緊急特集

特殊詐欺から身を守ろう！

道内における、昨年中の振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害は259件で、被害総額は過去最悪の約12億 5 千
万円にのぼりました（北海道警察発表）
。その中でも、被害にあわれた方の多くは65歳以上の高齢者となっています。
被害にあわないためには、不審な電話や郵便物には十分気をつけるとともに、特殊詐欺の被害にあいやすい高齢者など
に対して、周囲の人が手口や対処方法を呼びかけることが大切です。ご近所同士や身近な方とも声をかけあい、被害を
防止しましょう。

■手口を知ろう！！
〜詐欺を見破るキーワード

■対策をとろう！！
〜犯人からの電話に出ない、受けない

・宝くじの『当選番号』を教えます
・
『還付金』があるから『ＡＴＭ』まで行って
・ゆうパックやレターパックで『現金を送って』
・宅配便の品名は『お金ではなく○○』と書いて
・
『必ず儲かる』未公開株が『あなただけ』買えます
・○○を代わりに買って。『高値で買い取り』ます
・手数料を払えば、詐欺の『被害を回復』できます
・和解金を払わなければ『裁判沙汰』になる
・
『名義貸しは犯罪』です｡このままだと『逮捕』される
・
『上司』が『自宅にお金を受け取りに』行く
・
『今すぐ』お金を持って『上京』して

◆留守番電話に設定しよう
相手を確認してから電話に出られます。
また、犯人は声の録音を嫌います。
常時「留守番電話」にセットしておきましょう。

留守電のメッセージを吹き込み直すのも効果的！
「ご用件の方はお名前とご用件をどうぞ。身内の方
は合言葉をどうぞ。
」
「振り込め詐欺対策として、お
名前とご用件を確認しています。
」など
※ 親族や知人には、常に留守番電話の設定をして
いることを知らせておきましょう。また、家族で
合言葉などを決めておくとより効果的です。
◆ナンバーディスプレイ機能の活用
相手の電話番号を確認してから電話に出られます。
別途の契約（有料）が必要ですので、詳しくは電話会
社にご相談ください。

こんな キーワード が出たら

詐欺 を疑い
相談 !!

相談・
情報提供窓口

函館市役所「くらし安心 110 番」
函館市消費生活センター
警察 相談ダイヤル

▽ ▽ ▽

まずは
すぐに

４月１日から

☎21-3110
☎26-4646
☎51-9110 または＃9110（短縮ダイヤル）

市の機構が変わります

◆保健福祉部に「管理課」を設置し、「地域福祉課」から戦傷病者援護業務等を移管します。
お問合せ 保健福祉部管理課 ☎21-3256
◆子ども未来部に、27年度からの子ども・子育て支援新制度の導入に伴い、就学前の子どもに関する各種サービスを行
う「子どもサービス課」を設置します。（市役所 1 階）
▷幼稚園・保育園・認定こども園の支給認定、保育園の入退所・保育料の賦課など＝認定・入退所担当（☎21-3270）
▷施設型給付費、私立幼稚園就園奨励費、特別保育など＝サービス・給付担当（☎21-3272）
▷保育料の徴収など＝保育料担当（☎21-3030）
お問合せ 子ども企画課 ☎21-3932
◆観光部の「観光振興課」を「観光企画課」に名称変更するほか、「ブランド推進課」を廃止し、国内観光を所管する
「観光推進課」と国際観光を所管する「国際観光課」を設置します。
お問合せ 観光企画課 ☎21-3340
◆教育委員会事務局学校教育部の「学務課」と「教職員課」を統合し、
「学校教育課」を設置します。
お問合せ 生涯学習部管理課 ☎21-3536
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３月・４月の
異動シーズンにあわせ

住所異動などの
臨時窓口を開設
日時
場所

3 月29日㈰・ 4 月 5 日㈰
午前 8 時45分〜午後 5 時半
市役所本庁舎、亀田支所

4 月 1 日㈬〜 3 日㈮は本庁舎のみ、窓
口の時間延長（午後 7 時まで）を実施し
ます。（取扱業務は右表の●）
身分証明書や添付書類が必要な場合も
ありますので、詳しいことは事前に担当
課へお問合せください。

■取扱業務・お問合せ
届けの受付
住所異動届
（転入（住基カードによる転入を除く）
・転出・転居届等）
☎21-3173
●
印鑑登録申請
戸籍に関する届出（出生、婚姻、離婚等）
○ 住居表示に関する届【本庁舎のみ】
☎21-3121
☎21-3159
● 国民年金の加入・免除等に関する手続き
☎21-3150
● 国民健康保険に関する手続き
☎21-3184
● 後期高齢者医療制度に関する手続き
異動の手続き
● 介護保険被保険者証
☎21-3025
● 精神障害者保健福祉手帳【本庁舎のみ】
☎21-3077
● 身体障害者手帳・療育手帳
☎21-3264
● 医療助成（重度心身障害者）
☎21-3187
● 医療助成（子ども・ひとり親家庭等）
☎21-3181
● 児童手当・児童扶養手当
☎21-3267
証明書等の交付
戸籍・住民票（広域交付を除く）・印鑑登録・
●
住基カード（転入による継続利用を除く）
☎21-3168
● 母子手帳・出稼労働者手帳
● 転入学指定書（指定外校への就学希望を除く）
● 特別永住者証明書【本庁舎のみ】
☎21-3173
☎21-3154
● 納付確認書（国保・後期高齢者）
☎21-3206
○ 税務証明書（所得証明、納税証明など）
保険料の納付・相談
☎21-3153
● 国保・後期高齢者医療制度【本庁舎のみ】
☎21-3037
● 介護保険

27年度

次のとおり古着の調査回収を行いますので、ご協力
をお願いします。詳しいことは市のＨＰをご覧いただ

期別

くか、環境推進課へお問合せください。
※

２期

紙袋、ビニール袋、ハンガーは回収しません。
専用の回収ボックスに入れてください。

３期

回収場所・期間
▷拠点回収

４期

環境部庁舎（日乃出町26番 2 号）

4 月 1 日〜 3 月30日の午前 8 時45分〜午後 5 時半
※

▷イベント会場での回収
・花と緑のフェスティバル会場（グリーンプラザ）
6 月27日㈯・28日㈰の午前10時〜午後 4 時
・エコフェスタ会場（緑の島）
8 月29日㈯の午前10時〜午後 2 時半
環境推進課

☎56-6694

子育て支援課

戸籍住民課
国保年金課
税務室市民税担当
国保年金課
介護保険課

固定資産税
都市計画税
4 月16日〜
4 月30日
7 月16日〜
7 月31日
9 月16日〜
9 月30日
12月10日〜
12月25日

市道民税

軽自動車税

6 月16日〜
6 月30日
8 月16日〜
8 月31日
10月16日〜
11月 2 日
1 月16日〜
2月1日

（定期）
5 月16日〜
6月1日

空気が乾燥し強風が吹くなど火災が発生しやすい時季
を迎えます。特にこの時季は、たばこの不始末などによ
る火災も多く発生しています。
火災を起こさないために一人ひとりが火の取扱い、後
始末に十分注意しましょう。
お問合せ 消防本部予防課 ☎22-2144

春の火災予防運動
4 月20日〜30日
もういいかい 火を消すまでは まあだだよ
［市政はこだて］平成27年4月

障がい保健福祉課

便利な口座振替・自動払込のご利用を
口座振替 函館市内に所在する金融機関の全国の本支
店（函館・銭亀沢・戸井・えさん・南かやべの各漁
業協同組合は本所、北海道信用漁業協同組合連合会
は函館支店のみ）
自動払込 全国のゆうちょ銀行・郵便局
※ 詳しいことは、市のＨＰをご覧ください。
お問合せ 税務室納税担当 ☎21-3246

土・日・祝日、年末年始は回収しません。

お問合せ

高齢福祉課

市税納期一覧

税目

１期

洗濯・乾燥してある古着

回収方法

国保年金課

市税は納期内に納めましょう

古着の無料回収を行います

回収対象

戸籍住民課
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市指定NPO法人制度の運用が始まります

ると︑申告により寄附金の
うち2千円を超える部分の
6％が市民税から控除され
ます︒
︵道が指定するNPO
法人の場合はさらに4%を
道民税から控除︶
指定NPO法人
認定NPO法人となるため
の認定要件において︑パブ
リックサポートテスト︵広
く市民からの支援を受けて
いるかどうかを判断するた
めの基準︶を満たすことと
なります︒

④ボランティア従事者が年延
べ 人以上で実人数が 人
以上
のいずれかに適合し︑かつ︑
⑤行政や他団体との協働実績
が年1回以上あること
基本的要件
法人の運営に関し一定の要
件を満たしていること

