
　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）

　令和５年３月から使用する農業
用免税軽油使用者証・免税証の交
付申請を次のとおり受け付けしま
す。希望される方は必要書類を揃
え、申請してください。
▼�日時：12/1(木)～28(水)9時～
15時
▼�場所：青森県五所川原合同庁舎
（警察署隣）県税部内（五所川
原市栄町10）
▼必要書類：
①�農地基本台帳登載証明書（農業
委員会で発行したもの）
②�免税軽油使用者証（初めて申請
する方を除く）
③返信用郵便切手414円分
④�使用機械の譲渡証明書（初めて
申請する方および使用者証登録
機械に追加のある方）
⑤�県証紙400円分（初めて申請す
る方、使用者証の有効期限が切
れる方、使用者証登録機械に変
更のある方、使用者証を紛失し
た方）
問 西北地域県民局県税部課税課
　☎ 0173-34-2111（内線207)

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については、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため、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、マスクを着用する
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

家屋に係る届け出

農業用免税軽油使用者
証・免税証の交付申請
を受け付けます

12月の移動年金相談・
社会保険料控除証明書
の発送

12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。ご利用の際は、弘前年金
事務所に予約してください。
▼日時：12/27(火)10時～16時
▼場所：市役所2階相談室
社会保険料控除証明書の発送
　国民年金保険料は全額が社会保
険料控除の対象です。令和4年1
月から9月までの間に保険料を納
付した方には、10月下旬から11
月上旬にかけて日本年金機構か
ら、「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が発送されます。
お手元に届きましたら、大事に保
管し、年末調整や確定申告の際に
使用してください。
問 市役所国保年金課（内線272）
　 弘前年金事務所
　 ☎0172-27-1339
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年金

市税等の納付は
納 期 内 に
お 願 い し ま す

「固定資産税」第４期　「国民健康保険税」第５期
「後期高齢者医療保険料」第５期　「介護保険料」第５期
「住宅使用料」　「公共下水道使用料」　「農業集落排水施設使用料」
「利用者負担金（保育料）」　「公共下水道受益者負担金」第４期

　　　　の納期限となっています。

11月は
口座振替日は11月30日(水)です。
口座残高の確認をお願いします。 【問い合わせ先】収納課　電話42-2111（内線227)



人権相談

交通事故相談

女性の人権ホット
ライン強化週間行政相談

　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
料で、秘密は厳守します。

　木造会場　　　　　　　　　
▼日時：12/5(月)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：12/7(水)10時～15時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：鹿内博、原田正志
　　　　　　　　　　
　柏会場
▼日時：12/6(火)10時～15時
▼場所：柏老人福祉センター
▼相談委員：佐藤修子、成田美津子

　稲垣会場
▼日時：12/8(木)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：12/9(金)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）

　毎日の暮らしの中で役所の仕事
に関する苦情や意見・要望などが
あった時に、身近な相談相手とな
るのは、行政相談委員です。「定例
行政相談所」を毎月開設していま
すので、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。
　木造会場
▼日時：12/28(水)10時～12時
▼場所：松の館　会議室B
▼相談委員：片山德明

　森田会場　　　　　　　　　　
▼日時：12/9(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：12/6(火)10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：12/21(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：12/16(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）

　交通事故紛争処理センターでは、
交通事故に関する紛争解決のため、
弁護士による無償の和解あっせん
を行っています。
　自動車事故の被害にあわれ、示
談をめぐる損害賠償の問題でお困
りの方に、弁護士が「中立・公正」
な立場で、当事者間の紛争解決の
お手伝いをします。弁護士費用は、
一切かかりません。まずは、電話
で予約をお願いします。
▼�相談日時：(月)～ (金)の9時～
17時(祝 日、12／29～1/3を
除く)
問  公益財団法人交通事故紛争処
理センター仙台支部

