に、必要な稲わらの量をお

知らせください。
■問９月 15日までに、農業政策課農
産係（☎40・7102）へ。

ふるさと回帰フェア in 東京

　当市の相談ブースが出展します。
首都圏に弘前への移住を検討してい
る知り合いがいる人は周知のご協力
をお願いします。
▽とき　９月10日（日）
　　　　午前10時～午後４時半
▽ところ　東京国際フォーラム（東
京都千代田区丸の内３丁目）ホール
Ｅ
■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）

青森県営農大学校
平成 30 年度学生募集
　青森県営農大学校は、農業経営者
を養成する県立の専修学校です。こ
のたび、平成 30年度の入校生を募
集します。
▽募集課程と定員　畑作園芸・果樹・
畜産課程の３課合わせて 70人（推
薦は定員の３分の２以内）
▽修業期間　２カ年（全寮制）
▽募集期間・試験日程
①推薦選考　出願受付＝ 10月４日
～ 18 日／選考日＝ 11 月 10 日／
合格発表＝11月 20日
②一般募集　出願受付＝ 11月 28
日～ 12 月 12 日／試験日＝平成
30年１月 19日／合格発表＝平成
30年１月 29日
③二次募集（定員に満たない場合
に実施）　出願受付＝平成 30年１
月 30日～２月６日／試験日＝平成
30年２月 16日／合格発表＝平成
30年２月 26日
※詳しくはホームページ（http://
www. p r e f . a omo r i . l g . j p /
soshiki/nourin/einodai/top_
page.html）をご覧ください。
▽願書請求　封筒に「願書請求」と
朱書きし、宛先を記入した角形２号
封筒（290円切手貼付）を同封し、
請求を。
■問青森県営農大学校教務研修課（〒
039・2598、上北郡七戸町字大
沢 48 の８、☎七戸 0176・62・
3111）

平成 30 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 30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
▽受付期間　10 月２日～ 11 月
17日
▽試験日　12月１日（金）
※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）

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、法人県民税・法人事
業税・地方法人特別税の申告などの
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、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。
※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。
■問中南地域県民局県税部課税第一課
（☎32・1131、内線 278）

10月１日～７日は「公証週間」

　公証人は、国の一機関として、地
域住民の財産などの権利や生活を守
り、トラブルを未然に防ぐために次
の業務をしています。
○公正証書で契約書を作り、大切な
財産を守ります／公正証書で遺言書
を作り、大切な人に遺産を譲ります
／公正証書で養育費の給付契約書を
作り、子どもの将来を守ります／任
意後見契約書を作り、老後の安心を
確保します／定款認証で適法な会社
を設立します
　手数料は法令により定められてい
ますので、安心して利用ができます。
※公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、ご相談ください。
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町、☎34・3084）

児童・生徒の募集

【弘前大学附属小学校】
▽募集人員　
107 人（附属
幼稚園からの
進学者を含む）
▽資格　①平
成 23 年４月
２日～ 平成
24 年 ４月１
日生まれ／②保護者と同居している
こと／③通学時間が片道１時間以内
であること（青森市からの通学は浪
岡地区のみ可）
▽出願書類の交付・受付　
○交付＝９月22日～ 10月 18日
○受付＝ 10 月 23 日～ 11 月２日
（郵送不可）
※時間は午前９時～午後４時（土・
日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月９日／

合格者発表＝12月 15日
■問弘前大学教育学部附属小学校（学
園町、☎32・7202）
【弘前大学附属中学校】
▽募集人員　165 人（附属小学校
からの進学予定者約90人を含む）
▽資格　①平成 30年３月に小学校
を卒業見込みの児童／②保護者と同
居していること／③通学時間が片道
１時間以内であること（青森市から
の通学は浪岡地区のみ可）
▽出願書類の交付・受付　
○交付＝11月７日～ 15日
○受付＝ 11 月 10 日～ 22 日（郵
送不可）
※時間は午前９時～正午と午後１時
半～３時（土・日曜日、祝日を除く）。
▽選考日　12月 23日
▽合格者発表　12月 27日
■問弘前大学教育学部附属中学校（学
園町、☎33・2159）
【弘前学院聖愛中学校】
▽募集人員　60人

▽資格　①平成 30年３月に小学校
を卒業見込みの児童／②保護者と同
居し、同居先から通学する者
▽応募書類の交付・受付
○交付＝随時、弘前学院聖愛中学校
（原ヶ平字山元）事務室窓口で交付
○受付＝平成 30年１月９日～ 25
日
※時間は、平日は午前９時～午後４
時、土曜日は午前９時～午後１時。
▽検査日　平成 30 年１月 27 日、
午前８時半～
▽合格者発表　平成 30年１月 29
日
※合否の結果は、合格発表日より３
日間、ホームページにも掲載します。
▽入学者説明会　平成 30年２月３
日の午前 10時～、弘前学院聖愛中
学校
▽学校説明会　11 月 17 日、午前
10時～ 11時半
■問弘前学院聖愛中学校（☎ 87・
1411）