﹁函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例﹂を施行
﹁﹁﹁﹁﹁

要

指定の手続き
NPO法人から申出書等の
提出を受け︑市が要件を満た
し て い る か 審 査 を 行 っ た 後︑
議会の議決を得て条例で個別
に指定を行います︒
指定の有効期間
指定の日から5年間
申出により更新可︒
※

平成27年4月［市政はこだて］
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条 例 制 定 の 背 景

概

報告義務
指定NPO法人は事業報告
や情報公開など一定の規制や
義務が課されます︒
※指定の要件など︑詳細は
市のＨＰをご覧ください︒

全市一斉清掃日（きれいな街づくり強調日）
町会・自治会や団体などによるボランティア
清掃が全市的に行われます。
お住まいの地域で行われる清掃活動に、
積極的な参加をお願いいたします。
日時 4 月19日㈰ 午前 8 時〜 9 時
※ 地域により、清掃時間が異なる場合があります。お住まいの町会
・自治会、または清掃事業課（☎51-5163）にお問合せください。

50

お問合せ

春のクリーングリーン作戦

日時 5 月 9 日㈯ 午前 7 時〜 8 時
清掃場所 亀田川河口から神山橋までの
約 6 ㎞の両岸
募集期間 4 月 1 日㈬〜24日㈮
お申込み ・ 問合せ 電話、FAX または
電子メールで河川課（☎21-3436
22-4005
kawa@city.hakodate.
hokkaido.jp）へ。

道路や公共の場所の清掃活動は、どなたでもできるボランティア活
動です。きれいで住みよい街づくりのため、自宅や職場周辺、道路で
の「ひと掃き運動」にご協力ください。ボランティア清掃には、専用
の「公用ごみ袋」
（町会などでお渡し）をご使用ください。

清掃活動を行う
ボランティア募集

きれいな街づくりに参加しよう
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企画管理課
☎ ・3621

亀田川をきれいに！

４月は清掃美化運動月間

社会情勢の変化や多様化す
る地域課題に対して︑新しい
公共の担い手としての特定非
営 利 活 動 法 人︵N P O 法 人︶
の役割がますます重要になっ
てきています︒

の

市民自治によるまちづくり
を目指す本市としては︑ＮP
O法人に対する市民の寄附の
機運を高め︑その自立的活動
を支援することが必要と考
え︑このたび﹁函館市控除対
象特定非営利活動法人の指定
の手続等に関する条例﹂を制
定し︑4月1日に施行します︒

例

指定の基準
公益性要件
①寄附金等の収入に占める割
合が 分の1以上
②3千円以上の寄附者が年平
均 人以上
③道指定のNPO法人である
のいずれかを満たしている
こと
市民周知・市民参加に関する要件

①新聞等を通じた情報提供が
年2回以上
②広報資料の配置が市内5カ
所以上
③催物開催が年2回以上で参
加者が延べ 人以上
50

条
この条例は本市の指定NP
O法人となるための基準︑要
件などを定めたものです︒
指定によるメリット
市民が寄附をする場合
指定NPO法人に寄附をす
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4月12日と26日は

統一地方選挙の投票日

■投票所入場券は世帯主あてに発送

■期日前投票所を市内９カ所に設置

圧着ハガキを開くと、世帯 4 人まで連記した入場券
となっており、投票所が記載されています。
▷知事・道議会議員選挙 4 月 3 日㈮までに発送
▷市長・市議会議員選挙 4 月18日㈯までに発送

▷市役所１階市民ホール ▷湯川支所 ▷亀田支所
▷戸井支所 ▷恵山支所 ▷椴法華総合センター
▷南茅部支所 ▷ポールスターショッピングセンター
▷昭和タウンプラザ ベスト電器前

北海道知事・北海道議会議員選挙

函館市長・函館市議会議員選挙

投票日 4 月12日㈰ 午前 7 時〜午後 8 時
投票できる方
次の年齢・住所を満たし、かつ選挙権を有する方
▷年齢＝平成 7 年 4 月13日までに生まれた方
▷住所＝平成27年 1 月 2 日までに函館市に住民登録し､
投票する日まで引き続いて住所がある方
期日前投票 4 月11日㈯までの午前 8 時半〜午後 8 時
※ 会場は上記 9 カ所。ポールスターとタウンプラザは
4 月 4 日㈯〜11日㈯の午前10時から午後 8 時。
※ 4 月 3 日㈮までは知事選挙のみの投票となります。
4 日㈯から知事と道議選挙を同時に投票できます。
道外から転入・道外へ転出した方の投票
1 月 3 日㈯以後に転入届出した方、投票する日までに
北海道外の市町村に転出した方は、投票できません。
道内から転入・ 道内へ転出した方の投票
選挙人名簿登録および住所要件等の確認が必要となり
ますので、選挙管理委員会にお問合せください。
市内で転居した方の投票所
3 月23日㈪以後に転居届出し
た方は、前住所地の投票所とな
ります。投票所入場券に記載さ
れた投票所をご確認ください。

投票日 4 月26日㈰ 午前 7 時〜午後 8 時
投票できる方
次の年齢・住所を満たし、かつ選挙権を有する方
▷年齢＝平成 7 年 4 月27日までに生まれた方
▷住所＝平成27年 1 月18日までに函館市に住民登録し､
投票する日まで引き続いて住所がある方
期日前投票 4 月20日㈪〜25日㈯の午前 8 時半〜午後 8 時
※ 会場は上記 9 カ所。ポールスターとタウンプラザは
午前10時から午後 8 時。
転入・転出した方の選挙権
1 月19日㈪以降に転入届出した方、投票する日まで
に函館市外へ転出した方は、投票できません。
市内で転居した方の投票所
4 月 8 日㈬以後に転居届出した方は、前住所地の投票
所となります｡投票所入場券に記載された投票所をご確
認ください。
選挙公報は、配布業者（東部 4 地域は町会）によ
る戸別配布で全世帯にお届けします。配布されない
場合は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
市の主な施設にも備え置きがあります。
知事・道議選挙＝ 4 月10日㈮までに配布
市長・市議選挙＝ 4 月24日㈮までに配布

▽ ▽

◎

［市政はこだて］平成27年4月

▽

▽

▽

▽

■出稼ぎ先等での不在者投票 長期出張、出稼ぎなどのため函館市で投票できない方は、滞在先の市町村で投票できま
す。事前に本人が記入した投票用紙等の請求書を、選挙管理委員会事務局あてに郵送または直接お持ちください。
■指定施設内での不在者投票 北海道選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は、
その施設内で投票ができます。施設の職員に申し出てください。
■郵便による不在者投票 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで一定の障がいのある方、介護保険被保険者証
の要介護状態区分が「要介護 5 」で投票所に行けない方には、在宅で投票ができる制度があります。
※ 郵便投票の請求期限は、知事・道議選挙が 4 月 8 日㈬まで、市長・市議選挙 4 月22日㈬まで。
■投票所までの介助支援 介護保険や障害福祉サービスなどによる外出介助を受けている方で、投票所まで一人で移動
することが難しい方は、ヘルパーが付き添うことができる場合があります。詳しくは、障がい保健福祉課（☎
21-3302）、介護保険課（☎21-3023）にお問合せください。
■開票日時・会場 函館市の選挙人は自由に参観できます。直接会場のサン・リフレ函館にお越しください。
知事・道議選挙＝ 4 月12日㈰ 午後 9 時半〜
市長・市議選挙＝ 4 月26日㈰ 午後 9 時半〜
※ 開票速報は市のＨＰに掲載します。
■選挙人名簿の新規登録者の縦覧
4 月 2 日道議選挙時登録分＝ 4 月 3 日㈮
4 月18日市長・市議選挙時登録分＝ 4 月19日㈰
縦覧時間 午前 8 時半〜午後 5 時
縦覧場所・お問合せ 選挙管理委員会事務局（市役所 8 階） ☎21-3592
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4月から

生活困窮者への支援制度を開始

市内在住で、仕事を失うおそれがある、または既に失っており生活に困っている方など、経済的に困窮し、今後
の生活に不安を感じている方の相談をお受けします。
詳しい内容は、生活支援第 1 課（☎21-3285）へお問合せください。
生活困窮者とは 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
（生活困窮者自立支援法第 2 条）
事業内容
住居確保給付金
離職などにより住居を失った、または失うおそれが
ある方に、住居を整えた上で安定した仕事に就くこと
ができるよう、一定期間、定められた金額以内で家賃
相当額を支給します。
※ ハローワークでの求職活動など、支給を受けるた
めの要件があります。

自立相談支援事業
支援員が相談内容に基づき、問
題点を整理しながらどのような支
援が必要かをあなたと一緒に考え、
具体的な支援プランを作成し、就
労支援や各種制度の活用について
アドバイスを行います。