　 ☎022-263-7231

　青森地方法務局および青森県人
権擁護委員連合会では、下記の強
化週間中、平日の電話相談時間を
延長し、土日祝日も電話相談を行
います。相談は無料で、秘密は厳
守します。ひとりで悩まず、相談
してください。
▼�日時：11/18(金)～24(木)、期
間中の平日は8時半～19時、土
日祝日は10時～17時
▼女性の人権ホットライン
　0570-070-810
※�通常は、土日祝日を除く、平日
の8時半～17時15分に相談を
受け付けています。
問 市民課（内線266）

▼�日時・場所：11/24(木)
　�市役所 9時45分～11時45分、
　13時～14時半
　�つがるにしきた農協本店（柏桑
野木田幾世7-4）15時15分～
16時15分

献血に
ご協力ください
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すずらんの会
自死遺族のつどい

「認知症カフェ」に
参加してみませんか

映画上映会
「ぼけますから、よろ
しくお願いします。」

後期高齢者医療
被保険者の
皆さまへ

労働相談会プレママパパ＆
子育て相談

　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：11/22(火)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

　「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
る方などが気軽に集い、語り合え
る場です。
▼名称：つがる市民
「みんなのカフェ」
▼日時：11/18(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
▼運営主体：認知症の人と家族の会
※�新型コロナウイルスの感染拡大
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。
問 家族の会世話人　秋田谷
　 ☎ 090-3648-4322

　妊産婦さんやパートナー、お子
さんや子育て中の方を対象に各種
相談を受け付けています。心配や
不安に感じていること、どこに相
談したらよいか分からないことな
どありましたら、遠慮なくご連絡
ください。相談日以外でも、随時
相談をお受けしています。ご希望
の日がありましたらご連絡くださ
い。家庭訪問や公共施設での面談
も可能です。詳細は、市ホームペー
ジ（QRコード）をご覧
ください。
▼�栄養相談：
　�11/22(火)、29(火)、12/6(火)
　各日9時半～15時
▼�助産師相談：11/30(水)9時半
～11時半
▼子ども・子育て家庭相談：
　�11/25(金)、12/6(火)各日9時
半～16時
▼�場所：市役所1階相談コーナー
または和室
▼�申し込み：希望日の前日までに
子育て健康課へ電話でお申し込
みください。
問 子育て健康課（内線300、305)

　認知症の知識と認知症の人への理
解を深め、認知症があっても住み慣
れた地域で安心して老いられる・暮
らせる地域づくりを目的に、映画上
映会を開催します。（参加無料）
▼月日：11/23(水・祝)
▼当日のスケジュール：
・�11時半～受け付け、歯とお口の
健康相談や認知症に関する相談を
はじめ、各種体験・展示・紹介コー
ナースタート

・12時50分�開会
・�12時55分�市の認知症支援の取り
組みについて紹介

・�13時20分�映画「ぼけますから、
よろしくお願いします。」上映（市
フィルムコミッション川嶋大史事
務局長からのコメントあり）

・15時10分�閉会
▼場所：松の館
▼�申し込み：11/18(金)までに電話
で下記へお申し込みください。（先
着200人）
問 市地域包括支援センター
　 ☎69-7117

被保険者証の返却のお願い
　窓口負担が２割になった方に、
9月中に新しい被保険者証を交付
し、古い被保険者証の返却をお願
いしています。まだ返却されてい
ない方は、被保険者証交付時に同
封した返信用封筒にて返却くださ
るようお願いします。
問 青森県後期高齢者医療広域連合
　 ☎017-721-3821
　 市役所国保年金課（内線275）

　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
談は無料で、秘密は厳守します。
▼�日時：11/20(日)10時半～12
時半、12/6(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：随時電話にて予約を
受け付けています。（事前予約優
先）
問 青森県労働委員会事務局
　 ☎ 017-734-9832
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　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
方はひとりで悩まずにお話しくだ
さい。
▼日時：11/25(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

