忘れずに原付やトラ
クターなどの廃車・
名義変更手続きを！
使用できなくなった原動機付自
転車や小型特殊車両（トラクター
など）は忘れずに廃車手続きをし
てください。譲渡後まだ車両の名
義変更をお済みでない方は、早急
に手続きをしてください。
４月１日までに手続きをしない
と次年度も軽自動車税が課税され
ます。手続きは税務課または各出
張所でできます。
▼持ち物：ナンバー（廃車にする
場合）、交付証明書 ※ナンバ
ーを紛失した場合は弁償金100
円を負担していただきます。

問 税務課（内線214）

年 付加年金制度を
金 ご存知ですか？
付加年金制度とは、国民年金の
定額保険料に加えて付加保険料
（月々400円）を納めることによ
り、老齢基礎年金に付加年金が上
乗せされる制度です。
付加年金の支給額（年額）は
200円×付加保険料を納付した月
数です。2年以上受け取ると支払
った付加保険料以上の年金が受け
取れます。
申し込みをした月分から付加保
険料を納付できますので、ご希望
の方はお早めにお手続きください。
詳しくは、日本年金
機構ホームページ
（QRコード）
をご覧
ください。

お

ら

せ

暮らしに役立つ情報をお届けします！
掲載している催し等は、新型コロナウイルスの感染状
況により、延期または中止となる場合があります。事前
にご確認ください。
また、催し等に参加する際は、マスクの着用など、感
染対策へのご協力をお願いします。

つがる市役所 42-2111（代表）
〒038-3192 つがる市木造若緑61-1

税

不動産取得税の軽減
制度があります

不動産取得税とは、家屋を新
築・増改築したときや、土地や家
屋を売買・贈与・交換などで取得
したときに一度だけ課税される県
の税金です。
住宅用の土地を取得した日から
３年以内に、その土地の上に、床
面積が50㎡以上240㎡以下の住宅
（
「特例適用住宅」
という）が新築
された場合には、土地の取得に係
る不動産取得税が軽減されます。
この軽減制度を受けるためには
申告が必要です。
この他にも不動産取得税の軽減
制度があります。
詳しくは県ホーム
ページ（QRコード）
をご覧ください。

問 西北地域県民局県税部課税課
☎0173-34-2111
(内線212～214)

必ずチェック！
青森県最低賃金
青森県最低賃金は次のとおり改
定されています。必ず確認しまし
ょう。

青森県最低賃金
（令和3年10月6日から）
時間額

822円（改定前793円）

青森県特定
（産業別）
最低賃金
（令和3年12月21日から）
▼鉄鋼業
時間額

929円（改定前903円）

▼電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業
時間額

859円（改定前833円）

▼各種商品小売業
時間額

852円（改定前825円）

▼自動車小売業
時間額

890円（改定前864円）

問 青森労働局労働基準部賃金室

問 市民課（内線261）

☎017-734-4114
商工観光課（内線431）

弘前年金事務所 ☎0172-27-1339

株式会社
宮坂ポリマー青森

知

内職作業者大募集！
！

࣍କՆ͵ֆͪΌͶ

ֆΝϨʖχͤΖ࠸ਫ਼ՆΦϋϩάʖճऀ

平成３年設立のつがる市誘致企業で80名程の内職者が働いています

自動車用ゴム製品のバリ取り仕上げ及び外観検査

・応募資格：18歳～55歳くらいで視力1.0相当以上の方
（コンタクト・眼鏡使用でも構いません）
（性別、経験は問いません）
・勤 務 地：ご自宅で作業いただけます（作業用具一式は貸与）
・時
間：8：00～20：00の好きな時に１日５時間程度
・給
与：製品、数量により変動致します。詳しくはお問合せ下さい。
担当：検査課 斎藤

وໝ͵༺෫ྙుɼݒઅɼӣӨ
RWE RenewableV༺෫ྙઅඍ༲ྖͺֆҒʄ

RWE Renewables Japan G.K.

