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行政が行う仕事についての苦情
や意見・要望などがある場合はご
相談ください︒相談は無料で秘密
は厳守します︒
︿木造会場﹀
●７月 日㈮ 時〜 時
▽木造農村環境改善センター
行政相談委員 片山 德明 氏
︿柏会場﹀
●８月７日㈫ 時〜 時
▽柏老人福祉センター
行政相談委員 木村 光雄 氏
︿車力会場﹀
●７月 日㈮ 時〜 時
▽車力ふれあい会館
行政相談委員 鎌田 常芳 氏
市民課︵内線２６６︶
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こころの相談

康

相

こころの悩みや病気について相
談をお受けしています︒
眠れない︑心が重い︑やる気が
起きない︑ひきこもりなどの悩み
を抱えている方は︑一人で悩まず
に︑ご相談ください︒
●日時▽８月３日㈮ 時〜 時
●場所▽健康推進課相談コーナー
※事前に申し込みをして下さい︒
健康推進課 内(線３０６ )

健

談

市民健康づくりセンターにおい
て︑保健師が健康相談に応じてい
ます︒健康診断の結果に関するこ
と︑健康づくりやメンタルヘルス
に関すること︑子どもの発育・発
達に関することなど︑お気軽にご
相談ください︒
平日いつでも受け付けておりま
すが︑総合健診などにより開催で
きないこともありますので︑確実
なご利用を希望される方は︑事前
にお問い合わせください︒
市民健康づくりセンター
電話 㿌４３１１

血

津軽土地改良区︑ 時 分〜
時 分▽朝日ドーム
●８月 日㈰ 時〜 時 分︑
時〜 時 分▽イオンモールつ
がる柏
健康推進課︵内線３０３︶
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給与所得者の個人住民税は
全て 特｢別徴収 と｣なります

固定資産税は︑１月１日現在の
所有者として登録されている方に
課税されます︒年の途中で所有者
が変わった場合でも︑その年度の
税を納付しなければなりません︒
●家屋を取り壊したときは滅失届
を︑未登記家屋の所有者が変わっ
たときは︑変更届を速やかに提出
してください︒なお︑滅失登記を
した場合は届け出の必要はござい
ません︒
また︑未登記家屋の所有者を変
更する場合は︑両者の実印押印と
印鑑証明書が必要です︒
●家屋を新築または増築されてま
だ市の調査︵家屋評価︶を受けて
ない方はお知らせ願います︒
税務課︵内線２１３︶

家屋に係る届け出について

税

30

30
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給与所得者︵従業員︶の個人住
民税については︑地方税法の規定
により︑給与支払者︵事業主︶が
給与から特別徴収︵天引き︶によ
り納入することとされています︒
このため︑西北地域２市５町と
西北地域県民局県税部では︑原則

として全ての事業主の方に特別徴
収を行っていただいておりますの
で︑ご理解とご協力をお願いしま
す︒
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に︑事
業主が従業員に代わり︑毎月支払
う給与から個人住民税を天引きし︑
納入していただく制度です︒
ただし︑個人住民税の特別徴収
は︑市が従業員ごとの税額をお知
らせしますので︑所得税の源泉徴
収のような税額計算や年末調整の
手間がかかりません︒また︑従業
員の方には︑納め忘れがなく︑納
期が年 回のため普通徴収の年４
回に比べて１回当たりの納付額が
少なくなるといった納税の便宜を
図る目的があります︒
税務課︵内線２１９︶

自 衛 官 募 集

そ の 他

12

自衛官候補生
●応募資格▽平成 年４月１日現
在︑ 歳以上 歳未満の方
●試験日▽９月 日㈭〜 月５日
㈮
●受付期限▽９月８日㈰
予備自衛官補
●応募資格▽平成 年４月１日現
在︑ 歳以上 歳未満の方
●試験日▽９月 日㈰
●受付期限▽９月 日㈮
※詳細はお問い合わせください︒
自衛隊青森地方協力本部
五所川原地域事務所
電話 㿌２３０５
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献血にご協力ください
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家庭内の問題︑子どものいじめ
や虐待︑隣近所のトラブルなどに
ついて相談に応じます︒秘密は守
られ無料ですのでお気軽にご相談
ください︒
︿柏会場﹀
●８月７日㈫ 時〜 時
▽柏老人福祉センター
市民課︵内線２６６︶
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●８月９日㈭ 時〜 時 分▽市
役所︑ 時 分〜 時 分▽西
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球場︵木造漁港への立ち入りを
制限します︶
●参加機関▽青森県防災航空隊︑
つがる市消防本部
消防本部警防課
電話 㿌７７４５

内を巡回しています︒このような
﹁植えてはいけないけし﹂を発見
した際は︑左記まで連絡をお願い
します︒
﹁植えてはいけないけし﹂の抜
去︑処分にご協力をお願いします︒
※五所川原保健所ホームページで
は︑カラーで見ることができま
す︒︵五所川原保健所 ﹁けし﹂
の見分け方 で検索︶
五所川原保健所指導予防課
電話 㿌２１０８

