行政相談
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：7/27(水)10時～12時
▼場所：松の館B会議室
▼相談委員：片山德明
森田会場
▼日時：7/8(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：7/5(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：7/20(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：7/15(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）

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：
6/19(日)10時半～12時半
7/5(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：電話にて予約を受け
付けています。
（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。

排水設備工事
責任技術者試験
▼日時：10/19(水)14時～16時
▼試験会場：青森市・弘前市・五
所川原市・八戸市の4会場から
選択
▼受験料：8,000円（振込手数料
が別途必要）
▼申 し込み：7/1(金)～7/29(金)
（閉庁日を除く）下水道課で申
込書を配布・受け付けします。
▼合格発表：11/8(火)
※受験資格など、詳細は「青森県
下水道協会ホームページ」
（QR
コード）をご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染状況
により、日程を延期もしくは中
止する場合があります。
問 下水道課
（内線371）

問 青森県労働委員会事務局
☎017-734-9832

山菜採り等の
事故防止について
例年、山菜採りの時期は遭難事
故が多くなっています。天気の悪
い日は入山をやめましょう。山に
入る時は、事前に家族や知人に場
所を伝え、目立つ服装で、携帯電
話、雨合羽、水、食料などを持っ
て入りましょう。遭難した時は、
無理に歩き回らず、発見されやす
い開けた山の上で体力を温存し
て、遠慮せず、警察、消防に救助
を求めましょう。

問 農林水産課（内線417）

広報つがる 2022.6月号

22

下水道加入のお願い
下水道は家庭の生活雑排水、し
尿などの汚水を処理し、周辺の生
活環境の改善、用排水路や河川の
汚染を防ぐための施設です。供用
開始された区域で、まだ下水道に
加入されてない方は、加入をお願
いします。また、水洗化工事を行
う方への融資斡旋も実施していま
すのでご利用ください。
融資斡旋制度
▼融資限度額：供用開始から５年
以内の方は100万円。5年を超
える方は60万円。
▼償還期限：5年以内
※利息は市が利子補給します。
※融資の手続きは、ご利用の皆さ
んに代わって指定排水設備業者
が行います。

問 下水道課（内線371）

縄文住居展示資料館
（カルコ）臨時休館
縄文住居展示資料館（カルコ）
は施設改修工事および展示替えの
ため、 6/20(月)～11/11(金)
は臨時休館します。
利用者の皆さまにはご不便・ご
迷惑をおかけしますが、ご理解を
お願いします。
※木造亀ヶ岡考古資料室、森田歴
史民俗資料館は通常通り開館し
ます。

問 文化財課 ☎49-1194
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「認知症カフェ」に
参加してみませんか
「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：6/17(金)、7/15(金)
各日13時～15時
▼場所：松の館B会議室
▼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

年
金

７月の移動年金相談・
国民年金保険料の免除等

7月の移動年金相談
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）。予約は、弘前
年金事務所で受け付け、予約時に
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：7/27(水)10時～16時
▼場所：市役所2階相談室
国民年金保険料の免除等
7月1日から、令和4年度の国民
年金保険料免除・納付猶予申請の
受け付けが始まります。経済的な
理由で保険料納付が難しい方は、
ぜひご利用ください。
また、失業等を理由に申請され
る方は、必要書類を添付すること
で特例免除を申請することができ
ます。

問 市役所国保年金課（内線272）
弘前年金事務所

☎0172-27-1339

「みちのく・ふるさ

募 と貢献基金」
集

助成事業募集

▼助成金額：必要経費の1/2以内
で、300万円を限度とします。

▼助成対象事業：将来性の高い新
規性、独自性のある事業。独自
の技術やアイデアを生かした新
商品の開発または新サービスを
提供する事業の拡大。地域貢献
型事業または中心市街地、商店
街、共同店舗等の空き店舗等を
利用して行う事業。事業化・起
業化・実用化が見込まれる技術
開発や研究事業。地域の農林水
産資源等の特性を活用した事
業。環境ビジネス、リサイクル