ຌऀʥ
ˡ౨ښએେీۢ؛಼
؛಼φϧηφνϭʖຌؙ
ుʁ  

੪ਁΨϓΡηʥ
ˡ੪ਁ͗ͯݟΖࢤଆീټཁ
ు  

https://jp.rwe.com
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労働相談会
個々の労働者と事業者との間に
生じた労働問題について、県労働
委員会委員が相談に応じます。相
談は無料、秘密は厳守します。
▼日時：
・2/20(日)10時半～12時半
・3/1(火)13時半～15時半
・3/13(日)10時半～12時半
▼場所：青森県労働委員会(青森市
新町2-2-11 東奥日報新町ビル
4階)
▼対象：県内の労働者、事業主
▼申し込み：随時受け付け（事前
予約優先）
新型コロナウイルスの感染防止
対策のため、相談時の検温の実施、
連絡先の確認、マスクの着用、手
指のアルコール消毒などの対応を
お願いします。
問 青森県労働委員会事務局
☎017-734-9832

行政が行う仕事について、苦情
や意見、要望などがある場合は、
お気軽にご相談ください。相談は
無料、秘密は厳守します。
※2月に予定していた行政相談は、
新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため中止します。ご理解く
ださるようお願いします。

東北財務局青森財務事務所では、
専門相談員を配置し、借金を抱えて
お悩みの方々からの相談に応じて
います。相談者の抱える借金の状況
等を丁寧にお伺いし、必要に応じて、
弁護士や司法書士などの専門家に
引き継ぎを行っています。一人で悩
まず、ご相談ください。相談は無料、
秘密は厳守します。
▼受付時間：8時半～12時、13時
～16時半
（土日祝日・年末年始を
除く）
問 東北財務局青森財務事務所
理財課
【相談専用電話】
017-774-6488

健康相談のくすり屋 元気に

▼日時：3/23(水)10時～12時
▼場所：松の館 会議室B
▼相談委員：片山德明

▼日時：3/11(金)10時～15時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：原田和孝

保険
調剤 JR 五所川原駅前通り
TEL 34－5088
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スポーツ安全保険とはスポーツ
活動、文化活動、ボランティア活
動、地域活動などを行う社会教育
活動（4人以上の団体）を対象と
した保険です。
▼対象となる事故：団体活動中、
往復中の事故。
（自動車事故によ
る賠償責任保険は適用外です。）
▼補償内容：傷害保険（通院、入
院、後遺障害、死亡）、賠償責
任保険、突然死葬祭費用保険。
▼加入受付期間：3月1日～令和5
年3月30日 ※令和4年度から
原則WEBでの加入になります。
▼保険期間：4月1日午前0時～令
和5年3月31日午後12時（4月1
日以降に加入手続きをした場合
は、翌日の午前0時から令和5年
3月31日午後12時まで）
▼掛け金：一人年額800円～1万1
千円（団体の活動内容、年齢な
どによって異なります。）
問 スポーツ安全協会青森県支部
☎017-718-1136

柏会場

稲垣会場
▼日時：3/16(水)10時～15時
▼場所：稲垣ふれあいセンター
▼相談委員：佐々木富雄

車力会場
▼日時：3/18(金)10時～15時
▼場所：車力ふれあい会館
▼相談委員：鎌田常芳

問 市民課（内線266）

100歳！

TEL0173－34－3939

血液元気

駅前薬局いわや

小さな掛け金、大きな
補償！スポーツ安全保
険に加入しよう！

森田会場

いわや薬品 新町本店
内臓元気

休日の臨時窓口を開設します。
マイナンバーカードの受け取りだ
けでなく申請もできます。無料で
顔写真を撮影するほか、申請書の
記入も職員がサポートします。是
非ご利用ください。
▼日時：2/27(日)8時半～17時
▼場所：市役所1階 市民課窓口
問 市民課（内線262、265、266）

木造会場

▼日時：3/1(火)13時～15時
▼場所：柏老人福祉センター
▼相談委員：木村光雄

借金に関する
相談窓口

五所川原市新町74

マイナンバーカード
臨時交付窓口

行政相談

免疫元気

Be Peacemas 108

美容
相談 ELM 1階

TEL 33－6742

この社会あなたの税がいきている
西北五税務関係団体協議会は、税知識の正しい理解と普及、納税
道義の高揚を目的として、下記の団体で構成されています。
●五所川原商工会議所
●西・つがる商工会連絡協議会
●北五地域商工会ブロック会
●東北税理士会五所川原支部