食育推進事業
第３回料理教室
参加者募集！

栄養・食事相談こころの相談

　寒い季節にぴったりの根菜や疲
労回復効果が期待できる鶏むね肉を
使った料理を一緒に作りませんか。
▼�メニュー：鶏肉のピカタ、かぼ
ちゃとりんごのサラダ、大根マル
ゲリータ
▼日時：12/20(火)9時～12時
▼場所：松の館調理室
▼料金：1人500円（当日徴収）
▼対象：市内在住の方
▼定員：12人（先着順）
▼�申込期間：11/18(金)～12/13(火)
▼�申込方法：電話で農林水産課へお
申し込みください。
▼主催：市食育推進応援隊
▼�持ち物：三角巾、エプロン、マス
クの着用
※�新型コロナウイルスの感染拡大防
止のため飲食はしません。当日の
お料理は参加者の皆さまにお持ち
帰りいただきます。
問 農林水産課（内線421）

　健康のため減量したい、食習慣を
見直したい、糖尿病・高血圧などの
栄養・食事について相談したいなど、
さまざまな相談に管理栄養士が個別
に応じます。30分程度の相談です。
お気軽にご相談ください。
▼�日時：11/17(木)、22(火)、
　24(木)、12/13(火)、15(木)
　各日10時～12時、14時～16時
▼�場所：市民健康づくりセンター指
導室
▼�申し込み：開催日の3日前までに、
電話または健康推進課窓口でお申
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

　浄化槽は、微生物の働きを利用
して汚水を浄化するため、適正な
維持管理が必要です。そのため、
浄化槽法では次のことが義務付け
られています。
・定期的な保守点検
・年１回以上の清掃
・�法定検査の受検（使用開始後１
回とその後、年１回）
　法定検査は、浄化槽が適正に設
置され、維持管理されているか、
浄化機能が十分に発揮されている
かを判定するもので、青森県浄化
槽検査センターが行います。
　また、浄化槽の使用開始時や廃
止時、所有者の変更時などには、
中南地域県民局環境管理部への届
け出等が必要です。
問  法定検査は一般社団法人青森
県浄化槽検査センター

　 ☎017-726-9500
　  届け出等は中南地域県民局環
境管理部☎0172-31-1900

　「まもリン」は、青森県警察か
ら事件の情報や、子どもや女性へ
の声掛け事案などの情報をタイム
リーに提供するアプリです。犯罪
などから自分の身を守る自主防
犯行動にお役立てください。QR
コードからダウンロードできます。
　配信された情報は、地図上でも
確認でき、視覚的にも分かりやす
くなっています。
　また、犯罪などの発生場所に近
づいたときにプッシュ通知でお知
らせする機能や防犯ブザー機能、
お近くの警察施設の表示機能、各
種相談窓口の案内機能など、さま
ざまな機能を備えています。
問 つがる警察署☎42-3150

浄化槽は
正しく使いましょう

青森県警察防犯アプリ
「まもリン」

　県内において、過去にアポイン
トメントセールスの被害に遭った
方への二次被害に関する相談が増
加しています。20～30年前に契
約した「複合サービス会員」の会
費を請求するもので、架空請求の
手口に似た督促状が何度も届き、
これを放置していたところ、本物
の簡易裁判所の支払督促が届いた
事例もあります。おかしいな、困っ
たなと思ったら、消費者ホットラ
イン（局番なしの☎188）にご相
談ください。
問 青森県消費生活センター
　 ☎017-722-3343

「複合サービス会員」の
会員費請求にご注意
ください！
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　県では、県内の「あおもり飲食
店感染防止対策認証制度」の認証
を受けた飲食店を対象に、飲食代
1千円1口から応募できる食事券
の当たるキャンペーンを実施して
います！
　1等2万円分×1,000名様、2等
1万円分×3,000名様、3等5千
円分×10,000名様のなんと総額
1億円が計14,000名様に当たる
ビッグチャンス！
▼応募期間：1/4(水)まで
※�参加店も1/20(金)まで募集中！
※�詳細は「つなぐる」
ホームページ（QR
コード）をご覧くだ
さい。
問 県商工労働部地域産業課
　 ☎ 017-734-9373