ひとりで悩まずご相談を

4 月から開設日時を変更
住宅都市施設公社の

市民特別相談

無料相談窓口

《予約制》

日々のくらしの中で生じるさまざまな問題について専
門家のアドバイスを受けられる窓口です。
相談を希望する方は、来庁または電話で、日時と内容
をご予約ください。

相談を希望する方は、電話で予約してください。
住宅相談
▷月･水･金曜日 午前 8 時45分〜午後 5 時半
住宅都市施設公社
▷第 2 ･ 4 水曜日 午前 9 時半〜正午
市役所１階市民特別相談室
▷第 2 ･ 4 水曜日 午後 1 時半〜 4 時半
地域交流まちづくりセンター

■市役所市民相談室（☎21-3136）
種

弁護士による
「法律相談」

マンション管理相談
▷火･木曜日 午後１時〜 4 時
住宅都市施設公社
▷金曜日 午後 1 時〜 3 時
地域交流まちづくりセンター
お問合せ

司法書士による
「登記等の相談」
行政書士による
「法律手続相談」

借金問題
くらし安心課へ
のご相談は
相談無料・秘密厳守
受付
場所

曜

日

水・金曜日

時

間

内

容

・金銭の貸借
・契約上のトラブル
午後1時〜3時 ・相続、遺言
・離婚問題、慰謝料
・その他民事問題

・不動産や法人登記手続き
第2・3・4木曜日 午後1時〜3時 ・訴状や調停、供託の手続き
・相続、贈与等
・各種書類の作成方法
第1火曜日
午後1時〜3時 ・家賃の催促
・相続、贈与の手続き

1月〜 6月
・土地、建物等の価格
不動産鑑定士による 第2・4木曜日 午前10時
・賃貸借料、権利金等
「土地・家屋相談」 7月〜12月
〜正午
・明け渡し等の賃貸借契約等
第2木曜日
人権擁護委員による
・夫婦や親子関係のもめごと
午前9時半
「困りごと・
・児童生徒のいじめ、暴力
第1・3火曜日
〜11時半
心配ごと相談」
・隣近所のいやがらせ等

住宅都市施設公社（亀田支所 2 階）
☎40-3607

相談専用ダイヤル

別

■亀田支所市民相談室（☎45-5581）
種

別

弁護士による
「法律相談」

さいむゼロ

☎21-3160

曜

日

第1・3火曜日

時

間

内

容

・金銭の貸借
・契約上のトラブル
午後1時〜3時 ・相続、遺言
・離婚問題、慰謝料
・その他民事問題

平日 午前 8 時45分〜午後 5 時半
くらし安心課（市役所 1 階）
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国民健康保険
に加入の方へ

脳ドック受診者を募集

お問合せ
国保年金課

☎32-2215

脳の病気の早期発見や予防のため脳ドック検診の助成を行います。
検査は脳の断層撮影や血管撮影などです。ペースメーカーを装着している方や外科用クリップなど体内に金属を埋め
込んでいる方は検査を受けられないことがありますので、手術を受けた医療機関等にご確認ください。特定健康診査を
同時実施し、結果は市へ提出されますので、ご了承ください。受診は 5 月以降となります。
検査機関 函館中央病院、函館
新都市病院、函館市医師会病
院、共愛会病院、脳神経セン
トラルクリニック（ご希望に
添えない場合もあります）
申込方法 はがきに 1 人 1 枚限り、
記入例を参考に必要事項を記入し
4 月 6 日㈪（消印有効）までに、
国保年金課へ。
宛先 〒040-0001 五稜郭町23-1
総合保健センター内 国保年金課

対象 27年 4 月 1 日現在40歳以上で、国民健康保険に継
続して 1 年以上加入し、26年度の特定健康診査を受診
した方。（職場健診等の健診結果を市に提出した方を
含む）
※ 22〜26年度に国保の脳ドックを受診した方、現在脳
外科に通院中の方や国民健康保険料を滞納している方
を除きます。
定員 370人（応募多数は抽選）
※ 当選者へのみ 4 月末頃に通知します。
自己負担額 7,000円（受診時に病院へお支払い）

脳ドック希望
①郵便番号
②住所
③氏名（ふりがな）
④国保記号番号
⑤電話番号
⑥希望する病院
第 1 希望
第 2 希望
記入例（はがき裏面）

がんは早期に発見・治療することで治る確率が高く
なります。各種がん検診は医療機関などに委託し、次
のとおり実施しています。
各検診は、保険証・証明書等の提示・提出により料
金が無料となる場合があります。

名称

■検診を受けるには
集団検診
総合保健センター（胃がんのみ 4 月開始）、市内
巡回検診・医師会健診検査センター（ 6 月開始）で
行います。日時・会場は、市のＨＰをご覧いただく
か、健康増進課までお問合せください。
※ 胃・大腸がん検診の予約は健康増進課まで。
※ 肺・大腸がん検診は、 6 月から始まる特定健康
診査との同時受診が可能。

対象者

会

☎32-1532
☎32-1536

場

集団検診

料

金

胃 が ん

必要

35歳以上
の男女

肺 が ん

不要

40歳以上
の男女

大腸がん

必要

40歳以上
の男女

子宮がん

必要

頸部・細胞診
20歳以上で
1,500円
西暦で奇数年に 指定医療機関
頸体部・細胞診
生まれた女性
2,200円

乳 が ん

必要

40歳以上で
西暦で奇数年に 指定医療機関
生まれた女性

指定医療機関

1,000円

集団検診

Ｘ線のみ
100円
Ｘ線・喀痰
600円

集団検診

500円

指定医療機関

1,000円

1,800円

■大腸・子宮頸・乳がん検診の無料クーポン券
27年 4 月 1 日時点で次の年齢に該当する方（②③は
年齢要件に加えて21年〜25年度の市の各がん検診を受
けていない方）に無料クーポン券を送付します。
（①は
8 月中、②③は 5 月中に送付予定）
①大腸がん＝40・45・50・55・60歳の男女
②子宮頸がん＝20・25・30・35・40歳または25年度の
無料クーポン未利用の女性
③乳がん＝40・45・50・55・60歳または25年度の無料
クーポン未利用の女性

4 月の胃がん検診
日時 15日㈬、22日㈬ 午前 8 時半〜10時半
会場 総合保健センター
指定医療機関での検診
直接各医療機関に予約のうえ受診ください。指定
医療機関は、市のＨＰをご覧いただくか、健康増進
課までお問合せください。
［市政はこだて］平成27年4月

予約

▽ ▽

がん検診を受診しましょう

お問合せ 健康増進課
がん検診について
クーポン券について
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中 小企業融資制度
資
一般支援 資金

融資利率
4 月 1 日からの融資利率は右表
のとおりです。
次に当てはまる方はさらに融資
利率が優遇されます。
・経営革新等支援機関や商工会議
所の経営指導を受け経営改善に
努めている方
・中心市街地で新たに開業する方
・自然エネルギー発電設備の新増
設を行う方
・店舗・工場等の施設の耐震改修
を行う方

お問合せ 商業振興課 ☎21-3312

金

融資限度額

名

（万円）

融資期間

融資利率
（H27.4.1から）

一般資金
運転資金や設備資金が必要な方

（運転）

4,000

10年以内

1.30％以内

（設備）

6,000

15年以内

1.70％以内

青函地域活性化資金
青函両地域の活性化に資する事業を
行う方

（運転）

6,000

10年以内

0.60％以内

（設備）

10,000

15年以内

1.00％以内

小口ファイト資金
小規模事業者で運転資金や設備資金が必要な方

1,250

10年以内

1.00％以内

産業活性化資金
設備の近代化や新分野の事業への進出を行う方

20,000

15年以内

1.50％以内

チャレンジ資金
新たに開業しようとする方等

2,000

10年以内

1.30％以内

協同組合等事業資金
組合員のための施設の設置や改善を行う協同組合等

3.000

15年以内

1.10％以内

（運転）

1,000

10年以内

1.20％以内

（設備）

3.000

15年以内

1.60％以内

緊急対策資金
地震・風水害・冷害等による被害の復旧
資金が必要な方

改装費や家賃の一部を補助

創業予定の方・創業間もない方を支援

創業バックアップ助成金

中心市街地への新規出店を支援

市内に事業拠点を設け、起業化に取り組む方のう
ち、優れた事業計画を持つ者に対して、事業の実施
に要する費用の一部を助成します。
募集要領・申込書等は、産業支援センターで配布
するほか、同センターのＨＰに掲載します。
募集説明会 4 月 6 日㈪ 午後 6 時半
産業支援センター
募集期間 4 月 1 日㈬〜30日㈭
応募資格 27年度中に創業するか、創業から 5 年以
内の個人または中小企業者で、自ら作成した具体
的な事業計画を有する方。（26年度の市税の滞納
がない方に限る）
対象事業計画 新規性、創意性、強み、競争力また
は差別化により他の競合企業より優れているもの。
審査方法 外部審査委員会による書面・面接審査
助 成 額 500 万円を上限に審査により決定
応募方法 指定の申込書等に必要事項を記入のうえ、
郵送または持参してください。
お申込み・問合せ
産業支援センター
☎34-2561

