
　仙台国税局では、税務のスペ
シャリストとして活躍するバイタ
リティーあふれる税務職員を募集
しています。国の財政を支える税
務職員に、あなたもチャレンジし
てみませんか？
▼�受験資格：①令和４年４月１日
において高校卒業後３年を経過
していない者および令和５年３
月までに高校を卒業する見込み
の者②人事院が①に掲げる者に
準ずると認める者
▼申込期間：6/20(月)～6/29(水)
▼�申込方法：インターネットでお
申し込みください。国家公務員
試験採用情報NAVI
　�(https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html)
▼第１次試験日：9/4(日)
問  仙台国税局人事第二課
　 試験研修係☎022-263-1111
　（内線3236）
　人事院東北事務局
　☎022-221-2022

　環境負荷の小さい自動車につい
ては、性能に応じて税率を軽減（軽
課）し、初回新規登録から一定の
年数を経過した環境負荷の大きい
自動車については税率を重く（重
課）する制度が実施されています。
　詳しくは、県ホームページをご
覧ください。
問 西北地域県民局
　 県税部納税管理課
　☎0173-34-3141

　身体障害者手帳、療育（愛護）
手帳、精神障害者保健福祉手帳ま
たは戦傷病者手帳の交付を受けて
いる方が、生業、通院、通学など
のために使用する軽自動車で一定
の条件に該当する場合に、申請に
より１人１台軽自動車税（種別
割）の減免を受けることができま
す。
▼�申請場所：税務課、稲垣・車力
出張所
▼�申請期限：５/31(火)まで（閉
庁日を除く。）
▼�必要書類：交付を受けている手
帳、運転免許証（コピー可）、
令和4年度軽自動車税（種別
割）納税通知書、減免申請車両
の納税義務者の方のマイナン
バーがわかるもの（マイナン
バーカード、通知カード等）、
窓口に申請に来た方の本人確認
書類（マイナンバーカード、運
転免許証等）
▼�留意事項：減免を受けるための
申請は毎年必要です。普通自動
車税（種別割）の減免を受けて
いる方は、軽自動車税（種別割）
の減免を受けることができませ
ん。既に納付された税について
は、減免を受けることができま
せんので、納税組合等に加入さ
れている方は特に注意してくだ
さい。障害の程度や車両の使用
状況によっては、障害者手帳を
お持ちであっても減免とならな
い場合があります。

問 税務課
　 (内線214)

　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。
▼日時：5/29(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)

お 知 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

国家公務員
税務職員採用試験
（高校卒業程度）

自動車税種別割
グリーン化制度

軽自動車税の減免

マイナンバーカード
臨時交付窓口
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　家屋を取得した場合、建物表題
登記をする義務があります。何ら
かの事情で未登記状態となってい
る家屋に変更がある場合は、税務
課に届け出をしてください。税務
課では現在未調査家屋の把握に努
めており、課税台帳と違いがあっ
た場合は調査に伺うことがありま
すので、ご協力くださるようお願
いします。
▼ 対象：①未登記家屋の所有者が
変わったとき(実印と印鑑証明
書が必要となります)②家屋を
取り壊したとき③家屋を新築・
増築し、まだ市の調査を受けて
いないとき
▼�届け出：税務課窓口にある用紙
に必要事項を記入し、届け出し
てください。法務局で滅失登記
をした場合は届け出の必要はあ
りません。

問 税務課（内線213）

　出産予定日または出産日が属す
る月の前月から４カ月間（多胎の
場合は３カ月前から６カ月間）の
国民年金保険料が免除され、免除
された期間は保険料を納付したも
のとして受給額に反映されます。
　この手続きは、出産予定日の６
カ月前から届け出可能です。
問 市役所国保年金課（内線272）
　 弘前年金事務所
　 ☎0172-27-1339

　市ではコミュニティ FMを防災
に役立てようと木造出来島地区に
中継局を整備しました。これによ
り同地区を中心にFMごしょがわ
らの放送範囲が広がりました。ぜ
ひ、お聴きください。
　FMごしょがわら　76.7MHz
つがる市広報だよりも放送中！
月～金の８時半と16時半に放送
問 防災危機管理課（内線345）

