
　官公庁の入札参加資格審査申請、
建設業許可申請、所得税確定申告、
金融機関の融資申し込み等のため、
県税(法人県民税・法人事業税・
特別法人事業税、個人事業税等)
の納税額または未納額がないこと
の証明書が必要な方は、次の書類
等をご準備ください。
▼	納税義務者本人(法人の場合は
代表者)が交付申請する場合：
①申請書(県ホームページから
ダウンロードできます。記入
方法のご案内もあります)②本
人確認ができる書類(マイナン
バーカード、運転免許証など写
真付きの公的書類)③手数料(1
件につき県収入証紙400円)
▼	代理人が交付申請する場合：前
記①③のほか、④委任状(申請
書「委任に関する事項」欄使用
可。納税義務者本人(法人の場
合は代表者)が自署したもの)⑤
代理人の本人確認書類(マイナ
ンバーカード、運転免許証など
写真付きの公的書類)
▼	その他：納税証明書は、納税者
の皆さまの大切な情報を証明す
るものです。窓口での確認を厳
正に行っていますので、ご協力
をお願いします。郵送による交
付申請もできます。申請方法は
下記までお問い合わせください。
問  西北地域県民局県税部
　 納税管理課
　 ☎0173-34-2111(内線205)

　県では、離職者等の早期就職促進を
図るため、民間教育機関等を活用した
離職者等再就職訓練を実施しています。
　今回の訓練では、「介護福祉士実務
者研修修了」「福祉用具専門相談員」の
資格取得を目指します。
▼訓練期間：2/27(月)～8/25(金)
▼	場所：ディスパッチカレッジ柏校（柏
鷺坂清見71-1）

▼	料金：受講料は無料（教科書など自
己負担あり）

▼	対象：ハローワークに求職を申し込み、
ハローワークの受講指示、受講推薦、
支援指示のいずれかを受けた方

▼定員：20人
▼	申込方法：ハローワークまたはハ
ローワークヤングプラザ（55歳未
満の方）に受講申込書を提出してく
ださい。

▼申込期限：2/6(月)正午まで
問 県立弘前高等技術専門校
　 ☎0172-32-2713

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

離職者等再就職訓練
受講生募集

県税納税証明書の
申請方法

最低賃金が
改定されました
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　12/21から青森県特定（産業
別）最低賃金（時間額）が次のと
おり改定されました。
　鉄鋼業
　(改定前929円)　958 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
　(改定前859円)　888 円
　自動車小売業
　(改定前890円）　919 円　　
※	県内で働く全ての労働者および
使用者に適用される「青森県
最低賃金」は10/5から時間額
853円に改定されています。
問 青森労働局労働基準部賃金室
　 ☎017-734-4114

税

市税等の納付は
納 期 内 に
お 願 い し ま す

「国民健康保険税」７期　「介護保険料」７期
「後期高齢者医療保険料」７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）」

　　　　の納期限となっています。
１
月
は 口座振替日は１月31日(火)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)



▼開設場所：五所川原税務署2階
▼開設期間：
　	2/16(木)～3/15(水)※土日祝
日を除く。
▼	開設時間：９時～17時、受け
付けは16時まで
▼	入場整理券等：申告書作成会場
の混雑緩和のため、入場には
「入場整理券」が必要です。Ｌ
ＩＮＥを通じたオンラインによ
る事前発行も可能です。申告書
作成会場では、ご自身のスマー
トフォンやタブレットを使用し
て申告書を作成していただきま
す。スマートフォン等およびマ
イナンバーカード（マイナン
バーカードの発行時に設定した
暗証番号を含む）をお持ちの方
は、ご持参ください。
※	パソコンやスマートフォンなど
で電子申告（e-Tax）もできま
すので、ぜひご利用く
ださい。（QRコード）
問 五所川原税務署
　 ☎0173-34-3136

五所川原税務署
申告書作成会場を開設

2月の移動年金相談・
ねんきんネット

２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：2/22(水)10時～16時
▼場所：市役所2階相談室

ねんきんネット
　「ねんきんネット」は、パソコ
ンやスマートフォンで年金の納付
記録確認、将来受け取る年金の見
込額試算、各種通知書の確認や再
交付申請が簡単にできるサービス
です。
　詳しくは、ねんきんネットの
ウェブページ（QRコー
ド）をご確認ください。
問 市役所国保年金課
（内線272）
　 弘前年金事務所
　 ☎0172-27-1339