●五所川原税務署管内
青色申告会連合会
●公益社団法人五所川原法人会
●五所川原間税会

●五彰会
●北五小売酒販組合
●鰺ヶ沢小売酒販組合
●五所川原税務署管内
農業青色申告会連合会

西北五税務関係団体協議会

申告所得税及び復興特別所得税の申告・納付の期限は３月15日
（火）
、個人事業者の消費
税及び地方消費税の確定申告の申告・納付の期限は３月31日
（木）
です。

事務局（五所川原商工会議所内）0173‒35‒2121（寺山）

新型コロナウイルス
の感染は労災保険給
付の対象になります
新型コロナウイルスの感染経路
が業務によることが明らかな場合
や、感染経路が不明の場合でも感
染リスクが高い業務に従事し、そ
れにより感染した可能性が高い場
合は、労災保険給付（治療、休業
の補償など）の対象になります。
医師や看護師、介護の業務に従
事している方々は、業務外で感染
したことが明らかな場合を除き、
原則として対象になります。
症状が持続し（罹患後症状があ
り）、療養や休業が必要と認めら
れる場合も、労災保険給付の対象
となります。
具体的なご相談は、五所川原労
働基準監督署へ。匿名可。

問 五所川原労働基準監督署
☎0173-35-2309

「木造フォト遊」
写真展
「木造フォト遊」
は写真技術の向上
と、市民文化の交流、振興、発展
に寄与することを目的に平成27年
4月に設立した写真仲間の会です。
12回目の写真展を開催します。
▼日時：3/4(金)～3/7(月)
9時～17時

55歳以上の「働きた
い」を応援します
働く意欲のある高年齢者の
就労相談を受け付けています！
相談は無料、個人情報は厳守し
ます。
▼3/8(火) 森田公民館
▼3/10(木) 柏老人福祉センター
※時間は各会場とも9時～16時
※2月に予定していた就労相談
は、新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため中止します。ご
理解くださるようお願いしま
す。
※当協議会では随時相談を受け付
けています。(土日祝日を除く)

農作業支援技術体験DVD貸出
つがる市の農業を体験したい、
農作業をお手伝・就労したい、で
もどんな作業か分からない方へ農
作業のＤＶＤをお貸しします。
【農作物】水稲・りんご・メロ
ン・にんにく・ながいも

問 市生涯現役促進協議会

（青森銀行木造支店隣）
☎26-6323 FAX26-6423

車力分屯基地上空で
ドローン飛行は禁止
されています

※月曜日は16時まで
▼場所：松の館 ギャラリー

防衛大臣が指定する対象防衛関
係施設の敷地または区域およびそ
の周囲おおむね300㍍の地域の上
問 木造フォト遊
代表 長谷川良幸 ☎42-4617
空では小型無人機等の飛行が禁止
されています。
令和3年12月20日付で航空自衛
献血に
隊車力分屯基地が対象施設として
ご協力ください
指定されました。
車力分屯基地の上空を小型無人
▼日時：3/13(日)10時～11時45
機等が飛行する場合は施設管理者
分、13時15分～16時
の同意を得るなど、所定の手続き
▼場所：イオンモールつがる柏
が必要になります。
詳しくは、防衛省
ホームページ
（QRコード）
を
ご覧ください。

問 企画調整課（内線353）

くらしの問題
解決の糸口を見つけ
に行こう！
市と連携して生活再建相談事業
を行っている消費者信用生活協同
組合による無料相談会です。専門
スタッフや弁護士がお金やくらし
に関する悩みなどについて、丁寧
に聴き取りし、一緒に解決の糸口
を見つけます。
▼日時：3/5(土)10時～16時
▼青森会場：信用生協青森事務所
(青森市安方１-３-５小田島ビル
３階）
▼弘前会場：弘前市民文化交流館
(ヒロロ３階・多世代交流室)
▼対象の相談：①お金の問題（多
重債務問題など）②遺産相続③
不動産売買④税金等公共料金の
滞納⑤DV・離婚問題⑥その他の
くらしに関する悩み事
▼申し込み：電話でお申し込みく
ださい。

問 青森会場：信用生協青森事務所

☎0120-102-143
弘前会場：信用生協弘前事務所
☎0120-102-354

ガソリンを購入する
際はご注意ください

ガソリンの購入は、消防法令に
適合した金属製携行缶のみ可能で
す。セルフスタンドでは、顧客自
らがガソリンを携行缶に注油する
ことは認められていません。ガソ
リンを携行缶で購入する際は、本
人確認や使用目的の確認にご協力
ください。携行缶はふたをしっか
り閉め、ふたを上にし、火気厳禁
で運搬してください。ガソリンを
40㍑以上保管する場合は、法令の
規制を受けます。
除雪機などでガソリンを使用する
機会が増えています。ガソリンなど
の危険物について、危険性を十分に
理解し、事故を防ぎましょう。

