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　軽油引取税は、自動車などの
燃料となる軽油の引き取りに対
し、１リットル当たり 32 円10 
銭の税率で課税される県の税金
です。事前に地域県民局長の承
認を得ないで、灯油や重油など
を混ぜて製造した不正軽油を自
動車の燃料として販売し、消費
した場合などは、脱税行為とし
て軽油引取税が課されます。不
正軽油は脱税行為だけにとどま
らず、環境汚染の原因にもなっ
ています。
　県では、不正軽油を防止する
ため、道路での燃料抜取調査や
各事業所への訪問調査を実施し
ていますので、調査にご協力を
お願いします。また、不正軽油
の製造、販売および使用に関す
る情報がありましたら、お問い
合わせください。
■■問問県税務課「不正軽油 110 番」
（☎ 017-734-9066）／中南地
域県民局県税部（☎32-4341）

　医療機関や
調剤薬局で、
マイナンバー
カードを健康
保険証として

不正軽油は脱税です！

マイナンバーカードが健康保
険証として利用できるように
なります

利用できる仕組みが 10月から
本格運用されます。
　対象の医療機関や、健康保険
証を利用するための初回登録な
ど、詳しい利用方法は厚生労働
省ホームページ（https://www.
mhlw.go.jp/stf/newpage_
08277.html）で確認してく
ださい。
※従来の健康保険証は今後も使
用できます／市役所では初回登
録のサポートを行っていますの
で、マイナンバーカード普及促
進対策室または国保年金課まで
ご相談ください。
■■問問マイナンバー制度やマイナポ
ータルについて…マイナンバー
総 合 フ リ ー ダ イ ヤ ル（ ☎
0120-95-0178）／国民健康
保険被保険者証について…国保
年金課国保保険料係（☎ 40-
7045）／後期高齢者被保険者
証について…国保年金課後期高
齢者医療係（☎ 40-7046）／
マイナンバーカードについて…
マイナンバーカード普及促進対
策室（☎40-0506）

　マイナンバーカードの交付窓
口を臨時開設します。平日の来
庁が困難な人は、事前予約の上
ぜひご利用ください。
▼開設日と開設時間　10 月２
日（土）・23 日（土）の午前

マイナンバーカード
臨時交付窓口を開設

９時～正午（最終受け付けは午
前11時 50分まで）
▼交付場所　市民課窓口（市役
所１階）
※予約の際は交付通知書を用意
してください／マイナンバーカ
ードの申請補助は行いません。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

【保険料が年金から天引き（特
別徴収）されている人へ】
　年金から徴収される保険料額
は次のとおりです。
●４月・６月・８月 …年金振
り込み時に今年２月と同額を徴
収済（仮徴収）
● 10 月・12 月・２月…今年
７月に決定した保険料の年額か
ら仮徴収した額を差し引いた残
額を分割して徴収（本徴収）
※徴収額は７月に送付した保険
料額納入通知書で確認を。
■■問問国保年金課後期高齢者医療係
（☎40-7046）

国では、予防接種体制の不備
によりＢ型肝炎に感染した方に
対し、給付金を支払うことを決
定しています。
　Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

B 型肝炎の被害にあった人へ
～電話相談窓口のご案内～

では、多くのＢ型肝炎患者が給
付金を受けられるよう、無料電
話相談窓口を常設しています。
Ｂ型肝炎に感染している人はご
相談ください。
■■問問Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団
事務局（☎ 0120-76-0152、
平日の午前 10 時～午後２時、
■■ＨＨ https://bkantohoku.com）

　市内企業のブースで実際に仕
事を体験できます。
▼とき　10月 13日（水）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～／入退場自由）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　市内の企業に就職を希
望する人
※求職申し込みを希望する場合
は、ハローワークの登録が必要。
▼参加企業数　10 社程度（予
定）
▼参加料　無料
▼その他　雇用保険受給者は求
職活動実績の対象になるため、
雇用保険受給資格者証の持参を
／当日はヒロロ３階の託児室を
利用できます（事前の申し込み
が必要）
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、ヒロロ〈駅前町〉３
階、☎55-5608）

　相談員が看護職
の人の仕事探しを
サポートします。
▼と き　10 月 18
日、11月 15日、12月 20日、
令和４年１月 17 日、２月 21
日、３月 28日（いずれも月曜
日）の午後１時～４時
▼ところ　弘前就労支援センタ
ー（駅前町、ヒロロ３階）

企業説明会・仕事体験会

看護のお仕事移動相談

※平日の午前９時～午後４時に
電話・Eメールなどでの相談も
随時受け付けています。
■■問問青森県看護協会青森県ナース
センター（青森市中央３丁目、☎
017-723-4580、■■ＥＥ aomori@
nurse-center.net）

①表計算ソフト
の関数有効活用
▼と き　10 月
28日（木）
▼申込期限　10月 13日（水）
②表計算ソフトによる効率的な
データ分析
▼とき　11月 12日（金）
▼申込期限　10月 27日（水）
③表計算ソフトのピボットテー
ブル活用
▼とき　11月 18日（木）
▼申込期限　11月２日（火）
～共通事項～
▼時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼対象　企業からの推薦を受け
た人（事業主本人も含む）＝各
12人
▼受講料　各2,200円
▼申し込み方法　ファクスで申
込書を提出してください。申込
書はホームページからダウンロ
ードできます。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■■ＦＦ 017-777-
1187、■■ＨＨ https://www3.jeed.
go.jp/aomori/poly/）

　雇用保険を受給できない求職
者を対象とした職業訓練の受講
者を募集しています。一定の要
件を満たす受講者には、職業訓

表計算ソフトの業務有効
活用セミナー

求職者支援訓練の受講者募集

練受講給付金が支給されます。
▼とき　12 月８日（水）～令
和４年３月７日（月）
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼申込期限　11月 10日（水）
▼受講料　無料（テキスト代な
どは自己負担）
▼申し込み方法　事前に弘前公
共職業安定所（南富田町）で受
講手続きを済ませ、各訓練施設
に受講申込書を提出
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

　在職中の人
を対象とした
技能検定対策
講習を実施し
ます。
▼とき　現寸図・墨付…12月
６日（月）・８日（水）・10日（金）・
13日（月）・15日（水）／加工・
組立…令和４年１月５日（水）・
７日（金）・11 日（火）・13
日（木）・14日（金）
※いずれも午後６時～９時。
▼ところ　弘前高等技術専門校
▼定員　各10人
▼受講料　1,300 円
▼募集期間　現寸図・墨付…
10月 27日（水）～ 11月 12
日（金）／加工・組立…10月
27日（水）～12月 14日（火）
▼申し込み方法　電話またはフ
ァクス、郵送で申し込みを。
※受講申込書はホームページか
らダウンロード可。詳しくはホ
ームページをご覧ください。
■■問問 弘前高等技術専門校（〒
036-8253、緑ケ丘1丁目1の
9、☎ 32-6805、■■ＦＦ 35-5104、
■■ＨＨ https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_
zaishokusha.html）

建築大工技能検定実技試験
対策講習　受講生募集
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看護のお仕事移動相談