　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。相談は無
料、秘密は厳守します。

　木造会場
▼日時：6/1(水)10時～15時
▼場所：松の館　会議室B
▼�相談委員：平田昌子、葛西弘和、
吉田惠美子、近藤節子

　森田会場
▼日時：6/2(木)10時～15時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：鹿内博、原田正志　
　　　　　　　　　
　稲垣会場
▼日時：6/3(金)10時～15時
▼場所：稲垣ふれあいセンター
▼相談委員：鹿内博、原田正志

　車力会場
▼日時：6/6(月)10時～15時
▼場所：車力ふれあい会館
▼相談委員：工藤惠子、吉田惠美子
問 市民課（内線266）

　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。

　木造会場
▼日時：6/22(水)10時～12時
▼場所：市役所3階第3会議室
▼相談委員：片山德明

　森田会場
▼日時：6/10(金)10時～15時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：原田和孝

　柏会場
▼日時：6/7(火)13時～15時
▼場所：柏老人福祉センター
▼相談委員：木村光雄

　稲垣会場
▼日時：6/15(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：6/17(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）

▼�日時・場所：6/12(日)�10時～
11時45分、13時15分～16時・
イオンモールつがる柏

家屋に係る届け出

産前産後期間の
免除制度コミュニティ FM

中継局が完成

人権相談行政相談

献血に
ご協力ください
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　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：6/7(火)
　　　　13時半～15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にご協
力ください。
問 青森県労働委員会事務局
　 ☎017-734-9832

　年金給付に関する相談を受け付
けますので、ご利用ください。相
談は完全予約制です。予約は、弘
前年金事務所で受け付けていま
す。予約時には基礎年金番号が必
要です。配偶者分も必要な場合が
あります。
　相談当日は、本人確認ができる
もの（マイナンバーカード、運転
免許証等）を持参してください。
代理の方が相談される場合は、「委
任状」(様式任意)も必要です。
▼日時：6/22(水)10時～16時
▼場所：市役所２階相談室
問 市役所国保年金課（内線272）
　 弘前年金事務所
　 ☎0172-27-1339

　「認知症カフェ」は認知症の方
やそのご家族、認知症に関心があ
る方などが集い語り合える場で
す。気軽に立ち寄れるカフェとし
て、認知症の相談や介護の悩みを
話し合うほかにも、介護に関する
講話や作業療法体験などを実施し
ます。月１回のゆったりした時間
を過ごしませんか。
▼ 名称：つがる市民
　　　 「みんなのカフェ」
▼日時：5/20(金)13時～15時
▼場所：松の館　会議室B
▼�対象：介護が必要な本人や家
族、認知症や介護に関心のある
市民、認知症の人と家族の会会
員、医療・介護専門職など
▼�主催：認知症の人と家族の会
　新型コロナウイルスの感染防止
対策として、飲食物の提供はあり
ません。参加される方には、手指
消毒、体温測定、マスク(各自持参)
の着用をお願いします。内容の変
更および開催が中止になる場合が
ありますので、あらかじめご了承
ください。
問 家族の会世話人　秋田谷
　 ☎ 090-3648-4322

　西北地域県民局では、つがる市
などと連携して、地域の若者や移
住者らのコミュニティをつくり、
実証する事業に取り組みます。そ
の一環として先進事例を学びアイ
デアを具現化させる勉強会「奥津
軽わげもの会議」を開催します。
新しいコトを起こしたい、応援し
たい方、ぜひご参加ください。
▼日時：5/16(月)
　　　　18時半～20時半
▼場所：松の館
▼定員：30人程度
▼申し込み：QRコードから前日
までにお申し込みください。
問 西北地域県民局
　 地域連携部
　 ☎0173-34-2175