　健診受診等で50ポイント以上
貯まると、つがる市商工会共通商
品券（500円分）に交換できます。
50ポイント以上貯まったカード
をお持ちの方は、忘れずに交換し
てください。交換期日を過ぎると
交換できませんのでご注意くださ
い。
▼�交換場所・期間：つがる出張所、
稲垣出張所および車力出張所は
12/1(木)～1/31(火)。国保年
金課は3/30(木)まで
▼�持参するもの：元気・健康ポイ
ントカード（氏名・生年月日・
住所・電話番号をご記入くださ
い）、健康保険証（生活保護世
帯の方は医療受給証）
※�代理の場合は、身分を証明でき
るものをご提示いただきます。
▼�元気・健康ポイントカードへの
ポイント押印：個別健診や事業
者健診の結果提示等によるポイ
ント押印は、国保年金課で行っ
ています。出張所でポイント押
印は行っていません。
問 国保年金課（内線283） 　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：11/28(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
▼定員：12人（先着順）
▼�申し込み：完全予約制。
　�11/21(月)13時～24(木)16時
に、電話で健康推進課へお申し
込みください。
▼�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

ストレッチ＆
　　筋トレ教室

あおもり安心飲食店
応援キャンペーン
「つなぐる」

つがる市元気・
健康ポイントは
忘れずに交換を！

令和４年度
健康優良家庭の表彰

遊漁者の皆さんへ

　国民健康保険に加入している皆
さまの健康増進と、国民健康保険
制度の普及を目的に行っているも
ので、今年度は30世帯が表彰さ
れました。前年度１年間に医療機
関を受診しなかった世帯で、年間
を通じて２人以上が国民健康保険
に加入していることなどが要件に
なっています。
問 国保年金課（内線273）

　特定水産動植物であるアワビ・
ナマコは、車力漁業協同組合の漁
業権漁種となっています。
　漁業権、漁業の許可に基づかず、
アワビ・ナマコを採補した場合、
３年以下の懲役または3千万円以
下の罰金が科せられますのでご注
意ください。
問 車力漁業協同組合
　 ☎56-2679
　 市役所農林水産課（内線411）

　椅子に座りながらストレッチな
どを行います。
▼�日時：12/2(金)、9(金)、
　23(金)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
▼定員：20人
※�新規参加者を優先し、定員を超
えた場合は抽選。落選となった
方には担当者から連絡します。
▼�申し込み：完全予約制。各開催
日の前々日16時までに、電話
で健康推進課へお申し込みくだ
さい。
▼�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

足から始める運動
教室（12月）
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　３年ぶりの開催となる今年は、
県内のCIRとALTが世界の料理を
ふるまうほか、海外のお菓子が当
たるビンゴ大会やクリスマスプレ
ゼント交換、各種クラフト製作
コーナーなど、内容盛りだくさん。
　美味しい！楽しい！学べる！催
しをたくさん用意していますので、
家族や友達と一緒にぜひ遊びに来
てくださいね～
▼日時：11/20(日)12時～16時
▼場所：松の館
▼主催：市姉妹都市協会
問  市姉妹都市協会事務局
　（地域創生課内）（内線351）

　広報つがる10月号に掲載した
健康づくり講座について、メー
ル・ＦＡＸでもお申し込みできる
ようになりました！皆さまのご参
加をお待ちしております。
▼日時：11/21(月)14時～15時
　受け付けは13時半～
▼�場所：市民健康づくりセンター
　運動ホール
▼�テーマ：塩と健康と、わたしの
栄養�―減塩のススメ―
▼講師：管理栄養士吉田優弥氏
▼�定員：30人（先着順、定員に
なり次第締め切り）
▼�申し込み：電話・メール・FAX
で健康推進課へお申し込みくだ
さい。メールの件名に11/21
健康づくり講座、本文に①氏名
②生年月日③電話番号を入力の
上、下記アドレスへ送信してく
ださい。ＦＡＸでお申し込みの
方も、同様の記載をお願いしま
す。
※�参加できなくても、資料がほし
い方は健康推進課へご連絡くだ
さい。講座終了後に郵送します。
※�元気・健康ポイントの抽選対象
事業です。
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内）☎23-4311

