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  地方税ポータルシステム
（eLTAX〈エルタックス〉）
は、法人県民税・法人事業税・
特別法人事業税の申告などの手
続きをインターネットで行うシ
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、申請書を窓口に持
参したり郵送したりする必要が
なく、とても便利です。
　詳細はeLTAXホームページ
（https://www.eltax.lta.
go.jp/）をご覧ください。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32-1131、内線228）

　ＰＣＢは、かつて事業用の電
気機器の絶縁油などに使用され
ていました。しかし、人体に有
害であることが分かり、昭和
47年に製造が中止されたもの
の、今でもＰＣＢを含んだ機器
が発見されています。
　ＰＣＢが使用された電気機器
には、変圧器やコンデンサー、
照明器具に組み込まれている安
定器などがあります。これらは
主に事業用の建物で使用され、
安定器はかつて事業を営んでい
た古い建物の照明器具から発見
される例が確認されています。

　また、ＰＣＢが使用された古
い低圧進相コンデンサー（モー
ターで稼働する設備や業務用冷
凍・冷蔵庫などの電気機器の力
率を改善する目的で設置される
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小型のコンデン
サー）が配電盤
や壁などに残さ
れたままとなっ
ている例も確認
されています。
　ＰＣＢ廃棄物
は、処分期限ま
でに処分することが義務付けら
れています。今一度、ＰＣＢが
使用された電気機器がないか確
認し、発見した場合は速やかに
県へ届出するとともに、期限内
に処分するようお願いします。
※期限までに処分しなかった場
合、法律により処罰されること
があります。
　詳細は県ホームペ
ージ（QRコード）
で確認を。
■■問問 県環境保全課（☎017 -
734-9584）／中南地域県民
局環境管理部（☎31-1900）

　県では、県内の「あおもり飲
食店感染防止対策認証制度」の
認証を受けた飲食店を対象に、
飲食代1,000円１口から応募
できる、食事券が当たるキャン
ペーンを実施しています。
▼応募期限　９月30日㈮
※参加店も令和５年１月20日
㈮まで募集しています／詳細
はイベントホームペ
ージ（QRコード）
で確認を。
■■問問つなぐる事務局（☎017-
752-8310）

　中南地域県民局では、各産直
施設から生中継で旬の農産物や
売れ筋商品などを紹介する「産

あおもり安心飲食店応援
キャンペーン「つなぐる」

魅力ある産直施設へ
出かけてみませんか？

直レポート」を FMアップル
ウェーブ（周波数 78.8MHz）
で放送しています。
▼放送日時　11 月 25 日まで
の毎週金曜日、午前 11 時～
11時 10分
※ 10月 14日のみ午後２時～
２時 10分／日程は変更になる
場合があります。
■■問問中南地域県民局農業普及振興
室（☎32-1131、内線 266）

　バスの走行中に席
を離れると、転倒な
どの思わぬけがをする場合があ
ります。降りる時は、バスが停
留所に着いて扉が開いてから席
を立ってください。
　また、バスは安全運転に徹し
ていますが、やむを得ず急ブレ
ーキをかける場合があります。
満席のため立って利用する場合
には、吊革や握り棒にしっかり
とつかまりましょう。
■■問問青森県バス協会（☎ 017-
739-0571）

　話し合いで問題の解決を図る
裁判所の調停制度は、10月で
100周年を迎えます。調停は、
非公開の場でさまざまなトラブ
ルの解決を柔軟に図る制度です
ので、お悩みの人はご利用くだ
さい。
■■問問青森地方裁判所総務課庶務係
（☎017-722-5421）

　多重債務や労働問題、離婚、
ＤＶ、いじめ等、生活や心の悩
みを抱えた市民のために、青森
県弁護士会が無料で法律相談に

バスの車内事故防止に
ご理解とご協力を

調停制度発足 100 周年

暮らしとこころの法律相談会

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111

応じます。
▼とき　９月９日㈮～ 15 日
㈭
▼ところ　最寄りの地域の法律
事務所
▼申し込み方法　９月１日㈭
～７日㈬の平日（午前９時～
午後５時）に、電話で「暮らし
とこころの相談希望」と伝えて
予約してください。
※予約受け付け後、日程調整の
上、担当弁護士の事務所で相談
を行います。
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