募集案内・申込書等は商業振興課で配布するほか、
市のＨＰに掲載しています。
対象 中心市街地内の補助対象区域で、指定する道
路に面した空き店舗等に新たに出店する方。
補助金額 ▷改装費＝補助対象経費の 2 分の 1 以内
で、上限額 100 万円
▷家賃＝補助対象経費の 2 分の 1 以内で、上限月
額 5 万円（12カ月間を限度）
※ 補助金の交付が決定するまでは、店舗の改装等
の工事に着手することはできません。
お申込み 商業振興課 ☎21-3306

地域振興につながる事業への資金貸付

ふ る さ と 融 資

地域総合整備財団（ふるさと財団）の支援を得な
がら、民間事業者に無利子で資金の貸付を行ってい
ます。設備の取得等に係る費用やそれに伴って発生
する試験研究開発費・開業費等が対象です。
詳しいことは、市またはふるさと財団のＨＰでご
確認ください。
お問合せ 企画管理課 ☎21-3620
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27年度は3年に一度の見直しの年

確定申告書の提出もれなどはありませんか

固定資産の評価替え

函館税務署からのお知らせ

市内全ての土地と家屋の評価額について、次のと
おり見直しを行いました。

確定申告書の内容が間違っていたとき
提出した確定申告書に計算誤り
や申告漏れなど申告内容に誤りが
あることに気付いた方やうっかり
確定申告書の提出を忘れている方
はいませんか。
もう一度ご確認ください。
▷税額を多く申告していたことに
気付いたときは、「更正の請求書」を提出して正し
い税額への訂正を求めることができます。
▷税額を少なく申告していたことに気付いたときは、
「修正申告書」を提出して正しい税額に修正してく
ださい。
▷確定申告書を提出しなければならないのに提出を忘
れていたときは、速やかに確定申告書を提出してく
ださい。

評価替えの状況
土地（宅地）の評価額
24年度と同様、評価の均衡を図るため、地価公示
価格等の 7 割を目途に評価替えを行いました。
この結果、全市平均で2.4％評価額が下がります。
各用途地区別の平均では、商業
地区は約1.5％、住宅地区は約2.2
％、工業地区は約3.3％、村落地
区は約2.3％、観光地区は約3.2％
評価額が下がります。
評価替えに伴う税負担
土地の固定資産税
課税の公平の観点から、負担水準が一定の水準を
上回る土地（住宅用地以外60％）は引き下げや据え
置きとなりますが、下回る土地は税負担を上昇させ、
均衡化を促進する措置が講じられています。
今回の評価替えにより評価額が下がった土地は、
負担水準の高い土地では税額が引き下げまたは据え
置きとなる一方、負担水準の低い土地では一定の水
準に達するまで税額が上昇します。
※ 負担水準等については、納税通知書に添付の「固
定資産の課税明細書」でご確認ください。
家屋の固定資産税
家屋の評価替えに伴う税負担については、構造・
用途ごとに差はありますが、木造家屋はおおむね平
成 3 年以降、非木造家屋（鉄骨造）はおおむね昭和
50年以降に建築された住宅は減額となり、それ以前
に建築された住宅は前年度と同額になりますが、税
負担が前年度より増額となることはありません。
※ 詳しいことは資産税担当にお問合せください。
なお、納税通知書は 4 月中旬に送付します。

相続税の基礎控除額が引き下げられました
27年 1 月から相続税の基礎控除額が、次のとおり改
正されました。
改正前
改正後

5,000 万円＋
（1,000万円×法定相続人数）
3,000 万円＋（ 600万円×法定相続人数）

被相続人（亡くなられた人）から相続または遺贈に
より取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場
合、その財産を取得した人は、相続の開始があったこ
とを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住
所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必
要があります。
詳しくは、国税庁のＨＰをご覧ください。
http://www.nta.go.jp
お問合せ

函館税務署

☎31-3171

指定管理者
公募予定施設

お問合せ
行政改革課
☎21-3675

お問合せ
▷土地

税務室資産税担当
☎21-3226 ▷家屋

☎21-3225

28年度からの施設管理を行う指定管理者の公募を予定している施設をお知らせします。
募集時期等の詳細は、決定次第お知らせします。
指定管理者の公募予定施設
▷青函連絡船記念館摩周丸
▷亀尾ふれあいの里
▷空港ふれあい菜園
▷港町ふ頭コンテナヤード施設
▷函館市斎場ほか 3 斎場（戸井、椴法華、南茅部）
▷桟橋駐車場および函館駅前広場駐車場
▷南茅部スポーツセンターほか 5 施設
（南茅部プール、南茅部運動広場、南茅部市民庭球場、臼尻スキー場、南茅部ふるさと文化公園）
［市政はこだて］平成27年4月
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市役所のしごとを「知りたい」
「聞きたい」
「学びたい」

市役所 「出前講座」

お問合せ 広報広聴課 ☎21-3630
市ＨＰ
（http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/）
から
出前講座
検索

出前講座は、市職員が講師として出向き、ご希望のテーマについてご説明するものです。
27年度の講座メニューは「市民相談窓口」「持続可能な公共交通体系の構築」「感染症の
予防」「自殺予防・心の健康」「大間原発」に関する新たなテーマが増え、全89テーマとな
っています。
出前講座の全メニューは市のＨＰに掲載しているほか、市役所本庁舎の 1 階 i スペースや
各支所で配布していますので、ぜひご覧ください。

「市民相談窓口」に関する講座
お問合せ くらし安心課

「感染症の予防」に関する講座
お問合せ 保健予防課

☎21-3189

流行しやすい感染症の予防について

くらし安心課が担当している 4 つの相談窓口の紹介
1 ．くらし安心 110 番の一般・行政相談
2 ．弁護士など専門家による市民特別相談
3 ．借金（多重債務）問題相談
4 ．消費生活センターの消費生活相談

「自殺予防・心の健康」に関する講座
お問合せ 障がい保健福祉課

「大間原発」に関する講座
お問合せ

函館市における公共交通の現状や課題、今後のあり方
について

総務課

☎21-3677

大間原発に関する函館市の取り組みについて
開催日時
原則として平日の午前10時から午後 9 時までの時間
帯で90分以内とします。それ以外をご希望の方はご相
談ください。
申込方法
開催予定日の 3 週間前までに、ご希望のテーマの担
当課へ直接お申込みください。

対

象
市内に在住・勤務するおおむね10人以上のグループ
費
用
講師料は無料ですが、会場の利用料がかかる場合は
受講者に負担していただきます。
会
場
申込みされたグループが用意した会場で行います。

高齢者大学（湯川校・青柳校）の入学者を募集
27年度の入学者を募集します。募集案内と応募用紙は、
生涯学習文化課、市民会館、函館市公民館、亀田公民館、
亀田福祉センターに配置しています。
5 月〜11月
▷湯川校 市民会館
▷青柳校 函館市公民館
対象 満60歳以上の市民
定員 各 250 人（抽選）
※ 卒業歴のない方を優先
修行年限 1 年
受講料 無料（サークル活動な
どは実費が必要）

☎21-3077

函館市における自殺の現状や対策、メンタルヘルスに
ついて

「持続可能な公共交通体系の構築」に関する講座
お問合せ 政策推進課 ☎21-3625

期間
会場

☎32-1539

申込方法 封書に、住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・緊急連絡先（氏名・電話番号
・続柄）・生年月日・年齢・性別・入学を
希望する大学名・希望する大学の卒業歴を
明記した応募用紙と82円切手を同封し、〒
040-0044青柳町12-17函館市公民館へ。4 月
15日㈬消印有効。
※ 両校を同時に受講することは不可。
※ 入学の可否は 5 月上旬に郵便で通知。
お問合せ 函館市公民館 ☎22-3320
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函館アリーナ
の
予約を開始

今年 8 月に開館を予定
している函館アリーナの
予約受付を 4 月から開始
します。 8 月〜10月の予
約は 4 月に受付しますの
で、この期間に利用を希
望する方は、忘れずに申
請してください。
詳細は、文化・スポー
ツ振興財団（☎57-3141）
へお問合せください。
平成27年4月［市政はこだて］

