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参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）　

平成27年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
　平成 27年４月入校生の短期課程
試験を次のとおり実施します。詳し
くは問い合わせを。
▽募集科と定員　造園科＝ 15人／
配管科＝20人
▽応募資格　職業に必要な技能と知
識を習得したい人
▽訓練期間　平成 27年４月～平成
28年３月（１年間）
▽受付期間　2月 12日まで
▽試験日　２月19日（木）
■問県立弘前高等技術専門校（☎
32・6805）／弘前公共職業安定
所（☎ 38・8609）

平成27年度障害者職業
訓練校入校生募集
▽募集科と定員　製版科・ＯＡ事務
科＝各 15人（身体障がい者の人が
対象）／作業実務科＝ 10人（知的
障がい者の人が対象）
▽応募資格　障がいが安定し、体力
的・精神的に１年間の訓練に耐えら
れ、就職を希望する人で、集団生活
に支障がなく、職業的自立が見込ま
れる人
※その他の要件については、お問い
合わせください。
▽訓練期間　平成 27年４月～平成
28年３月（１年間）
▽募集期間　２月12日まで
▽試験日　２月20日（金）
▽応募手続き　弘前公共職業安定所
（南富田町）に備え付けの願書に記
入し、同所に提出を。
■問県立障害者職業訓練校（☎ 36・
6882）

自衛官募集

【防衛大学校一般採用試験（後期）】
▽受験資格　高校卒業（本年度卒業
見込みを含む）で21歳未満の人
▽受付期間　１月21日～ 30日
▽試験日　１次＝２月 28日／２次
＝３月13日

▽試験場所　防衛大学校（神奈川県
横須賀市走水）
【幹部候補生】
▽受験資格
○一般・音楽・飛行要員…22歳以
上 26 歳未満の人（20 歳以上 22
歳未満の人は大学卒業〈本年度卒業
見込みを含む〉）／大学院修士学位
取得者（見込みを含む）は28 歳未
満の人
○歯科…専門の大学卒業（本年度卒
業見込みを含む）で 20歳以上 30
歳未満の人
○薬剤科…専門の大学卒業（本年
度卒業見込みを含む）で 20歳以上
28歳未満の人
▽受付期間　３月１日～５月１日
▽試験日　一般・音楽・歯科・薬
剤科＝５月 16日／飛行要員＝５月
17日
▽ 試験場所　弘前大学記念会館（文
京町）を予定
【予備自衛官補】　
▽受験資格
○一般…18歳以上 34歳未満の人
○技能…18歳以上で国家免許資格
などを有する人（資格により 53歳
未満～ 55歳未満の年齢上限あり）
▽受付期間　３月24日まで
▽試験日　４月 10日～ 14日（い
ずれか１日を指定します）
▽試験場所　一般・技術…青森駐屯
地（青森市浪館字近野）、技能（甲）
…仙台駐屯地（仙台市宮城野区）を
予定
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

中南地域県民局県税部
からのお知らせ
【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、必要書類を準
備してください（納税間もない時は、
領収証書の提示を）。
　納税証明書は、納税者の皆さんの
大切な情報を証明するものです。窓

口での確認は厳正に行っていますの
で、ご理解をお願いします。
※必要書類について、詳しくはお問
い合わせを。
【差し押さえ財産の公売】
　県では、不動産や動産などの差し
押さえ財産について、インターネッ
トオークションを利用して売却する
インターネット公売を実施していま
す。
　公売情報や入札方法は、随時県
ホームページ（http://www.pref.
aomori.lg.jp/life/tax/008_
koubaiindex.html）で公開して
いますので、確認の上、ぜひ参加く
ださい。
■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・
4341）

2015年農林業センサスに
ご協力ください
　全国すべての農林業関係者を対象
にした“農林業の国勢調査”といわ
れる「2015年農林業センサス」が
２月１日現在で実施されます。
　この調査は、今後の農林業の政策
に役立てるために５年ごとに実施さ
れる極めて大切な調査です。
　1月中旬から農林業を営んでいる
皆さんのところに調査員が訪問し
て、調査票に農林業の経営状況など
の記入をお願いしますので、ご協力
をお願いします。
■問行政経営課統計情報分析担当（☎
34・3575〈農林業センサス専用〉）

胃がんリスク検診

　平成27年４月１日までに40歳・
45歳・50歳・55歳になる人を対
象に、胃がんリスク検診の受診券を
送付しています。
　問診および血液検査で胃粘膜の萎
縮度とピロリ菌感染の有無を検査
し、検査結果により精密検査を勧め
るものです。対象者は、この機会に
ぜひ受診してください。
　なお、この胃がんリスク検診は、
胃がんを直接見つけるものではない
ので、これまで同様、胃がん検診も
受診しましょう。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）
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りたい自分”になるための「モノ・
ココロの整理術」を学ぶセミナーで
す。
▽とき　１月29日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階視聴覚室
▽対象　15歳～ 44歳の求職者
▽参加料　無料
▽申し込み締切　１月26日（月）
▽その他　就職についての相談は随
時受け付けています。最寄りの場所
まで出向くことも可能ですので、お
問い合わせください。
■問ひろさき若者サポートステーショ
ン（☎32・2005）

多重債務・消費生活
法律相談会
　多重債務者が債務を整理して生活
再建に向かうための手助けとして、
弁護士が無料で相談に応じます。ま
た、多重債務以外の消費生活に関す
る法律相談にも応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、債
務状況が分かる資料などを持参して
ください。
▽とき　１月31日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽対象　市民＝４人
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　２月４日（水）
　　　　午前10 時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

市有地の売払い

　市で所有する土地を一般競争入札
で売払いします。希望する人は財産
管理課で配布、または市ホームペー
ジに掲載している募集案内を参照の
上、申し込みください。

▽売払地　独狐字松ケ沢 20番５／
面積＝ 1589.18㎡／最低売却価格
＝854万 9,788 円
▽申込期間　１月 15日～ 29日の
午前９時～午後５時
▽入札日時　２月６日（金）、午後
２時15分から
▽ところ　市役所５階入札室
■問 財産管理課財産係（☎ 35・
1120）

ベビーレッスン

▽とき　２月 15 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の人とそ
の家族＝各５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問２月２日～12 日に、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝２月 13～ 16日／大型特殊自
動車運転免許証（カタピラ限定なし）
保有者＝２月13日・14日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝弘果弘前中
央青果（末広１丁目）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）　②出稼労働者
で18歳以上の人
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,620 円が必要）
▽申込期間　１月 23日～ 30日の
午前９時～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証を持

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽と き　２月 10 日・17 日・24
日の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　１月 25日、午前
８時半から
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

１月26日は「文化財防火デー」

　大切な文化財を火災などの災害か
ら守るため、消防訓練を行います。
○弘前地域
▽とき　１月26日（月）　
　　　　午前９時半から
▽ところ　旧第五十九銀行本店本館
（元長町）
○岩木地域
▽とき　１月26日（月）　
　　　　午前10時半から
▽ところ　高照神社（高岡字神馬野）
※訓練の際、消防車がサイレンを鳴
らして走行しますので、火事と間違
えないようご注意ください。
■問文化財課（☎82・1642）

就職支援プログラム

【ライフオーガナイズセミナー】
　自分自身をコントロールして“な
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