　万が一火災が発生した際に被害
を最小限に抑えるため、消防職員
が事業所等を訪問して消防用設備
や避難口の設置・管理状況を確認
し、法令に基づき防火指導や検査
を行っています。訪問時の立会い
をお願いする場合がありますが、
安全安心な建物で利用者や従業員
を守るため、防火指導や検査にご
理解とご協力をお願いします。
問 消防本部予防課
　 ☎42-7744

労働相談会

6月の移動年金相談

「認知症カフェ」に
参加してみませんか

新たなコミュニティ
活動を支援します

火災から守るため
立入検査を強化して
います！
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　歩くこと、姿勢を意識しながら
筋トレや有酸素運動を行います。
姿勢が変われば体が変わる。体が
変われば自信がもてる。自分の体
に合った運動強度を選んで、姿勢
や体を伸ばしながら運動しましょ
う。運動強度は、「軽め」「普通」「強
め」にわかれています。運動が苦
手な方、不安がある方は「軽め」
から参加しましょう。
▼ 日時：6/3(金)「普通」運動の
基本を覚える。姿勢を意識しな
がら１時間歩き続けます。
　�6/10(金)「軽め」主に椅子を
使っての有酸素運動やストレッ
チを行います。
　�6/17(金)「強め」スタミナ・
筋力アップ。「普通」よりもしっ
かり体を動かします。
　各日13時半～14時半
▼��場所：市民健康づくりセンター
健診運動ホール
▼講師：健康運動指導士
　　　　鬼武由美子氏
▼申し込み：不要
▼�持ち物：マスク・汗拭きタオル・
運動着・飲み物・運動靴（外履き）

問 健康推進課
　（市民健康づくりセンター内）
　 ☎23-4311

　体が硬い、筋力が落ちてきた等
感じることはありませんか。筋肉
は、あまり使われないと硬くなり
がちです。筋肉が硬くなると柔軟
性が失われてケガをしやすくなっ
たり血流が悪くなったりします。
　運動初心者向けのメニューで
す。みんなで体を動かしてみよう！
▼日時：5/30(月)
　　　　13時半～14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：不要
▼�持ち物：マスク・汗拭きタオル・
運動着・飲み物・ヨガマット（な
い方はバスタオル）

問 健康推進課
　（市民健康づくりセンター内）
　 ☎23-4311

　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：5/24(火)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
　（市民健康づくりセンター内）
　 ☎23-4311

　史跡田小屋野貝塚などで発掘調
査の補助および整理作業できる方
を募集します。
▼�応募資格：夏季の屋外作業を継
続できる方（発掘調査または整
理作業の経験者、測量の補助経
験者を優遇します。意欲ある未
経験者を歓迎します。）
▼募集人数：５人
▼任用期：7/1(金)～10/31(月)
▼ 勤務時間：平日8時半～16時半
（60分の昼休憩あり）
▼報酬：時給898円、通勤手当有
▼ 休暇：年次有給休暇、忌引など
の特別休暇
▼募集期間：5/16(月)～6/6(月)
▼面接試験日：6/13(月)
▼�申し込み：任用履歴書（市指定
様式）を下記へ提出してください。

※�応募者多数の場合は打ち切りま
す。新型コロナウイルスの感染
状況により選考方法を変更する
場合があります。

問 文化財課☎49-1194

▼日時：5/17(火)9時～16時半
　実務(危険物の性質他)
　5/18(水)9時～16時半
　法令(危険物関係の法令)
▼�場所：五所川原市民学習情報セ
ンター視聴覚室(五所川原市一
ツ谷503-5)
▼�受講料等：7,000円(2日間)、
テキスト代乙4(実務、法令、例
題集)4,500円・丙種(実務、法
令、例題集)3,900円
※�講習会の申し込みは、当日会場
で受け付けします。

問 県危険物安全協会連合会
　 西北五支部事務局（木村石油内）
　 ☎0173-34-3165

足から始める
　運動教室（6月）

ストレッチ＆
筋トレ教室こころの相談

発掘作業員募集

危険物取扱者試験
事前講習会
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