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 その他

　 収 納 課 で
は、平日の日
中に納税相談
ができない人
のために、夜
間・休日納税相談日を設けてい
ます。
▼夜間納税相談　２月 19 日
（金）・22日（月）・24日（水）
～ 26日（金）の午後５時～７
時30分
▼休日納税相談　２月 28 日
（日）の午前９時～午後４時
　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、ぜひ相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第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。
※特別な理由がなく、納付および
連絡がない場合は、差し押さえ
処分を執行することもあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

　ウェルフェアテクノハウス弘
前は、平成 10 年の開館以来、
在宅介護を支えるための福祉機
器展示施設として皆さんに活用
されてきましたが、福祉機器の
老朽化のため、３月 31日をも
って閉館しますので、ご理解の
ほどよろしくお願いします。
　長い間ご利用いただき、あり
がとうございました。
■■問問福祉総務課総務係（☎ 40-
7037）

夜間・休日納税相談の
ご利用を

ウェルフェアテクノハウス
弘前閉館のお知らせ

　家畜伝染病予防法により、家
畜（鶏を含む）飼養者は毎年定
期報告することが義務付けられ
ています。次の家畜の飼養者は
忘れずに報告してください。

▼報告対象
①鶏（青森シャモロック、比内
地鶏、烏骨鶏〈うこっけい〉、
軍鶏〈しゃも〉、チャボ、声良
鶏〈こえよしどり〉、金八鶏〈き
んぱどり〉など含む）、アヒル、
ウズラ、キジ、ホロホロ鳥、七
面鳥、ダチョウ
②鳥類以外（牛、馬、豚、ヤギ、
めん羊、イノシシ、鹿）
▼報告内容　２月 1日時点の
頭羽数
▼報告方法　「定期報告書」を
農政課へ郵送または持参してく
ださい
▼報告期限　２月19日（金）
※様式は該当者に郵送するほ
か、つがる家畜保健衛生所ホー
ムページにも掲載しています。
■■問問 農 政 課 農 産 係（ 〒 036-
8551、上白銀町１の１、市役
所３階、☎ 40-0504）／西北
地域県民局地域農林水産部つが
る家畜保健衛生所（☎ 0173-
42-2276）

　近年アライグマによる農作物
などへの被害が急増しているこ
とから、対策方法などを紹介す

定期報告の時期になりました

アライグマ被害防除対策
講習会

　新型コロナウイルス感染症拡
大の影響による首都圏でのリモ
ートワークの急速な普及を踏ま
え、弘前市におけるリモートワ
ーク推進に関するアンケート調
査を実施します。弘前市への
Uターンや弘前市でのリモート
ワークを検討している家族や知
り合いがいる人は、アンケート
周知のご協力をお願いします。
▼調査期間　３月 14 日（日）
まで
▼調査概要　弘前市移住情報サ
イト「弘前ぐらし」上でアンケ
ート調査を実施
※アンケートに回答した人に、
抽選でプレゼントが当たりま
す。詳しくは弘前ぐ
らし（右のQRコー
ド）で確認してくだ
さい。
■■問問企画課人口減少対策担当（☎
40-7121）

▼とき　①２月９日（火）、②
２月24日（水）、午後１時30
分～４時 30分（受け付けは午
後１時～） 
※②は製造業に特化した求人説
明会・ミニ面接会です。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４ 

リモートワークに関するアン
ケート調査にご協力ください

求人説明会・ミニ面接会

階市民文化交流館ホール
▼定員　① 20人程度、②定員
なし
▼参加企業数　①３社以上、②
６社程度（参加企業は青森労働
局または市ホームページで確認
してください）
▼その他　ハローワークに未登
録の人も参加可／雇用保険受給
者は求職活動実績の対象になる
ため雇用保険受給資格者証の持
参を／UJI ターン求職者はイ
ンターネットによるテレビ電話
で面談可（事前の申し込みが必
要）。
■■問問 I･M･S（ヒロロ３階、弘前
就労支援センター内、☎ 55-
5608） 

　日本赤十字社では、新型コロ
ナウイルス感染症の流行に伴
い、クルーズ船への医療チーム
の派遣や赤十字病院での患者の
受け入れ、感染への偏見や差別
解消のための情報発信などに、
発災初期から現在に至るまで全
力で取り組んでいます。
　昨年９月４日の弘前市内にお
ける大雨では、床上浸水被害が
あった世帯に歯ブラシ、タオル、
携帯ラジオなどの物資をまとめ
た緊急セットを配付しました。
　こうした活動はすべて、皆さ
んから寄せられた会費と寄附金
で支えられています。市民の皆

赤十字活動にご協力を

さんの会員加入、活動資金の支
援にご協力をお願いします。
■■問問市社会福祉協議会総務課（☎
33-1161）

　保護司は保護観察所長の推薦
を受けて法務大臣から委嘱され
た非常勤の国家公務員です。保
護観察官と協力し、犯罪や非行
をした人が更生できるよう、相
談に乗り、仕事に就く手助けを
して、社会復帰を支える重要な
役割を果たすボランティアで
す。「社会を明るくする運動」
をはじめとする、地域の犯罪防
止活動の中心的役割も担ってい
ます。

【弘前地区更生保護サポートセ
ンターが移転します】
　更生保護サポートセンターは
保護司の活動拠点です。活動の
充実を図るため、４月から現在
地の元寺町から移転します。
▼移転先　弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目）２階
▼開所日と時間　平日の午前９
時～午後３時
▼活動内容　犯罪予防活動、非
行相談への対応、保護司活動へ
の支援、更生保護活動の情報発
信など
■■問問弘前地区保護司会（☎兼■■ＦＦ
38-1175）

知っていますか？地域で活動
する保護司について―みんな
で支え合い明るい社会へ―

る講習会を開催します。
▼とき　２月 17 日（水）、午
前 10時～正午（受け付けは午
前９時30分から）
▼ところ　北辰学区高杉ふれあ
いセンター（独狐字山辺）研修
室
▼内容　アラ
イグマの生態
や被害防除、
捕獲方法など
※受講した人
は、狩猟免許
がなくても箱
わなを設置し、アライグマを捕
獲できます。
▼受講料　無料
▼定員　30人（先着順）
▼申込期限　２月10日（水）
■■問問農村整備課鳥獣対策係（☎
40-4155）

　弘前圏域８市町村へのUI タ
ーンを希望する現役学生を対象
とした、オンラインによる相談
会を開催します。首都圏に弘前
圏域へのUI ターンを検討して
いる現役学生の家族や知り合い
がいる人は、広くお知らせくだ
さるようお願いします。
▼とき　２月27日（土）
　　　　午前10時～午後７時
▼内容　Zoom を利用した個
別移住相談（事前予約制）
▼参加料　無料（通信料は参加
者負担となります）
▼対応者　野口拓郎さん（弘前
圏域移住交流デザイナー）
※詳細は QR コ
ードから確認し
てください。
■■問問企画課人口減
少対策担当（☎
40-7121）

学生限定・オンラインUIター
ン相談会～第二弾・卒業後は
地元に戻って暮らしたい ! ～

河西体育センター
室内温水プール臨時休業について
　施設・設備のメンテナンスのため、次
の期間、温水プールを休場します。
▼休場期間　２月 15日（月）～２月 28
日（日）
■■問問河西体育センター（石渡１丁目、☎
38-3200）
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