交通災害共済の加入
を受け付けます

就労・就業相談
　市生涯現役促進協議会では55
歳以上の高年齢者の就労・就業の
巡回相談を行っています。相談は
無料です。
▼	1/17(火)	稲垣ふれあいセンター
▼1/19(木)	しゃりき温泉
▼2/7(火)	森田公民館
▼2/9(木)	柏老人福祉センター
※時間は各会場9時～16時　
※	当協議会事務所（青森銀行木造
支店隣）では、土日祝日除く平
日９時から17時まで就労相談
を受け付けています。

第２回介護基本技術研修会
　家族や自分のために介護の基
本的な技術を身につけてみませ
んか。介護助手（介護資格不要）
として働きたい方にもおすすめ
です。
▼	日時：1/25(水)、26(木)
　9時～15時
▼場所：松の館
▼	定員：10人（定員に達し次
第締め切ります。受講無料）
▼講師：㈱ニチイ学館講師
▼	研修内容：実技 ベッド上で
の身体移動、体位変換・姿勢
交換、着替え、ベッドメイキ
ング、ベッドからの立ち上が
り、車椅子への移動など
　座学 認知症の基礎知識など
▼申込締切：1/19(木)
▼	受講要件等：つがる市民で
55歳以上の方、２日間受講
できる方、介護業務の未経験
者または無資格者を優先しま
す。
※	詳細については、追って研修
者にご連絡します。

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、
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、リンゴ、ニン
ニク、ナガイモ
問 市生涯現役促進協議会
　 ☎ 26-6323　FAX26-6423

55歳以上の
「働きたい」を
応援します
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1 日 1 円保険

に加入してね

会費は1人350円
▼受付期間：2月1日から随時
▼	申込先：防災危機管理課、稲垣
出張所、車力出張所、つがる出
張所（イオンモールつがる柏内）
▼	申込書：加入票を1月下旬に各
ご家庭へ配布します。お住まい
の地区によっては、2月から3
月まで、町内会や交通安全母の
会などの団体加入協力員が、各
ご家庭を訪問し、加入を取りま
とめます。申し込み後は、加入
票控えを紛失しないよう大切に
保管してください。
▼共済期間：4/1～3/31(1年間)
▼	留意事項：幼・保・小・中学生
等については、学校単位で受け
付けしますので、町内会単位な
どと二重加入がないよう十分ご
注意ください。詳細は、毎戸配
布される「チラシ」「加入票」を
ご確認ください。
▼	見舞金等級：1等級死亡100万
円、2等級後遺障害50万円、3
等級90日以上の治療7万円、4
等級60日以上90日未満の治療
5万円、5等級30日以上60日未
満の治療4万円、6等級30日未
満の治療3万円
▼	請求時の必要書類：見舞金請求
書(申込先の窓口備え付け)、交
通事故証明書(警察署への事故
届出必須)、医師の診断書また
は柔道整復師の施術証明書、加
入票(令和5年度は青色の用紙)
控え
問 県交通災害共済組合
　 つがる支部
　 (市役所防災危機管理課内)
　 (内線344)

年金

税



　地震・津波や武力攻撃などの発
生時に備え、「全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）」を用いて、防
災行政用無線による情報伝達訓練
を行いますので、ご理解とご協力
をお願いします。
▼	訓練実施日時：
　2/15(水)　午前11時ごろ
▼�情報伝達手段：市内に設置して
いる防災行政用無線子局および
室内に設置している戸別受信機
から一斉に放送されます。
※	気象状況などによっては、訓練
放送を中止することがあります。
問 防災危機管理課(内線344)

　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。
	休日窓口
▼	日時：1/29(日)8時半～17時
	夜間窓口
▼日時：毎週木曜日19時まで
　（2/23を除く3/23まで）
※場所は市役所1階市民課窓口
問 市民課
　（内線262、265、266）

▼	日時：１/21(土)～23(月)10時
～16時(最終日は10時～15時)
▼	展示場所：イオンモールつがる
柏　２階イオンホール他
▼	内容：本校児童生徒の作品展
示。本校中学部・高等部の作
業学習で作った製品の販売(１
/21(土)10時半～14時)。
問 県立森田養護学校☎26-2610