　  メール
　 kenko.genki@city.tsugaru.lg.jp
　 FAX 23-4313

　津軽広域水道企業団津軽事業部で
は、浅瀬石川ダムを水源として、弘
前市、黒石市、五所川原市（市浦地
区を除く）、平川市（尾上地区、平
賀地区）、青森市（浪岡地区）、藤崎
町、田舎館村、板柳町、鶴田町、津
軽広域水道企業団西北事業部（つが
る市、五所川原市市浦地区）に水道
用水を供給しております。
　令和４年度中に改定する、津軽広
域水道企業団水道用水供給事業経営
戦略（以下「経営戦略」）の案がま
とまりましたので、パブリックコメ
ント（意見公募手続き）制度により、
関係市町村の皆さんから意見や提案
を募集します。
▼�意見募集・閲覧期間：11/15(火)
～29(火)（必着）
▼�経営戦略（案）の閲覧方法：①津
軽広域水道企業団のホームページ
（http://www.tusui.jp/）②津
軽広域水道企業団津軽事業部（黒
石市大字石名坂字姥懐２）に資料
を用意しています（土日祝日を除
く8時半～17時）。
▼�意見の提出方法：所定の記入用紙
または任意様式に、氏名（法人等
の場合は名称および代表者氏名）、
住所、在住・在学の区分、件名（「津
軽広域水道企業団水道用水供給事
業経営戦略（案）への意見」など、
任意様式のみ）を必ず明記し、①
～④の方法で提出してください。
①�郵送〒036-0342黒石市大字石
名坂字姥懐２�津軽広域水道企業
団津軽事業部総務課�宛
②�津軽広域水道企業団津軽事業部へ
直接持参（土日祝日を除く8時半
～17時）
③ファクス0172-53-2983
④Ｅメールtugaru@tusui.jp
※�記入漏れがある場合は、意見とし
て受け付けませんので、ご注意く
ださい。また、電話など口頭では
受け付けません。
※�寄せられた意見などは、経営戦略
改定の参考とするほか、後日集約
し、氏名・住所を除き、対応状況
を企業団のホームページで公表し
ます。なお、個別回答はしません
ので、ご了承ください。
問 津軽広域水道企業団津軽事業部
　 総務課　☎0172-52-6033

国際交流フェア
開催！

健康づくり講座
申込方法の追加

ご意見を募集します
パブリックコメント

大規模な土地取引
には届け出が必要
です

第2回深掘り！
縄文遺跡もの知り
講座

▼�取引の形態：売買、交換、営業
譲渡、譲渡担保、代物弁済、共
有部分の譲渡等
▼取引の規模：
　都市計画区域内　5千㎡以上
　都市計画区域外　1万㎡以上
※�土地の取得者等は、契約を締結
した日を含めて2週間以内に届
け出が必要です。制
度の詳細は、市ホー
ムページ（QRコー
ド）をご覧ください。
問 地域創生課（内線351）

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の価値・魅力を知ってもらうため、
ガイド登録者や一般市民を対象に、
縄文遺跡に関する講座を開催しま
す。皆さんのご参加をお待ちして
います。
▼日時：11/26(土)15時～16時
▼�場所：旧制木造中学校講堂（松
の館隣）
▼定員：40人
▼�申し込み：11/22(火)までに、
文化財課へ電話でお申し込みく
ださい。
▼�受付時間：平日の8時半～17時
15分
問 文化財課 ☎49-1194
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