市営住宅の入居者募集

※印は、単身の方もお申込みできます。
③は3人以上、④は4人以上世帯が対象です。
戸 ＝戸井支所 恵 ＝恵山支所 椴 ＝椴法華支所 南 ＝南茅部支所

◎道営住宅の公募は6月に行います（4月公募はありません）
一般世帯向け住宅
団地名
規模
※港２丁目
1LDK
深堀
3DK
※湯浜、※日吉３丁目
2DK
花園
2LDK
※湯川（上湯川）
2DK･3DK
湯川（上湯川）、宮前改良 3DK
旭岡
3LDK
③田家A
3LDK
③花園、④花園
3LDK
③ｸﾞﾗﾝｼｱ大手町（借上）
3LDK
（入居期限H34年3月末）
④ﾒｿﾞﾝ松風（借上）
3LDK
（入居期限H32年10月末）
④リバ東雲（借上）
3LDK
（入居期限H38年3月末）
戸 ※浜町西、※釜谷東
3LDK
戸 ※小安西
2LDK・3LDK
恵 ※中浜、※恵山第1
3LDK
椴 ※新浜町、南 ※カラマツ 3LDK
2LDK
椴 ※銚子
南 ※東海
3DK

戸数
1戸
2戸
各1戸
1戸
5戸
各1戸
5戸
2戸
各1戸
1戸
1戸
1戸
各1戸
各1戸
各1戸
各1戸
2戸
1戸

特定目的住宅
この住宅は、抽選ではなく、年齢・
障がいの程度などの実態を調査し
て入居者を決定します。申込書に
必要書類を添付して、募集期間内
にお申込ください。
［管理特定目的住宅］
団地名
規模 戸数
高齢者、障がい者がいる世帯
※花園
1LDK 2戸
※湯川（上湯川）
2DK 1戸
［建設特定目的住宅］
団地名
規模 戸数
高齢者、障がい者、母子、低所得者世帯
鍛治2丁目、大町改良 3DK 各1戸
※大町改良
2DK 1戸
50歳以上の単身者のみ
湯浜単身老人
1DK 2戸

募集期間 4 月 6 日㈪〜10日㈮
申込受付場所
・住宅都市施設公社 午前 8 時45分〜午後 5 時半
・市役所 1 階市民ホール 午前 8 時45分〜午後 5 時
・ 4 支所の公社窓口
戸 井 支 所 4 月 8 日㈬ 午前10時〜正午
恵 山 支 所 4 月 8 日㈬ 午後 1 時半〜 3 時半
南茅部支所 4 月 9 日㈭ 午前10時〜正午
椴法華支所 4 月 9 日㈭ 午後 1 時半〜 3 時半
公開抽選 4 月15日㈬ 午後 2 時
亀田福祉センター 3 階第 1 会議室
◆公社（亀田支所 2 階）階段の昇降が困難な方
は、 1 階の臨時窓口で受付します。
◆申込に必要な書類等は募集案内をご覧くださ
い。申込には印鑑が必要です。
市営特定公共賃貸住宅（随時受付）
月額所得15万 8 千円以上48万 7 千円以下の
世帯が対象
豊川3LDK･1戸 4LDK･1戸
戸 小安西3LDK･1戸
お問合せ 住宅都市施設公社 ☎40-3602
HP http://www.hakodate-jts-kosya.jp/

子育て世帯への家賃補助 ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業
対象地区（町名） 入舟、船見、弥生、弁天、大、末広、
元、青柳、谷地頭、住吉、宝来、東川、豊川、大手、
栄、旭、東雲、大森、松風、若松、千歳、新川、上新
川、中島、千代台、堀川、本、梁川、五稜郭
補助月額 会社から支給される住宅手当等を除いた実質
家賃負担額（月額）のうち、 3 万円を超える部分の金
額（ 1 万 5 千円を限度）
補助期間 子が中学校を卒業するまで（16年間を限度）
お問合せ 住宅課（市役所 3 階） ☎21-3385

次の要件に当てはまる場合、家賃の一部を補助します。
詳細は担当課や市のＨＰでご確認ください。
補助要件
・中学校卒業前の子がいる、世帯所得が月額31万 3 千円
以下の世帯
・対象地区外に 1 年以上居住し、対象地区内の民間賃貸
住宅（昭和56年 6 月以降に建築された住戸面積が40㎡
以上のもの）に転居し 1 年以内
※ 特定公共賃貸住宅（豊川・弥生）も対象。

［市政はこだて］平成27年4月
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は「まなびっと広場」選択科目です。
は施設の休館日です。
講座・教室名
旬の食材で健やかな食卓を
季節の料理教室
「春」

日時・会場
5月1日 午後6時半〜8時半
●女性センター

力を合わせてお料理しよう！ 5月9日 午後1時〜3時半
パパとクッキング
●女性センター
輝く女性になるための
じぶん磨き講座

対

象

あいよる21=総合福祉センター（22‑6262・若松町33‑6）
ふるる函館=青少年研修センター（23‑5961・谷地頭町5‑14）
定員

費用

申込み・問合せ（☎）など

市内在住・在勤の
男女

24人
教材費 4月1日午後1時から
(申込順) 1,200円 電話または直接申込み

小学生と男性保護者

12組
教材費 4月2日午後1時から
(申込順) 1,000円 電話または直接申込み

5月20日・27日（全2回） 午後6時半〜8時 市内在住・在勤の
●女性センター
女性

50人
(申込順)

無料

女性センター(23-4188)
※託児要予約(6カ月〜未就学)

4月20日午後1時から
電話または直接申込み

20人
教材費等
ヘルスメイト
（食生活改善推進 5月20日〜7月15日の水曜日※一部変更あり 講座終了後にボランテ
電話申込み
（全9回）午前10時〜正午 ●総合保健センター ィア活動ができる市民 （申込順） 1,988円
員）
養成講座

健康増進課
(32-1515)

市民健康教室特集「今、話題の 4月25日 午後1時半
子どもの健康問題を知ろう!!」 ●市民会館

健康増進課(32-2216)
※託児要予約（3カ月〜未就学）

母子・父子福祉センター
「エクセル表計算3級教室」
高齢者焼物教室

手話講座
「入門」

市民

なし

無料

直接会場へ

6月3日〜7月16日の火・水・木曜日(全20回) 母子・父子家庭の
午後6時半〜8時半 ●あいよる21 親、寡婦・寡夫の方

12人 教材費・検定料 4月9日午前9時〜16日に
実費
電話申込み
(申込順)

母子・父子福祉センター(あいよ
る21内・27-8047)※託児要予約

5月26日〜10月20日の火曜日(全10回)
60歳以上の市民
●愛泉寮(中島町35-7)

100人
(申込順)

高齢福祉課
(21-3022)

【午前】5月12日〜8月25日の火曜日（全14
回）9時半〜11時45分【午後】5月14日〜8
月27日の木曜日（全14回）6時15分〜8時半
18歳以上の方
●あいよる21

点訳ボランティア養成講座

5月12日〜6月30日の火曜日（全8回）
午後1時〜3時 ●あいよる21

朗読ボランティア養成講座

5月13日〜7月1日の水曜日（全8回）
18歳〜65歳の方
午後6時〜7時半 ●あいよる21

赤十字救急法基礎講習

4月12日 午後1時〜5時
●あいよる21

赤十字救急法救急員養成講習

4月25日・26日
●あいよる21

15歳以上の市民

午前9時〜午後5時 赤十字救急法
基礎講習修了者

教材費
実費
教材費
3,240円

各40人
(申込順)

無料

4月6日〜10日に
電話申込み

電話または電子メールで講座名・氏名・住所・電話番号・
年齢を身体障害者福祉団体連合会26-8156shinsho
2011@purple.plala.or.jp 月曜・祝日）

教材費
500円
教材費等
4月6日までに電話申込み 日赤函館市地区事務局
各30人 1,500円
(保健福祉部管理課内・21(申込順) 教材費等
4月15日までに電話申込み 3255)
1,700円

児童館スポーツ教室

5月〜9月頃(全12回) 午後4時〜5時
小学1〜4年生
●児童センター、各9児童館

各30人
(申込順)

ガーデニング講座
やさしい寄せ植え Part1

4月28日 午後2時〜4時
●見晴公園

市民

20人
教材費等 3月30日から
(申込順) 2,500円 電話申込み

間伐＆木工体験会
〜森づくりを学ぼう〜

5月10日 午前10時〜正午
●道南四季の杜公園

小学生以上

春の野草観察会
〜春の息吹を感じよう〜

5月24日 午前10時〜正午
●道南四季の杜公園

JICAボランティア体験談
＆説明会

4月11日①午前10時〜正午●地域交流まち
市民
づくりセンター②午後3時〜5時●蔦屋書店

18歳以上の方

美しいくびれを手に入れる！ 5月9日・16日・23日 午後7時15分〜8時15分
ベリーダンス教室
●青年センター
市内在住・在勤の
女性
4月10日・24日 午後2時〜3時
ひめトレ＆やさしいヨガ
●青年センター
心身からリラックス
ヨガ4月教室

