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よび各体育施設に備え付けているほ
か、市ホームページにも掲載してい
ます。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、２月上旬に
結果をお知らせします。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

男女雇用機会均等法、育児・
介護休業法が変わります
　平成 29年１月１日から全面施行
となりますので、事業主の皆さんは、
新たなハラスメント防止措置や就業
規則等の規定整備をお願いします。
▽改正のポイント
①育児・介護休業法のみ…介護休業
の分割取得の義務化／子の看護休暇
及び介護休暇の取得単位の柔軟化／
介護のための所定労働時間短縮措置
等につき、利用開始から３年の間で
原則２回以上の利用が可能／介護の
ための所定外労働制限制度の義務化
／有期契約労働者の育児・介護休業
の取得要件の緩和／育児休業等の対
象となる子の範囲の拡大
②男女雇用機会均等法、育児・介護
休業法（共通）…従来の不利益取扱
い禁止に加え、妊娠・出産、育児・
介護休業等を理由とする嫌がらせ等
の防止措置の義務化
※詳しくは、厚生労働省のホーム
ページをご覧ください。
■問 青 森 労 働 局 雇 用 環 境・ 均
等 室（ ☎ 青 森 017・734・
4211、 ■Ｈ http://www.mhlw.
go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000130583.html）

冬期労働災害防止運動
平成29年３月まで
　積雪寒冷地である本県は、積雪・
凍結・寒冷を原因とした転倒・墜落
災害・車両等のスリップ事故などの
労働災害が毎年多発していますの
で、作業内容や環境に応じた対策を
講じましょう。
○転倒災害の防止対策…転倒しやす
い場所の周知、無理のない姿勢での
作業など
○墜落災害の防止対策…高所作業時
は安全帯の使用、ヘルメットの着用
など

○交通災害の防止対策…余裕をもっ
た運行計画、長めの車間距離など
■問青森県労働局労働基準部健康安全
課（☎青森017・734・4113）

サタディ☆くらぶ
参加者募集
　弘前市母子寡婦福祉会では、会員
の子どもを対象に、大学生・市民ボ
ランティアによる無料の学習支援を
行っています。
▽とき　毎週土曜日、午前９時半～
11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２など
▽内容　勉強したい教材（宿題、教
科書、ワーク、辞書、ノート、筆記
用具など）を持参してもらい、学習
支援を行います。
▽対象　母子家庭、父子家庭の小・
中学生
※非会員の人も入会すれば参加でき
ます（入会費無料、年会費1,000円）
▽参加料　無料（別途初回のみ登録
料500円が必要）
■問弘前市母子寡婦福祉会（引間さん、
☎携帯080・1808・7970）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　12月 17日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　自然を愛する農家から歌
声を…～いろいろな活動に参加しな
がら、人とつながりマイライフを楽
しむには～ 
▽講師　山下貞則さん（アコーディ
オン演奏者）
▽参加料　無料
※事前申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

建物取り壊しの届け出は
すみやかに
　毎年１月１日現在存在している建
物には、固定資産税が課税されてい
ます。

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　12月 16日・19
日～ 22日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　12月 18日・25
日の午前９時～午後４時
　今月の休日納税相談日は第３・４
日曜日です。この日は電話での相談
や、市税などの納付もできます。
■問収納課（市役所新庁舎２階、窓口
205、☎ 40・7032、40・7033）

平成29年度青森県武道館の
使用計画受け付け
　平成 29年度に各種大会やイベン
トで使用する場合の受け付けを 12
月１日から開始します。
▽受付期限　１月６日（金）
▽申し込み方法　ホームページから
申し込むか、直接会場へ。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、２月上旬に
結果をお知らせします。
■問 青 森 県 武 道 館（ ☎ 26・
22 0 0、 ■Ｈ h t t p : / / www.
aomorikenbudoukan.com/）

平成29年度
体育施設の利用計画受け付け
▽対象施設　市民体育館、運動公園、
克雪トレーニングセンター、弓道場、
南富田町体育センター、金属町体育
センター、岩木山総合公園、弘前Ｂ
＆Ｇ海洋センター、岩木Ｂ＆Ｇ海洋
センター、河西体育センター、笹森
記念体育館、千年庭球場、弘前公園
庭球場、小沢運動広場、悪戸・加藤
川・境関・石川・栄町の各河川敷運
動施設、温水プール石川、第３市民
プール、相馬球場
※市主催事業および工事などによ
り、希望に添えない場合があります。
▽対象事業　各種スポーツ大会・催
し物
※対象事業以外は通常予約です。
▽受付期間　12 月１日～１月 10
日
▽申し込み方法　申込用紙に必要事
項を記入し、文化スポーツ振興課（市
役所２階、窓口253）へ提出を。
※申込用紙は文化スポーツ振興課お

