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護士、司法書士、土地家屋調査
士、空き家相談員）が答えます。
▼とき　12月 16日㈮
　　　　午後６時～８時
▼ところ　相馬庁舎（五所字野
沢）研修室１、２、３
▼申し込み方法　12月５日㈪
までに、電話かファクスまたは
Ｅメール（氏名・連絡先・質問
内容・参加人数を記入）で申し
込みを。
■■問問建築指導課空き家対策係（☎
40-0522、 ■■ＦＦ 38-5866、 ■■ＥＥ
kenchikushidou@city.
hirosaki.lg.jp）

　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、
発生の警戒が必要となる時期で
すので次のことに注意してくだ
さい。

【家きん（※ 1）を飼っている
場合】

鳥インフルエンザの発生を
防止しましょう

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…E メール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

①渡り鳥や野鳥、ねずみ等の野
生動物との接触をさけるため、
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（2cm 角以下）
で囲いましょう。定期的に防鳥
ネットの点検を行い、破損箇所
は直ちに修繕しましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、
清潔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、衣服を身に付け、終了後は
履物、衣類、手指の消毒をしま
しょう。車両は農場の出入り口
で入念に消毒しましょう。
④家きんに異状がみられた場合
は、すぐにつがる家畜保健衛生
所に連絡してください。
（※1）…鶏、アヒル、ウズラ、
キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、
七面鳥などの鳥類

【死亡した野鳥を見つけた場合】
①野鳥は鳥インフルエンザウイ
ルス以外にもさまざまな細菌や
寄生虫を持っていることがある
ので、素手で触らないようにし
ましょう。
②多数の野鳥がまとまって死亡

している場合は、農政課または
中南地域県民局地域農林水産部
林業振興課にご相談ください。
③②以外の場合で死亡した野鳥
を処理する際は、ビニール袋に
入れ一般ごみとして処分してく
ださい。
■■問問中南地域県民局地域農林水産
部林業振興課（☎ 33-3857）
／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）／農政課（☎
40-0504）

▼受付期間
12 月 1 日㈭～
1月 6日㈮
▼申し込み方法　青森県武道館
ホームページ（http://www.
aomorikenbudoukan.com/）
で確認するか問い合わせを。
▼日程調整　希望の日程が他団
体と重複した場合は利用調整を
行い、利用の可否を 2月上旬
にお知らせします。
■■問問青森県武道館（☎26-2200）

【めぐる献血プロジェクト】
　俳優の今田美桜さんと高杉真
宙さんがイメージキャラクター
を務める新しい献血プロジェク
ト「めぐる献血」がスタートし
ました。詳しくは特設サイト
（https://meguru-kenketsu.
jp/）をご覧ください。

【献血 Web 会員サービスラブ
ラッドのアプリ化について】
　献血Web会員サービスラブ
ラッドのアプリ配信がスタート
しました。便利な機能が盛りだ
くさんで、献血カード代わりに
もなります。ラブラッドに入会

令和５年度青森県武道館
貸切使用計画書を受け付け

県赤十字血液センターからの
お知らせ

している人は、ぜひご利用くだ
さい。

【新型コロナウイルス既感染者
の献血受け入れについて】
　新型コロナウイルス既感染者
のうち、症状消失後（無症状の
場合は陽性となった検査の検体
採取日から）４週間が経過し、
回復後に治療や通院を要する後
遺症がなく、問診等により全身
状態が良好であることが確認で
きれば、献血ができます。

【献血バスの受け入れ事業所を
募集】
　献血バスの大きさは、長さ
11m、幅3m、高さ3.5mです。
検討可能な事業所は、県赤十字
血液センターへ連絡を。
■■問問 県赤十字血液センター（☎
017-741-1512）

　不動産取得
税は、土地や
家屋を、有償・
無償の別、登
記の有無にかかわらず、売買、
贈与、交換、建築（新築・増築・
改築）などにより取得したとき
に、その取得者に一度だけ課税
される県の税金です。
　不動産の取得後、ある程度の
期間をおいて納税通知書が送付
されますので、指定された納期
限までに納付してください。
　なお、一定の要件にあてはま
る住宅や住宅用の土地を取得し
た場合には、必要な書類を添え
て申請することにより、不動産
取得税が軽減となる制度があり
ます。
　詳細は県ホームペ
ージ（QR コード）
で確認するか問い合
わせを。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
二課（☎32-1131、内線329）