4月3日・10日・24日 午後7時15分〜8時15分
市民
●青年センター

べっこうあめづくりから
科学する！

4月25日 午前10時〜11時半
●亀田福祉センター

こわれにくいシャボン玉づ
くり

5月9日 午前10時〜11時半
●亀田福祉センター

保険料
800円

各20人
(申込順)

無料

なし

無料

4月1日〜5月1日に
各会場へ直接申込み

4月10日から
電話申込み
4月24日から
電話申込み
直接会場へ

各16人
各800円 電話申込み
(申込順)

道南四季の杜公園
(34-3888)
JICA北海道
(011-866-8421)

青年センター
(51-3390 水曜日)

各20人
(申込順)
各20人
(申込順)

無料

4月2日午前9時から
電話申込み

4月26日 午前10時〜11時半
●亀田福祉センター

18歳以上の方

25人
(申込順)

200円

4月3日午前9時から
電話申込み

「谷地頭de地球を語ろう」
フューチャーセッション

4月18日 午後2時〜5時
●ふるる函館

市民

100人
(申込順)

無料

自然観察入門講座
自然の物知り博士を目指そう

4月12日〜2月28日の日曜日(全10回) 小学3年生以上
午前9時〜午後3時 ●函館博物館
(小学生は保護者同伴)

四季の星空観測講座
函館・四季の夜空観測

5月8日〜1月29日の金曜日(全4回)
午後6時半〜8時半 ●函館博物館

初歩の絵手紙教室

住宅都市施設公社(40-3605)
※200円割引の場合あり

各30人
(申込順)

小学生以上(小学2
年生以下は兄弟か
保護者同伴)

初心者のための
「洋蘭づくり」

次世代育成課
(32-1517)

小学4年生以上
(小学生は保護者同伴)

各20人
(申込順)

無料

4月1日〜15日に
電話申込み
4月3日午前9時から
電話申込み
4月16日午前9時から
電話申込み

亀田福祉センター
(42-7023 月曜日)

ふるる函館
(23-5961 月曜・祝日)
函館博物館
(23-5480 月曜日)

4月24日〜3月25日の第2・4金曜日（全20回）
45人
教材費 4月10日午前10時〜10時 亀田公民館
市内在住・在勤の成人
●亀田公民館
（抽選） 5,500円程度 半に直接申込み
(41-2445 月曜・祝日）
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平成27年4月［市政はこだて］

※費用の記載がない場合は無料
※申込み方法のないものは直接会場へ

世界自閉症啓発デー
HAKODATE2015

支所管内 4月 日㈯・ 日
㈰・ 日㈯・ 日㈰
▽恵山・南茅部支所管内
5月 日㈭
▽戸井・椴法華支所管内
5月 日㈭
お問合せ 生活衛生課
☎ ・1524

=

甲種防火管理新規講習会

ファミリー・サポート・

センター提供会員養成講習会

35

催 し
4月2日㈭は世界自閉症啓
発デーです。3月 日㈯から
五稜郭タワーアトリウムなど
で各種イベントを行います。
お問合せ 実行委員会
☎ ・0851
自死遺族のつどい
道南わかちあいの会あかり

19

犬の登録と狂犬病予防注射

日時 5月8日㈮～7月1日
㈬（全 回）
午前 時～午後3時
会場 あいよる
対象 全課程を受講し修了後
に子育てを支援する提供会
員として活動できる市民
（資格・経験不問）
定員
人（申込順）
※ 託児あり（要申込み）
説明会・申込受付
日時 4月 日㈭午前 時
半、午後1時半
会場 あいよる
お問合せ ファミリー・サ
ポート・センター☎ ・
3920（平日午前9時
～午後5時）

10

23

函館山トレッキング
クイズラリー
日時 4月 日㈰
午前8時半～午後1時半
※ 雨天時は 日㈬に順延
お問合せ 住宅都市施設公社
☎ ・3605

日時 4月 日㈭・ 日㈮
（2日間）
会場 消防本部5階
定員 100人（申込順）
受 付 期 間 ▽市 内 在 住・在 勤
の方 4月6日㈪～ 日㈮
▽その他の方 4月8日㈬
～ 日㈮
申込方法 消防本部・各消防
署・各支署・各出張所で所
定の用 紙に写 真（ 4×3㎝）
を添付しお申込み。
お問合せ 消防本部予防課
☎ ・2144

24

10

25

14

21

in

大切な人を自死で亡くされ
た方が、安心して思いを語り
合える場です。
開催日 毎月第2土曜日
午後2時～3時半
会場 総合保健センター
お問合せ 障がい保健福祉課
☎ ・3077
・2770

28

飼い犬は必ず登録し、年に
一度、委託動物病院または集
合注射会場で予防注射を受け
ましょう。日時・会場は町会
の回覧等でお知らせします。
費用 犬の登録 3000円
予防注射 3160円
集合注射実施日
▽本庁・湯川・銭亀沢・亀田

13
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23
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26 18

32

27 21

10

21
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発明相談《予約制》
11 22

46

= =

26

29

40

日時 4月 日㈬
午前 時～午後4時
会場 函館商工会議所
お申込み 同会議所経営支援
課☎ ・1181
23

廃棄物減量等推進審議会
委員の募集

知的障害者青年教室
受講者・ボランティア募集

公募要領・応募用紙は環境
推進課または市役所1階iス
ペース、各支所で配布するほ
か、市のHPに掲載します。
公募人数 3人（ 歳以上）
任期 2年間
公募期間 4月1日㈬～ 日
㈬【消印有効】
お問合せ 環境推進課
☎ ・6694
15

障がいのある方を対象に各
種教室を開催します。
受講者のほか、講師補助の
ボランティアを募集します。
期間 5月～翌3月の日曜日
会場 あいよる
内容 ▽エアロビクス▽フラ
イングディスク▽スポーツ
チャンバラ▽球技▽水泳ほ
か
定員 各 ～ 人（申込順）
お申込み 4月 日㈭まで函
館手をつなぐ親の会（あい
よる 内☎ ・9711）
へ。

ホストファミリー募集

語を勉強する学生約 人が函
館を訪れます。お茶の間で国
際交流ができるホストファミ
リーになってみませんか。
平日は通学するため、共働
きの家庭でも受け入れできま
す。
受入期間
6月 日㈯～8月8日㈯
お問合せ 北海道国際交流セ
ンター☎ ・0770

4月～3月
（全8～ 回）

老人福祉センター
趣味教養教室
期間

対象
歳以上の市民
内容 ▽民謡▽茶道▽華道▽
書道▽料理▽カラオケ▽初
歩の男性料理▽七宝焼▽ち
ぎり絵▽社交ダンス▽囲碁
▽水墨画▽ヨガ▽舞踊▽初
歩のパソコン▽ゆる体操
定員 各 ～ 人（申込順）
費用 教材費実費
お申込み 4月3日㈮午前9
時から直接、老人福祉セン
ター（あいよる 内☎ ・
5997）へ。

サン・リフレ函館
文化教養講座
期間 原則5月～ 月
内容 ▽太極拳▽初歩の絵手
紙▽実用毛筆▽手編み▽健

康タオル体操▽日常の英会
話▽ラージボール健康卓球
▽陶芸▽フラヨガエクササ
イズ▽切り絵▽さくら造り
帯
定員 各 ～ 人（申込順）
受講料 7千円～2万4千円
お申込み 4月2日㈭～
日㈭に直接または電話で、
サン・リフレ函館（☎ ・
2556）へ。

スポーツ振興課で配布する
申込書で団体登録と希望曜日
の申込みをしてください。
申込期限 4月 日㈮
お問合せ スポーツ振興課
☎ ・3475

利用申込受付（5月～6月分）

青柳・NHK広場庭球場定期

20

日吉サッカー場・庭球場の
名称・利用申込方法を変更
4月から、それぞれ「函館
フットボールパーク」サッ
カーグラウンド（天然芝・ク
レー）、同テニスコートに名
称が変わります。
5月～6月分の利用申込み
は4月1日㈬に受付を開始し
ます。
申込方法 利用希望日の2カ
月前の月初めから窓口・イ
ンターネットで受付。

※ 一部施設を除く。
お問合せ 函館フットボール
パーク☎ ・1960

野球場申込抽選会
（5月～7月分）

対象施設 新川公園・根崎公
園・西桔梗の各野球場
日時 4月 日㈮午後6時半
会場 市民プール2階会議室
随時利用の受付
4月 日㈬から受付開始
対象施設
▽新川公園・根崎公園野球
場（スポーツ振興課☎ ・
3475）
▽西桔梗野球場（管理事務
所☎ ・3384）

