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【①住宅用断熱材の
施工実演講習会】
　快適な住まいのための断熱・
気密・換気性能の大切さや、住
宅用断熱材の望ましい施工方法
を実演を交えて紹介します。
▼とき　１月 19 日㈭、午後
１時 30分～３時 30分（開場
は午後１時）
▼講師　平野公彦さん（平野商
事）、小松則雄さん（小松工務店）
▼対象　住宅の新築やリフォー
ムに携わる人、断熱や気密の施
工に興味のある人＝ 50人（先
着順）
▼申込期限　１月16日㈪
▼その他　CPD２単位
【②あたたかな住まいで健康に
素敵に暮らしてみませんか】
▼とき　１月 30 日㈪、午後
１時 30分～３時 30分（開場
は午後１時）

住まいのセミナー
▼講師　伊香賀俊治さん（慶應
義塾大学教授）、反町吉秀さん
（県立保健大学教授）、馬渡龍さ
ん（八戸高専准教授）
▼内容　基調講演「あたたかな
住まいが幼児から高齢者の健康
を支える」、パネルディスカッ
ション「あたたかな住まいとあ
おもり冬暮らし」
▼定員　100人（先着順）
▼申込期限　１月24日㈫
～共通事項～
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼参加料　無料
※詳細は県ホームページ（QR
コード）で確認を。
①  ②

■■問問青森県建築住宅課（☎017-
734-9695）

【リサイクルそり作り教室】
　木材や竹ざおの切れ端を使っ
てそりを作ってみませんか。
▼とき　２月４日㈯、午前９時
30分～11時 30分
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　小学生以上＝10人
※小学生は保護者同伴／応募多
数の場合は抽選で決定し、１月
27日㈮までに抽選結果をお知
らせします。
▼持ち物　長靴、スキーウエア、
手袋、帽子
▼申込期限　１月20日（金・必着）
▼その他　完成後は敷地内でそ
り滑りを行います。
【段ボールで科学グッズを作ろう】
　段ボールや身近な廃品を使っ
て、不思議で楽しい科学グッズ
を作ってみませんか。
▼とき　２月 18 日㈯、午前
９時30分～正午

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し

▼内容　①リズムよくスイング
を続けるスイング鈴を作ろう、
②すごいスピードで走るホバー
クラフトを作ろう、③白黒模様
なのにカラーになるコマを作ろう
▼講師　福田智好さん（弘前市
少年少女発明クラブ会長）
▼対象　小学生とその保護者＝
15組
※小学生１人につき保護者１人
の同伴／応募多数の場合は抽選
で決定し、２月 10 日㈮まで
に抽選結果を通知します。
▼持ち物　なし
▼申込期限　２月３日（金・必着）
～共通事項～
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼参加料　無料
▼申し込み方法　往復はがき
（教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２組ま
で応募可／詳細は
ホームページ（QR
コード）で確認を。
■問弘前地区環境整
備センタープラザ棟（〒036-
8314、町田字筒井６の２、☎
36-3388、受け付けは午前９時
～午後４時、月曜日〈祝日の場
合は翌日〉と年末年始は休み）

その他

　日本の住宅と居住状況、世帯
の保有する土地などの実態を明
らかにする５年に一度の調査「住
宅・土地統計調査」が令和５年
10月に実施されます。それに
先立ち、調査の円滑な実施や結
果精度の向上を図るため、「令和
５年住宅・土地統計調査単位区

令和５年住宅・土地統計調査
単位区設定

設定」を行います。１月中をめ
どに調査員が調査区内を巡回し、
住宅を把握する作業を行います
ので、調査員が伺いましたら、
ご協力をお願いします。
■■問問広聴広報課（☎40-7016）

　１月から軽自動
車税（種別割）の
納付情報を軽自動
車検査協会がオンラインで確認
ができる「軽 JNKS（ケイジ
ェンクス）」の運用が全国で開
始されます。紙の納税証明書の
提示が原則不要になります。
※納付方法により軽 JNKSでの
納付情報の確認に時間を要する
場合があります。納付後すぐ車
検を受ける場合は、今までどお
り納税証明書の提示が必要です
／二輪の小型自動車（排気量
250cc超）は対象外のため、納
税証明書の提示が必要です／詳
細は地方税共同機構
ホームページ（QR
コード）で確認を。
■■問問収納課納税推進係（☎ 40-
7031）

▼夜間納税相談　１月 16 日
㈪～ 20 日㈮の午後５時～７
時30分

車検時の軽自動車税納税証
明書の提示が原則不要に

夜間・休日納税相談

有 料 広 告有 料 広 告

▼休日納税相談　１月 22 日
㈰、午前９時～午後４時
※電話相談や市税等の納付も可。
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
ず相談を。特別な理由がなく納
付や連絡がない場合は、滞納処
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）

　申告が必要な個人・法人は、
１月 31 日㈫までに申告書を
提出してください。
▼対象　令和５年１月１日現
在、市内に事業用の減価償却資
産（建物や自動車などを除く）
を所有する個人または法人
※令和４年中に新たに事業を始
めた人は申し出を／個人事業主
はマイナンバーカード（または
身分証明書と個人番号通知カー
ド）の持参を／感染症対策のた
め、できる限り eLTAXまたは
郵送での申告をお願いします。
■■問問資産税課資産税係（市役所２
階、☎40-7027）

　令和５年度の会場使用の申し
込みを受け付けます。なお、小・
中会議室、集会室は使用日の
30日前から受け付けます。
▼受付開始日　１月 13日㈮、

償却資産（固定資産税）の申告

総合学習センターの使用受付

午前９時から（窓口で受け付け）
※14日㈯の午前８時 30分か
らは電話でも受け付けます。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、末広４丁目、☎26-4800）

　鳥獣の追い払い等に使用する
花火等の適正な取り扱い方法を
学びます。参加者には煙火を無
償提供できるようになります。
▼とき　２月８日㈬、午前 10
時 30分～ 11時 45分
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）１階ホ
ール
▼受講料　無料
▼申込期限　１月31日㈫
■■問問農村整備課（☎40-4155）

　結婚を希望する独身男女のお
見合いを支援しています。会員
に登録しませんか。
▼とき　１月 22 日㈰、正午
～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎35-1123、午前10
時～午後７時、日・月曜日、祝
日は休み）

動物駆逐用煙火
消費保安講習会

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会
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※変更となる場合があります。
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316
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納付情報を軽自動