戦闘機の展示飛行や装備品の展
示︑子どもイベントなど︑楽しい
催し物を企画しています︒当日は
基地が開放となり︑どなた様も入
場できますので︑多数のご来場を
お待ちしています︒
●開催日▽７月 日㈰９時〜 時
●会場▽航空自衛隊車力分屯基地
●内 容 ▽ Ｆ ２
‑ 戦 闘 機・ 自 衛 隊 ヘ
リの飛行展示︑
車両・ペトリオッ
トシステム・通信機材等の展示︑
陸上自衛隊音楽隊による演奏・
基地隊員によるファンシードリ
ル︑子どもイベント︵車両の体
験 試 乗・ ペ ッ ト ボ ト ル ロ ケ ッ
ト・制服の試着など︶
航空自衛隊車力分屯基地
電話 㿌２５３１

車力分屯基地
﹁開庁 周年記念行事﹂

34

56

労働時間制度の説明会を
開催します
五所川原労働基準監督署では︑
事業者を対象に︑働き方改革の趣
旨を理解していただくとともに︑
労働時間制度の知識を十分に持っ
て労務管理を行っていただくこと
を目的とした説明会を開催してい
ます︒
● 日時▽７月 日㈫ 時〜 時 分
●場所▽五所川原合同庁舎１階共
用会議室
※参加ご希望の方は︑必ず事前に
お申込みください︒
五所川原労働基準監督署
電話 㿌２３０９

﹁けし の｣不正栽培について

15

30

﹁けし﹂の仲間には︑麻薬成分
が含まれ法律で植えることが禁止
されているものがあります︒県内
で見つかる﹁植えてはいけないけ
し﹂の約半数が︑五所川原保健所
管内で発見されています︒
花の色は︑赤︑ピンク︑薄紫が
あ り︑ 花 の 形 も 様 々 で す が︑ 八
重咲のけしは特徴的で︑﹁ポピー﹂
や ﹁ひなげし﹂ とは大 き く 異なり
ます︒ また茎や葉は﹁キャベツの葉
のような白 味 を 帯びた緑 色 ﹂︑﹁ほ
とんど毛がない﹂のが特徴です︒
五所川原保健所では不正けしの
拡大を防止するため︑定期的に管
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稲垣・車力地区 高齢者健康体操
11

12

24

﹁家族のつどい﹂に
参加してみませんか
● 日時▽７月 日㈭ 時〜 時 分
家族のつどいは︑認知症の人を
●場所▽稲垣体育館
介護している家族・専門職が︑情
●対象▽稲垣車力地区在住で︑
報交換したり悩みを話したりする
歳代後半から 歳代前半の方
場です︒認知症により苦しんでい
●定員▽ 人程度
るのは本人だけではなく家族も一
●講師▽﹁健康運動指導士﹂
鬼武 由美子 氏
緒です︒同じ悩みをかかえた者同
●参加料▽無料
士で一度話してみませんか︒
●持ち物▽室内履き︑汗拭きタオ
●日時▽７月 日㈮ 時〜 時
ル︑飲み物
●会場▽松の館１階 会議室Ｂ
※講習中の事故は自己責任です︒
●対象▽認知症の人と家族の会会
員︑認知症の人を介護する一般
ご了承の上でご参加ください︒
市民︑医療・介護専門職など
※申し込み不要ですので︑お気軽
にご参加ください︒
●参加費▽無料
︵公社 認)知症
森田公民館 電話 㿌２５６６
●共催▽つがる市・
の人と家族の会青森県支部
●事前申込▽不要
出張譲渡キャラ バ ン
家族の会世話人 秋田谷
﹁あなたの思いが 命 を 救 う ！ ﹂
電話０９０ ３６４８ ４３２２
青森県動物愛護センターが出張
譲渡前講習会とワンちゃんネコ
すずらんの会
ちゃんの譲渡会を実施します︒
〜自死遺族のつど い 〜
●日時▽ ７月 日㈮ 時 分〜 時
﹁すずらんの会﹂は︑大切な方
●場所▽五所川原保健所
を自死で亡くされた方が集い︑安
青森県動物愛護センター
心して気持ちを語り合う場です︒
電話０１７ ７
‑２６ ６
‑１００
﹁誰かに聞いてほしい﹂﹁話した
い﹂という思いが高まったときに︑
市消防本部 県･防災航空隊
﹁話せる﹂﹁聴ける﹂そんな場所で
合同訓練のお知らせ
ありたいと考えています︒
●日時▽７月 日㈮ 時〜 時
●場所▽市民健康づくりセンター
●申し込み▽事前にお電話で精神
保健担当保健師を指名してお申し
込みください︒
健康推進課︵内線３０６︶
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毎年行っている青森県防災ヘリ
﹁しらかみ﹂と︑市消防本部との
合同訓練を実施します︒当日は︑
防災ヘリの飛行により騒音が発生
しますが︑ご理解とご協力をお願
いします︒なお︑安全配慮のため︑
一般の見学はできません︒
●日時▽７月 日㈮９時〜 時
︵災害発生︑
悪天候の場合は中止︶
●場所▽木造漁港および旧亀ヶ岡
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