函館公園花見売店の募集

営業期間 4月下旬～5月上
旬（前後に準備期間あり）
募集店舗数
店舗（出店は
1人1店1業種、申込順）
お申込み 4月6日㈪午後
2時～3時にサン・リフレ
函館1階中会議室で受付。
住民票・写真（身分証明書
用）と印鑑を持参のこと。
※ 暴力団関係者の出店不可
お問合せ 緑化推進課
☎ ・3431

21
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海外の大学・大学院で日本

23

60

10
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50

21
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60
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60

10

56

21

30

30

27

20

21

※費用の記載がない場合は無料
※申込み方法のないものは直接会場へ

お 知らせ

を受けた
▽児童扶養手当を受給してい
るなど
お問合せ
保健給食課
☎ ・3547

証など）が必要となります。
詳しい手続き方法について
はお問合せください。
お問合せ 保健予防課
☎ ・1547
障がい保健福祉課
☎ ・3302

軽自動車税の減免

=

4月1日から移転
放送大学函館学習室

テレビ・ラジオで授業を行
う放送大学の函館学習室が4
月1日より、函館大学から青
年センターに移転します。
教材の貸出や再視聴は、こ
れまでどおり実施します。
また、放送大学生以外の方
も室内視聴ができますのでお
気軽にご利用ください。
開館時間 ▽水曜日以外 午
前9時～午後 時
▽水曜日 午後5時～ 時
休館日 年末年始（ 月 日
～1月3日）
※ 施設の機材点検日等によ
る臨時休館の場合あり。
お問合せ 生涯学習文化課
☎ ・3566

31 10 =

障害者総合支援法の
対象となる疾病が拡大

27

=

一定の条件を満たす場合、
申請により減免します。
所有者 障がい者（障害者手
帳の交付年月日が 年4月
1日以前の方）または障が
い者と生計を同じくする方
台数 障がい者一人につき、
自動車税・軽自動車税を問
わず1台
使用目的 ▽障がい者本人
条件なし▽障がい者と生計
を同じくする方、単身で生
活する障がい者を常時介護
する方 障がい者の通院・
通学・生業のための使用
申請期限 5月 日㈪
お問合せ 税務室市民税担当
☎ ・3207

12

重度心身障害者
医療費助成制度
申請により、重度心身障が
い者が保険診療を受けたとき
の医療費を一部助成します。
対象者 ▽身体障がい1級～
3級▽知的障がい重度・中
度（IQ 以下）▽精神障
がい1級 ※所得制限あり
お問合せ 障がい保健福祉課
☎ ・3187
・2770

10

21

21

1月から障害者総合支援法
の対象となる疾病が130か
ら151へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手
帳の有無に関わらず、障害支
援区分の認定等の手続き後、
必要と認められた障害福祉
サービス等を利用できます。
サービスの利用申請の際、
対象疾病にり患していること
がわかる証明書（診断書や特
定医療費（指定難病）受給者

=

年度就学援助のお知らせ

経済的にお困りの方に小中
学校の就学に要する費用の援
助を行っています。援助する
世帯の認定の際に基準となる
生活保護費が引き下げとなり
年度は認定対象となる世帯
の収入基準額が変わります。
収入基準額は世帯の人数や
年齢構成等により異なります
ので、お問合せください。
なお、次の場合は、認定の
対象となります。
▽生活保護が停止または廃止
になった
▽市民税が非課税または減免

15
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高等職業訓練促進給付金
児童扶養手当を受給してい
る（所得が同水準の方を含
む）母子家庭または父子家庭
の親が、資格取得のために2
年以上養成機関に通う場合に
支給します。
対象資格 ▽看護師▽介護福
祉士▽保育士▽美容師▽歯
科衛生士
支給額（月額）

住宅用太陽光発電システム
設置費補助金
年度固定資産
価格等縦覧帳簿の縦覧

介護保険による住宅改修費
申請窓口の変更

4月1日から、介護保険に
よる住宅改修費支給について
の申請窓口を住宅都市施設公
社（亀田支所2階）から介護
保険課（市役所2階）に変更
します。
お問合せ 介護保険課
☎ ・3023

26

市民税課税世帯 7万5百円

31

平成27年4月［市政はこだて］

16

市営パークゴルフ場・
オートキャンプ場の営業

31

自宅に太陽光発電システム
を設置または同システム付き
の住宅を購入する場合、設置
費の一部を助成します。
申請方法など、詳細は市の
HPに掲載します。
受付期間 4月～1月
補助金額 1kWあたり3万
円（3kW・9万円上限）
お問合せ 工業振興課
☎ ・3307

11

景観形成住宅等建築奨励金

定休日や営業時間等は、お
問合せください。
パークゴルフ場
▽志海苔ふれあい広場（田中
潦風園・道南園芸コンソー
シアム☎ ・5158）
▽白石公園（㈱マルゼンシス
テムズ☎ ・9335）
▽すずらんの丘公園、恵山
シーサイド（㈱桔梗造園☎
・2297）
営業日 4月 日～ 月 日
オートキャンプ場
▽白石公園はこだて（㈱マル
ゼンシステムズ☎ ・
9335）
営業日 4月 日～ 月 日
▽戸井ウォーターパーク（㈱
吉田事業所☎ ・2665）
営業日 4月 日～ 月 日

10

市民税非課税世帯
万円
お問合せ 子育て支援課
☎ ・3057

10

27
土地・家屋価格等縦覧帳簿
縦覧場所・期間
■税務室（市役所2階）・
東部4支所
4月1日㈬～ 日㈭
午前8時 分～午後5時半
■亀田・湯川・銭亀沢支所
4月1日㈬～ 日㈫
午前 時～午後3時
縦覧できる方
年度函館市
固定資産税（土地・家屋）
の納税者またはその関係者
持参するもの
①納税通知書または課税明細
書（前年度分も可）、本人
確認書類（運転免許証等）
②納税者が個人の場合 申請
者が本人以外（同居の親族
・納税管理人を除く）の
ときは納税者の委任状
③納税者が法人の場合 法人
の印鑑（代表者印）※持参
できないときは法人の委任
状
納税義務者本人の課税台帳
縦覧期間中は、同じ場所で
課税台帳（自己所有物件の評
価額等）の閲覧が可能。持参
するものは縦覧に準じます。
※ 税務室・東部4支所では
期間後も閲覧できます。
お問合せ 税務室資産税担当
☎ ・3229

30

10

58

合併処理浄化槽設置費の助成

都市景観形成地域内の公道
に面する場所で函館らしい歴
史的景観に配慮した建物を新
築・購入する場合や既存の建
物を歴史的景観に配慮したも
のに改修する場合に奨励金を
交付します。
外観の形状等について景観
アドバイザーとの協議が必要
です。詳細は市のHPに掲載
します。
※ 工事着手は国の 年度予
算成立後となります。
対象 住宅・店舗・事務所等
受付期間 4月1日から随時
奨励金額 対象経費の %以
内の額で上限200万円
お問合せ まちづくり景観課
☎ ・3388

46

30

14

27

21

54

11

26

18

24

27

40

10

家庭から出る生活排水によ
る河川等の水質汚濁防止のた
め、合併処理浄化槽を自ら居
住する専用住宅に設置する方
に、設置費の一部を助成（補
助・融資あっせん）します。
補助制度 設置費を補助す
るもので、浄化槽の大きさ
（人槽）により補助金の限
度額を定めています。
融資あっせん制度 設置費
を無利子で借り入れできま
す。（返済期間5年以内、
均等分割月賦返済）
※ 助成要件など詳細は環境
推進課（☎ ・0798）
にお問合せください。

45

21

21

21

21

51

※費用の記載がない場合は無料
※申込み方法のないものは直接会場へ

4月からの国民年金保険料
月額は1万5590円で
す︒前納割引などの制度があ
りますのでご利用ください︒
お問合せ 函館年金事務所
☎ ・1165

なく︑資格を得た日︵他の健
康保険を脱退した日や︑市に
転入した日等︶までさかの
ぼって納めなくてはなりませ
んのでご注意ください︒
お問合せ 国保年金課
☎ ・3150

農地の売買・相続・転用
などの手続き

会への届出が必要です︒
②市街化調整区域内にある
農地の場合は︑事前に知事
の許可が必要です︒
※ 農地を無断転用すると︑
知事が工事の中止や原状回
復などの命令を出し︑罰金
等を科すこともあります︒
お問合せ 農業委員会事務局
☎ ・3587

空港周辺環境整備事業

︵一財︶空港環境整備協会
の助成事業として︑高規格救
急自動車1台を整備しまし
た︒この事業では︑空港周辺
地域の生活環境の改善や活性
化に資するため︑この他にも
各種助成が行われています︒
お問合せ 港湾空港振興課
☎ ・3439