　専門スタッフや弁護士がお金
や暮らしに関する悩みなどにつ
いて、丁寧に聞き取りし、一緒
に解決の糸口を見つけます。

「解決の糸口を
見つけに行こう！」相談会

▼とき　９月10日㈯
　　　　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
▼内容　お金の問題（多重債務
問題など）、遺産相続、不動産
売買、税金等公共料金の滞納、
ＤＶ・離婚問題、その他くらし
に関する悩み事
▼相談料　無料
※事前の予約が必要。
▼ 予 約 電 話 番 号　☎ 0120-
102-354
■■問問消費者信用生活協同組合弘前
事務所（☎55-7795）

　岩木スカイライ
ンから日頃の感謝
を込めて、９月８
日㈭に一部車種の自動車道通

津軽岩木スカイライン
自動車道の通行料が無料に

行料を無料とします。
▼無料通行対象車種　二輪車
（126㏄以上、通常料金 1,050
円 ）、軽自動車（通常料金
1,520 円）、小型自動車（通常
料金1,830円）、普通自動車（通
常料金1,830円）
※マイクロバス、大型車（中型
バス・大型バス）は対象外／リ
フトは通常通り有料。
▼自動車道営業時間　午前８時
～午後５時（最終入場は午後４
時）

【御朱印の発行】
　岩木山神社の御朱印を発行し
ます（数量限定）。
※御朱印帳への記載はなく、書
き置きの御朱印です。
▼とき　９月８日㈭限定
▼ところ　岩木山神社山頂奥宮
※初穂料（300円）が必要。
■■問問岩木スカイライン（梅原さん、
☎83-2314）

ームページでご確認ください。
UJI ターン求職者を対象としたス
カイプ（インターネットによるテ
レビ電話）での面談ができます（開
催日の７日前までの申し込みが必
要）。
■■問問 I・M・S（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55-
5608、■■ＦＦ 55-5607）
労働相談会労働相談会
　青森県労働委員会で
は、個々の労働者と事
業主との間に生じた労働条件など
のトラブルを解決するため、無料
の相談会を開催します。
▼とき　９月６日㈫の午後１時
30 分～３時 30 分、９月 25 日
㈰の午前 10時 30 分～午後０時
30分
▼ところ　青森県労働委員会（青
森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け（事前予約を優

就労に関するお知らせ

求人説明会・ミニ面接会求人説明会・ミニ面接会
　市内企業の人事担当者が、仕事
内容などを生の声で伝えます。求
職中であれば誰でも無料で参加で
き、面接も可能です。
▼とき　９月 16日㈮・28日㈬、
午後１時 30 分～４時 30 分（受
け付けは午後１時から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４階
市民文化交流館ホール
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼定員　20 人程度
▼申し込み方法　当日までに、申
込書をファクスまたはハローワー
ク窓口に提出を。
※電話での申し込みも可。
▼その他　ハローワークに未登録
の人も参加可。雇用保険受給者は
雇用保険受給資格者証の持参を。
参加企業は青森労働局または市ホ

先）。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、■■ＦＦ 017-734-
8311、相談ダイヤル☎ 0120-
610-782）
生産性向上支援訓練生産性向上支援訓練
▼とき　10 月 12 日㈬、午前９
時30分～午後４時 30分
▼ところ　総合学習センター（末
広４丁目）
▼内容　顧客満足度向上のための
組織マネジメント
▼対象　会社から受講指示を受け
た在職中の人＝ 15人
▼受講料　3,300 円
▼申し込み方法　９月 28日㈬ま
でに、ファクスで申込書（ホーム
ページでダウンロード可）の提出
を。
■■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/）
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▲業務用照明器具安定器

▲ 低圧進相　　
コンデンサー