⑥代理人の印章および代理人の本人
確認書類（運転免許証、パスポート
など写真付きの公的書類）
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、内線 229、279）

みんなで交通事故を減らそう

○高齢者の交通死亡事故が増えてい
ます
　当市の今年の交通事故死者数は
10 月末現在で４人となっており、
昨年より２人増加しています。また、
亡くなった人はいずれも高齢者でし
た。それぞれが交通ルールを守り、
思いやりの気持ちで交通事故を無く
しましょう。
○冬期間は自転車利用を控えましょ
う
　冬道は滑りやすく、転倒事故など
の危険性が高まります。事故に遭わ
ないよう、冬の自転車利用は控えま
しょう。
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

鳥インフルエンザの発生を
防止しましょう
　鳥インフルエンザウイルスは、渡
り鳥によって海外から持ち込まれる
と考えられています。秋から冬は渡
りが始まり本病発生の警戒が必要と
なる時期ですので、次のことにご注
意ください。
◎家きんを飼っている場合
①渡り鳥や野鳥との接触を避けるた
め、野外での放し飼いをしないよう
にしましょう。また、飼育小屋は防
鳥ネット（２㎝角以下）で囲い、野
鳥が入らないようにしましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔

　市では建物の現況把握に努めてい
ますが、特に未登記の建物の取り壊
しについては、届け出がないと把握
できないことがあり、課税される場
合がありますので、速やかに届け出
てください。
　なお、登記建物の取り壊しは、法
務局へ滅失登記の手続きが必要で
す。また、火事や自然災害によって
住宅を取り壊した場合、土地の固定
資産税に、住宅用地の特例措置が引
き続き適用になることがあります。
■問資産税課家屋係（☎40・7029）

県税納税証明書の交付申請

　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などのた
め、県税（法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税・個人事業税など）
の納税額または未納額がないことの
証明書が必要な人は、次の書類など
を準備してください（納税して間も
ない時は、領収証書を提示してくだ
さい）。
○本人申請の場合　
①申請書（県税部窓口で入手、また
は県ホームページからダウンロー
ド）
②納税義務者の印章（はんこ）
※法人の場合は代表取締役印。
③本人確認ができる書類（運転免許
証、パスポートなど写真付きの公的
書類）
④手数料（１件につき県収入証紙
400 円）
○代理人申請の場合
前記①④のほか、
⑤委任状（申請書「委任に関する事
項」欄使用可）…納税義務者本人の
自署なつ印のもの
※法人の場合は代表取締役印。

な状態で飼育しましょう。
③世話をするときには、専用の履物
や衣服を身に着け、終了後は履物、
衣服、手指の消毒をしましょう。
④家きんの死亡が続くなど異常がみ
られた場合は、すぐに「つがる家畜
保健衛生所」に連絡してください。
※家きん…鶏、アヒル、ウズラ、キ
ジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥
◎死亡した野鳥を見つけた場合
①素手では触らないようにしましょ
う。
②多数の野鳥がまとまって死亡して
いる場合には、市農業政策課または
中南地域県民局林業振興課にご相談
ください。
③病気以外で死亡した野鳥を処分す
る際は、ビニール袋に入れ一般ごみ
として処分してください。
■問農業政策課（☎ 40・7102）／
西北地域県民局地域農林水産部
つがる家畜保健衛生所（☎つがる
0173・42・2276）／中南地域県
民局地域農林水産部林業振興課（☎
33・3857）

移動図書館「はとぶえ号」
巡回場所の変更
　「はとぶえ
号」は市内24
カ所のステー
ションを火・
水・金・土曜
日に巡回し、本の貸し出しなどを
行っています。
　12月２日から、コープあおもり松
原店に代わり、松原小学校を巡回し
ますので、確認の上ご利用ください。
※巡回（駐車）時間はこれまで通り、
毎週金曜日の午後1時40分～２時
半
■問弘前図書館（☎32・3794）
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今年９月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（４月～ 9月の累計
から算出）

今年
昨年
差

5,820t

1,062g
1,100g
-38g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

58t 減 !!
（昨年同月比）

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

 

　燃やせるごみの中にリサイクル
のできる紙類が混じっていないか
な？封筒、ダイレクトメール、パ
ンフレットなどの紙類は分別して
「雑誌・雑がみ」の収集日に出そ
う！収集日に雨や雪が降っていて
も収集しているから気にせず出し
てね。