問 消防本部予防課 ☎42-7744
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Olivia’s英会話
参加者募集！

トレーニングルーム
で健康づくり教室
(初回指導)

栄養・食事相談

継続した運動を主体に、健康づ
くりを実践してみませんか。保健
師・栄養士・健康運動指導士・運
動指導員が応援します。
▼日時：3/8(火)9時半～11時半
▼場所：市民健康づくりセンター
トレーニングルーム
▼対象：
国際交流員オリビアさんと気軽 ・20～39歳で、減量したい方ま
に英会話を楽しみませんか。
たは１年以内に健康診断を受け
各回、共通のテーマについて話
た方
したり聞いたりしながら、英語で ・40歳以上で、1年以内に健康診
のコミュニケーションを学びます。 断を受けた方または同等の検査
講師のオリビアさんは日本語が
結果を提出できる通院中の方。
堪能ですので、「英語に自信がな
通院中の方は医師の同意を得て
い」という方も大歓迎！1回のみ
ください。
の参加も可能です。
▼定員：6人(完全予約制)
▼対象：以下の条件を全て満たす方
▼申し込み：3/3(木)までにお申
①市内在住の高校生～50歳の方
し込みください
②中学校卒業レベルの英会話が ▼ 持 ち 物 ： マ ス ク ・ 汗 拭 き タ オ
できる方
ル・運動着・運動靴（内履き）・
▼日時・テーマ：
健康診断の結果、お薬手帳
第1回 3/3(木)
※2月に予定していた「トレーニ
「自己紹介をしてみよう」
ングルームで健康づくり教室(初
第2回 3/10(木)
回指導)」は、新型コロナウイル
「いつか行ってみたい場所は？」
スの感染拡大防止のため中止し
第3回 3/17(木)
ます。ご理解くださるようお願
「学生時代楽しかったこと！」
いします。
各回とも18時～19時
問 健康推進課 (内線307)
▼場所：松の館 会議室B
▼定員：12人 ※定員に達し次第
受け付けを終了します。
▼申し込み：Google form（QR
コード）または電話で2/24(木)
までにお申し込み
ください。
Let’
s
have fun
learning
English!

問 企画調整課

（内線352）

くらしの便利帳を配布しています
市が提供するさまざまなサービスや各種
手続きの情報、企業広告などを掲載した「く
らしの便利帳（80頁）」を全世帯へ順次配布
しています。
2月28日までにご自宅へお届けする予定
（天候不良等により延期の可能性あり）です
が、届かない場合は、下記までお問い合わせ
ください。
秘書広報課 電話42‒2111（内線559）
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健康のために減量したい、離乳
食がうまく進まないなど食事に関
する悩みに栄養士が個別に応じま
す。お気軽にご相談ください。
▼日時：2/18(金)9時～11時半
▼場所：市民健康づくりセンター
乳幼児健診介護予防ホール
▼申し込み：2/10(木)までに電話
もしくは窓口でお申し込みくだ
さい。
問 健康推進課 (内線306)

こころの相談
ストレス、不眠、ひきこもりなど自
分や家族の悩みを抱えている方は
一人で悩まずにお話しください。
▼日時：2/24(木)10時～15時
▼場所：市民健康づくりセンター
指導室
▼申し込み：前日までに電話また
は窓口でお申し込みください。
空きがある場合のみ、当日のお
申し込みもできます。
問 健康推進課 (内線306)

ストレッチ＆
筋トレ教室
2月に予定していた「ストレッ
チ＆筋トレ教室」は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため中
止します。ご理解くださるようお
願いします。
問 健康推進課 (内線307)

足から始める
運動教室
2月に予定していた「足から始
める運動教室」は、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のため中止
します。ご理解くださるようお願
いします。
問 健康推進課 (内線305)

遺品整理・生前整理の事なら

髙 橋 商 会

1ルーム33,000円～。人形等の供養、お引き取りも
行います。ご相談、お見積り無料で承りますのでお
気軽にご連絡ください。
営業時間
☎080‒1859‒3960

8：00～18：00
五所川原市水野尾字宮井42‒1