お問合せ 競輪事業部 ☎ 51‑3121
HP http://keirin.hakodate.jp

4月18日 ( 土 「
) 開幕イベント」開催！
詳しくは函館けいりん HP へ

2土

５/1 金

30 木

函館ナイター競輪 16日〜18日全ﾚｰｽ併用発売

21

16 木 17 金 18 土 19 日

岐阜競輪ＦⅠ

川崎記念競輪ＧⅢ

場外発売（岐阜競輪場）

場外発売
（川崎競輪場）

23 木 24 金 25 土

例外あり︶︒切替となる方に
も﹁仮徴収決定通知書﹂を送
付します︒
年度の保険料額は︑7月
中旬に決定し改めてお知らせ
します︒特別徴収を希望しな
い方は︑申出により口座振替
に変更することができます︒
︵滞納のない方に限る︶
お問合せ 国保年金課︵☎
・3185︶または各支所

21

お知らせ

駅前再開発ビルの愛称決定

14

13

函館ナイター競輪 23日〜24日全ﾚｰｽ併用発売

千葉競輪ＦⅠ

場外発売（防府競輪場）

入学・結婚・出生などの
記念として公園に植樹を

場外発売（岸和田競輪場）

9 木 10 金 11 土 12 日

26 日 27 月 28 火 29 祝

市街地再開発事業として和
光ビル跡地に建設しているビ
ルの愛称は︑公募の結果︑野
村 宇 見 さん
︵市内在住︶
の﹁ キ
ラリス函 館 ﹂に決 定しました︒
お問合せ 中心市街地再生担
当☎ ・3990

15

植樹日 5月 日㈰
午前 時〜正午
定員
人︵申込順︶
負担額 1500円
お申込み 4月 日㈪〜
日㈬に緑化推進課︵☎ ・
3431︶へ︒

場外発売
（西武園競輪場）

21

岸和田競輪ＦⅠ

13

西武園記念競輪ＧⅢ

第2回前節

17
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21

22 水 23 木 24 金

10

22日全ﾚｰｽ併用発売

10 17

函館ナイター競輪
高知記念競輪ＧⅢ

ＦⅠ

2木 3金 4土 5日

場外発売
（高知競輪場）

共同通信社杯競輪 G Ⅱ

場外発売
（千葉競輪場）

15

水

火

月

取手競輪ＦⅠ

4月

国民健康保険の
加入・脱退等の届出

第1回

・耕作目的で売買や貸し借り
する時などは︑事前に農業
委員会の許可が必要です︒
・相続等により農地の権利を
取得した場合は︑その農地
が所在する農業委員会への
届出が必要です︒
・農地以外に転用する時は︑
①市街化区域内にある農地
の場合は︑事前に農業委員

場外発売（取手競輪場）

20 月 21 火 22 水

函館ナイター競輪

ＦⅠ

16 木 17 金 18 土

後期高齢者医療保険料
仮徴収のお知らせ

10

21

市営

函館ナイター競輪

27

21

国民健康保険の加入・脱退
および住所異動等があった場
合は︑ 日以内に届出をしな
ければなりません︒
加入の届出が遅れた場合の
保険料は︑届出をした日では
14

56

保険料を特別徴収︵年金か
ら引き去り︶している方に︑
4月上旬に﹁仮徴収額決定通
知書﹂を送付します︒︵仮徴
収額は本年2月と同額︶
また︑ 年7月〜 月に後
期高齢者医療制度に移行した
方は原則︑納付書払い・口座
振替から年金引き去りに切替
となります︵年金額等により
26

恵 山支所

〒041‑0525 函館市日ノ浜町127番地
☎85‑2331
（代表） 85‑2658

椴 法華支所

〒041‑0611 函館市新浜町156番地1
☎86‑2111（代表） 86‑2837

2 日㈭

敷地内に「戸井西部総合センター」を建設するため、今年

6 日㈪

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

お申込み

各小学校入学式
［ 9:30］椴 椴法華
［10:00］南 磨光 南 臼尻

4 月 1 日〜 11月30日
（午前 9 時〜午後 5 時）

［10:30］南 大船
［13:00］戸 日新 恵 えさん
［13:30］戸 戸井西

利用できません

戸井教育事務所

子育てサロン「出席カードづくり」
［ 9:30］恵 つつじ子育てサロン

度利用できる施設は次のとおりです。

テニスコート
駐車場

〒041‑1692 函館市川汲町1520番地
☎25‑5111（代表） 25‑5110

行 事 予 定

戸井運動広場からのお知らせ

ゲートボールコート
グランド

南 茅部支所

〃

☎ 82-3150 ※平日のみ

各中学校入学式
［10:00］戸 日新 戸 潮光 恵 恵山
［11:00］椴 椴法華

灯台を学ぼう

［13:00］南 尾札部

〜灯台資料館オープン〜

［13:15］南 臼尻
7 日㈫

戸 戸井幼稚園入園式

［ 9:30］同幼稚園
8 日㈬

南 南茅部高等学校入学式

［13:30］
同校
9 日㈭

子育てサロン「折り紙あそび」

19日㈰

春のクリーングリーン作戦

[10:00] 南 南かやべ子育てサロン
［ 8:00］支所管内一円
21日㈫

［10:00］南 南かやべ子育てサロン

冬期休館していた灯台資料館が 4月 1 日 から開館します。

22日㈬

同館は、灯台をテーマにした全国でも珍しい施設で、館内に

28日㈫

展示していますので、ぜひお越しください。
所

恵山岬町80番地 9

時

間

午前 9 時 15分〜午 後 5 時 （入館は 4 時半まで）

休 館 日

月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

入 館 料

個人 400円

お問合せ

同館

子育てサロン「あそびの広場」
［ 9:30］恵 なとわ・えさん

は、灯台の歴史や灯台にまつわる文学などを紹介した資料を
場

子育てサロン「新聞紙であそぼう」

子育てサロン「わらべうたベビーマッサージ」
［10:00］南 南かやべ子育てサロン

※

日程・会場は変更となる場合があります。

団体 300円（10人 以上）

☎ 86-2115
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平成27年4月［市政はこだて］

戸 井支所

〒041‑0305 函館市館町3番地1
☎82‑2111(代表） 82‑2917

4 支所管内の情報をお知らせします。

健康について考える

ふたりならんで、すまし顔？

〜恵山つつじ保育園ひなまつり会〜

〜福祉のまちづくりフォーラム開催〜
2月20日、南茅部総合
センターで「福祉のま
ちづくりフォーラム」
（主催：社会福祉協議
会南茅部支所）が開催
されました。
「最近のいびきの治
療について」と題した
講演では、いびきの原因とその対処方法をはじめ、大きない
びき、起床時に頭痛などの症状がある睡眠時無呼吸症候群の
危険性と検査、治療方法が紹介されました。また、質の良い

3月 3 日、恵山つつじ保育園でひなまつり会が行われまし

睡眠をとり、健康増進を図ってほしいという講師の話に参加

た。保育士が、女の子も男の子もすくすくと健康に育つこと

者たちは興味深そうに耳を傾けていました。

を願うというひなまつりの由来をわかりやすく伝えようと

このほかに「血圧計の

「ポン子ちゃんのひなまつり」と題した紙芝居を披露すると、

正しい使い方」「お薬の

園児たちは真剣な表情で聞き入っていました。

話」と題した講演や講演

その後、つつじ保育園特製のひな飾りパネルが登場し、男

で紹介された医療機器の

の子はお内裏様、女の子はお雛様になりきって、記念撮影を

展示、保健師による健康

行ったほか、
「うれしいひなまつり」を元気いっぱい歌ったり、

チェックなどのイベント

ひなあられや桜餅を食べたりと楽しい時間を過ごしました。

が行われました。

冬期休館施設の再開

戸井高校に最後のお別れ

冬期間休館していた施設を次のとおり開館します。
戸 戸井運動広場

4 月 1 日㈬

椴 灯台資料館

4 月 1 日㈬

南 南茅部プール

4 月 1 日㈬

南 大船遺跡埋蔵文化財展示館

4 月20日㈪

昭和28年の創立以来、地域の発展に貢献し、優秀な人材を

［10：10］南 臼尻会館
［11：00］南 南茅部支所
［11：40］南 尾札部会館
［13：40］椴 総合センター
［14：20］椴 新八幡町会館

25日㈯戸井・恵山地域回り

送り出してきた戸井高校は、本 年 3 月をもって61年の長い歴

［ 9：45］戸 青少年会館
［10：50］戸 生涯学習センター
［13：00］恵 えさん小学校
［14：00］恵 恵山支所

史に幕を閉じました。
最後の卒業生となった17人の生徒は，校長先生から一人ひ
とり卒業証書を受け取り、友人や恩師たちと共に過ごした思
い出いっぱいの学び舎を笑顔で巣立っていきました。
［市政はこだて］平成27年4月

移動図書館

ともしび号

3 月 1 日、戸井高等学校の卒業式が行われました。

11日㈯椴法華・南茅部地域回り
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