産業の振興および環境に配慮し
た活動・普及・促進を図る事業
など
▼対 象：県内の個人、NPO法人
および企業など
※助成金給付後、事業・研究報告
書を提出してもらいます。
※過去3年以内に当財団の助成金
を受けた企業等は対象外です。
▼助成対象期間：2023年4月1日
から2024年3月31日までに実
施する事業
▼応募期間：7/1(金)～9/30(金)
▼応募方法：みちのく・ふるさと
貢献基金ホームページから申請書

をダウンロードし、
必要事項を記
入して財団事務局へ送付してくだ
さい。
（http://www.michinokufurusato.or.jp）
問 み ちのく・ふるさと貢献基金
事務局 ☎017-774-1179
 030-8622青 森 市 勝 田 一 丁
〒
目3番1号

海岸に漂着した注射器
などのごみについて
日本海側の海岸において、注射
器などの医療系廃棄物が漂着する
事例が確認されています。
市内の海岸においても、5月23
日に多量の「注射器」の漂着を確
認しました。
市では回収を行いましたが、新
たな漂着や砂に埋もれている場合
もあります。
漂着した注射器には注射針が付
いているものもあり、手で触れる
ことは大変危険です。
もし、市内の海岸で、これらの
ごみを発見した場合は、決して手
で触れず、市民課までご連絡くだ
さい。
問 市民課（内線261）

労災かくしは
犯罪です
労働者が労働災害により１日以
上休業したときは、その事業者
は、所轄労働基準監督署長に対
し、労働者死傷病報告を提出しな
ければなりません。提出を怠った
り、虚偽の内容を報告した場合
は、いわゆる「労災かくし」に該
当し、労働基準監督署として司法
処分も含め厳正に対処します。
労働災害による負傷、疾病に健
康保険を使用することはできませ
ん。必ず労災保険の手続（労災保
険指定医療機関での治療など）を
お願いします。労災保険を使用し
た場合には、自己負担はありませ
ん。
※詳しくは、労働基準監督署まで
ご相談ください。
問 五所川原労働基準監督署
☎0173-35-2309

募 初心者弓道教室
集 参加者募集

漂着した注射器

献血に
ご協力ください
▼日時・場所：7/17(日) 10時～
11時45分、13時15分～16時・
イオンモールつがる柏

▼日時：6/10(金)～7/16(土)
月・水・金10時～11時半
火・木・土19時～20時半
▼場所：五所川原市弓道場（五所
川原市唐笠柳藤巻507-1
▼対象：中学生以上
※中学生は保護者の同意が必要
▼受講料：無料
※備え付けの弓具を使用します。
問 五所川原弓道会事務局 越後谷
☎080-1804-6327
メール
gokyukai1957@yahoo.co.jp
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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：6/24(金)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

すずらんの会
自死遺族のつどい
「すずらんの会」は、大切な方
を自死で亡くされた方が集い、安
心して気持ちを語り合う場です。
「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、
「話せる」
「 聴ける」そんな場
所でありたいと考えています。
▼日 時：7/7(木)13時 半 ～15時
半
▼場所：市民健康づくりセンター
指導室
▼申し込み：前日までに電話でお
申し込みください。
問 健康推進課
（市民健康づくりセンター内）
☎23-4311

ストレッチ＆
筋トレ教室
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：6/27(月)、7/11(月)
各日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

稲垣・車力地区
高齢者健康体操
高齢者対象のダンベルやゴム
ボール等を使った軽体操、スト
レッチ等を、講師が無理のない程
度に指導します。基本動作はイス
に座って行います。
▼日 時：7/14( 木 )10 時 ～11 時
30分 ※申し込み不要
▼場所：稲垣ふれあいセンター（稲
垣出張所）
▼対象：稲垣・車力地区在住の方
（60歳代後半～80歳代前半）
▼講師：健康運動指導士
鬼武由美子氏
▼持ち物：室内履き・汗拭きタオ
ル・飲み物等
問 森田公民館 ☎26-2566

足から始める
運動教室（7月）
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：7/1(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。
7/8(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。
7/15(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）
健康推進課
問
（市民健康づくりセンター内）
☎23-4311
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