不動産取得税のお知らせ

  
休日在宅当番

◎ 予定が変更となる場合がありま
すので、受診する際は事前に弘
前市医師会・弘前歯科医師会ホ
ームページや休日在宅当番医に
電話でご確認ください。

◎ 上記のほか、市急患診療所（野
田 2 丁 目、 ☎ 34-1131） で、
内科・外科・小児科の診療を行
っています。

　休日…午前 10 時～午後 4 時
　夜間…午後 7 時～ 10 時 30 分
※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎ 休日当番の割り当てがない日や

急患診療所の受付時間外は、医
療機関紹介電話（☎ 32-3999）
へお電話ください。

内　科
診療時間…午前９時～正午

12／４ 関医院中津軽診
療所（賀田１）

☎ 82-3006

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎ 37-2070

18 五日市内科医院
（植田町）

☎ 35-4666

25 弘前温泉養生医
院（真土）

☎ 82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
診療時間…午前 10 時～午後４時

12／11あらいこどもク
リニック／眼科
クリニック

（城東中央４）

☎27-2233

25 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

31 伊藤眼科
（南大町２）

☎36-6105

いくこ耳鼻科ク
リニック（南瓦
ケ町）

☎33-6373

歯 科
診療時間…午前９時～正午

12／４ 遠藤歯科
（代官町）

☎ 36-5560

11 よりみつ歯科クリ
ニック（南城西２）

☎ 88-6402

18 柴田歯科医院
（賀田１）

☎ 82-5322

25 第一歯科クリニッ
ク（城東中央３）

☎ 27-7706

31 沢田歯科クリニッ
ク（茂森新町１）

☎ 26-7176

関歯科医院
（和泉１）

☎ 26-2789

　市内 9 地区
を運行する乗
合タクシーは、
路線バスの令
和 4 年 12 月
時刻改正に伴い、一部地区で時
刻改正されます。
　時刻改正後の運行情報は、
11月下旬に市ホームページに
掲載するほか、乗合タクシーで
配布し、12月中旬には時刻改
正があった各地区の町会へお知
らせします。
▼乗合タクシー運行地区　相
馬、石川、堀越、鳥井野、笹舘、
小友、福村新里、船沢、三ツ森
■■問問地域交通課（☎35-1124）

　空き家に関す
るさまざまな相
談（相続、登記、
成年後見、境界、
売買、有効活用）に、専門家（弁

乗合タクシーの時刻を改正

空き家の無料個別相談会

　10 月 14 日～ 16 日に開催した
「2022 津軽の食と産業まつり」で
配布したお楽しみ抽選券の当選番
号をお知らせします。
※まつりホームページ（QRコード）
にも掲載しています。

■■問問 津軽の食と産業まつり実行委員
会（☎ 33-4111）

【景品受け取り】
▼ところ　弘前商工会
議所（上鞘師町）５階事務局
※受け付けは平日の午前９時～午
後５時／抽選券の持参を。
▼受取期限　11 月 30 日㈬

D-03734 F-01041 I-04234

旅行券10万円分
G-00870

灯油クーポン券　３万円分

仕出し（オードブルもしくはおせち）　２万円分

B-04979 C-01500 D-00572 F-02224 G-02859

ホテル利用券　１万円分

B-04990 D-04191 G-00836 G-03534 G-04222
G-04713 H-00139 H-01737 I-00698 I-02160

米（青天の霹靂〈へきれき〉）　10㎏

B-02356 B-04623 B-05006 B-05235 C-00659
C-00713 C-02512 C-05926 D-02496 D-02939
D-04187 E-02273 E-03591 F-01864 G-00251
G-01130 G-01158 G-02019 G-05431 I-01754

ここをチェック♪

当選番号発表
お楽しみ抽選券

特賞

１等
３本

２等
５本

３等
10本

４等
20本

12