防災無線による
訓練を実施します

マイナンバーカード
休日の臨時窓口

森田養護学校
作品展開催

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：2/22(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：2/10(金)10時～12時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：原田和孝

　柏会場
▼日時：2/7(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：2/15(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：2/17(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）

プレママパパ＆
子育て相談

　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：1/19(木 )、24(火 )、
2/7(火)、21(火)各日9時半～15時
▼	助産師相談：1/25(水)9時半～
11時半
▼子ども・子育て家庭相談：
　	1/23(月)、2/3(金)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：1/20(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
▼	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
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　つがる市の生活改善グループや
農村女性団体等が一堂に会し、作
品展示や農産物・加工品等を販売
します。
　新型コロナウイルスの感染対策
のため、料理の実演と試食はあり
ません。作品の審査は行わず、展
示のみとさせていただきます。
▼日時：2/1(水)
　10時～12時20分
▼場所：松の館
▼	主な内容：作品展示（わが家の
味自慢部門・快適な農作業衣お
よびアイデア作品部門・つがる
伝承の技わら工芸品部門・農村
女性達のアトリエ作品）、地元
農産物加工品の即売、協賛団体
の活動ＰＲコーナー、講演「健
康で長生きしよう！」（講師：大
竹整形外科院長大竹進氏）
※	作品展示の出品説明書は、市役
所農林水産課窓口に準備してい
ます。
問  西北地域県民局地域農林水産
部農業普及振興室

　 ☎0173-34-2111（内線247）

　市から委託されている身体障害
者相談員（聴覚障害相談担当）は、
耳が聞こえない方・聞こえにくい
方、またその家族からのいろいろ
な相談に応じ、必要な指導・助言
を行っています。
　相談内容や個人の秘密が他に漏
れることはありませんので、悩み
ごとやお困りのことがありました
らお気軽にご相談ください。
▼相談員：成田　明子　
▼連絡先：
　shuwa@city.tsugaru.lg.jp
問 福祉課（内線248）
　 FAX42-4546

　これまでの皆さまからのあたた
かいお気持ちに、心より感謝申し
上げます。
　日本赤十字社は、「救うを託さ
れている」団体です。国内外で、
災害・紛争・感染症で失われるい
のちを守る活動や地域・教育現場
における平時からの防災・減災の
知識・技術の普及促進などに取り
組んでいます。
　こうした活動を継続できるのは、
全て地域の皆さまから寄せられる
会費や寄付金などのご支援による
ものです。
　日本赤十字社青森県支部では、
赤十字活動のことを、もっと多く
の地域の皆さまに知っていただけ
るよう努力し、賛同を得られるこ
とを切に願っています。
　つがる市地区では2月1日から
「赤十字会員増強・活動資金増収
運動」を実施する予定です。昨年
度は、6,266件、6,192,850円の
会費・寄付金のご支援をいただき
ました。重ねて御礼を申し上げる
とともに、今年度も赤十字奉仕者
が皆さまのお宅を訪問した際には、
赤十字会員（社員）への加入なら
びに活動資金（会費・寄付金）の
ご支援を、よろしくお願い申し上
げます。
問  日本赤十字社青森県支部総務
課会員係☎017-722-2011

　 同支部つがる市地区
　（市役所福祉課　内線247）

第37回つがる市
くらしの工夫展開催

身体障害者相談員
（聴覚障害相談担当）

赤十字会員加入・活動
資金へのご協力をお願
いします

▼募集定員：
【デジタルデザイン科】15人
【OA事務科】15人
【作業実務科】10人
▼申込期限：2/2(木)
▼入校試験日：2/9(木)
▼	試験方法：デジタルデザイン
科・OA事務科は職業適性検査
および面接。作業実務科は適性
検査および面接（保護者同伴）
▼	対象者：デジタルデザイン科・
OA事務科は知的障害のない方。
作業実務科は知的障害のある方
▼訓練期間：4月～3月の1年間
問 県立障害者職業訓練校訓練課
　 ☎0172-36-6882

障害者職業訓練校
訓練生募集

健康相談
　in 市立図書館

　健康に関する個別相談や展示を
行います。今回は減塩をテーマに、
塩分チェックシートを活用して自
分の塩分摂取量を振り返ります。
この機会に食生活を見直してみま
せんか。皆さまの参加をお待ちし
ています。
▼日時：
　2/6(月)13時半～15時半
▼場所：市立図書館セミナー学習室
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内）☎23-4311
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