※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
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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
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発明相談《予約制》
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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
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海外の大学・大学院で日本
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※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
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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
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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。
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※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

［市政はこだて］平成27年4月

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

