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■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ５ 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

今年
昨年
差

5,686t

1,019g
1,074g
-55g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

115t 減 !!
（昨年同月比） 

３キリ運動って知ってる？食材を
使い切る「使いキリ」、食べ残し
をしない「食べキリ」、ごみに出
す前に水を切る「水キリ」のこと
をいうよ。ごみを減らすためには
どれも重要なことだからみんなで
チャレンジしてみよう！

たか丸くんの　ごみ減量速報
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（青森市長島２丁目、☎青森 017・
723・6350、 ■Ｅ chuukounen@
ims-hirosaki.com）

警察官Ｂの募集

▽試験種別　警察官Ｂ（大卒以外の
男性・女性）
▽応募資格　昭和 59年４月２日～
平成11年４月１日に生まれた人
▽試験日　９月25日
▽受付期限　９月２日まで
▽試験場所　青森市、八戸市、弘前
市
※詳細は問い合わせください。
■問弘前警察署（八幡町３丁目、☎
32・0111）

消防職員募集（消防職Ａ・Ｂ）

▽職種と資格
①消防職Ａ＝昭和 63年４月２日～
平成７年４月１日に生まれた人／消
防職Ｂ＝平成７年４月２日～平成
11年４月１日に生まれた人
②日本国籍を有し、採用時において
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋
村に居住でき、矯正視力を含み両眼
で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3
以上、赤・青・黄色の識別ができ、
男性は身長おおむね 160㎝以上、
女性はおおむね155㎝以上の人
▽採用予定　11人
▽第１次試験日　９月18日（日）
▽試験場所　第二中学校（平岡町）
▽試験科目　消防職Ａ＝大学卒業程
度の教養試験・専門試験／消防職Ｂ
＝高校卒業程度の教養試験／各職種
共通＝適性検査、体力測定
▽受験申込書の提出方法　受験申込
書に記入し必要書類を添え、８月
24日（消印有効）までに郵送また

④日本の国籍を有しない人で、平成
29 年３月 31 日までに満 15 歳以
上になる人
▽試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
▽受験案内配布期間　９月９日まで
▽願書受付期間　８月 22日～９月
９日
▽試験日　10月 27日
■問文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課（☎東京 03・5253・
4111、内線 2024・3267）

ふれあい相談所

　日常生活での心配事・悩み事の相
談、法律・税金・年金・労使関係な
どの専門的な相談に対し、適切な助
言、援助を行っています。相談は無
料ですので、気軽にご相談ください。
▽とき　一般相談＝月曜日～金曜
日、午前９時半～午後３時半
※法律・税金・年金・労務に関する
相談は毎月１回。事前の予約が必要。
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽対象　市民
■問弘前市社会福祉協議会（☎ 33・
2220）

45歳以上の就活をサポート

　45 歳以上の中高年者を対象に、
就職活動に関するアドバイスなどを
行うキャリアカウンセリング、再就
職セミナーを実施しています。
【対面カウンセリング】
▽とき　毎週木曜日（祝日、お盆、
年末年始を除く）、午後１時～４時
▽ところ　I・M・S（土手町）
※電話・メールでのカウンセリング
も随時受け付けています。
■問あおもり中高年就職支援センター

明を行います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

広報ひろさき音訳奉仕員募集

　弘前愛盲協会音訳グループ「しら
ゆり会」では、目の不自由な人に広
報誌を音訳するボランティアを募集
し、その養成講座を開催します。
▽とき　９月２日～ 11月 25日の
毎週金曜日（９月 23 日を除く）、
午後２時～４時（全12回）
▽ところ　弘前市身体障害者福祉セ
ンター（八幡町１丁目）
▽対象　全日受講でき、パソコンを
持っていて簡単な操作が出来る人。
また、講座終了後、録音版広報の製
作に継続的に参加できる人。
▽受講料　無料　
■問８月26日までに、弘前市身体障
害者福祉センター（☎36・4521）へ。

排水設備工事責任技術者試験

▽とき　10月 19日（水）
　　　　午後２時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽受験料　8,000 円（振込手数料
を除く）
▽申込受付　８月 15 日～ 31 日
（土・日曜日を除く）に、上下水道
部総務課給排水係（賀田１丁目）で
申込書を配布・受け付けします。
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

桜松会シニアパソコン
クラブ会員募集
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「桜松

会シニアパソコンクラブ」の会員を
募集しています。見学も可能です。
▽とき　木曜日の午後１時半～３時
半（月３～４回、年間30回）
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　Word、Excelでの文書作成
▽講師　津川陽子さん（パソコンス
クール I･M･S講師）
▽対象　おおむね 60 歳以上で、
キーボード・マウスの基本操作がで
きる人＝若干名
▽会費　月額 2,000 円（別途年会
費 1,500 円、テキスト代 2,160
円が必要）
■問電話かファクスまたはＥメール
で、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

中学校卒業程度認定試験

▽受験資格　次の①～④のいずれか
に該当する人
①就学義務猶予免除者（現在または
過去）で、平成 29年３月 31日ま
でに満15歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
たは免除を受けず、かつ、平成 29
年３月 31日までに満 15歳以上に
なる人で、その年度の終わりまでに
中学校を卒業できないと見込まれる
やむを得ない事由があると文部科学
大臣が認めた人
③平成 29 年３月 31 日までに満
16歳以上になる人（①および④に
掲げる人を除く）

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【パソコン事務基礎科】
▽とき　９月１日～12月 28日
▽ところ　キャリアスクール・ソフ
トキャンパス弘前校（土手町）
▽申込締め切り　８月４日
【いちから学べるＯＡ事務科】
▽とき　９月７日～平成 29年２月
６日
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込締め切り　８月10日
【パソコン事務基礎科】
▽とき　９月 13日～平成 29年１
月 12日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　８月18日
【職場で使えるパソコン基礎科】
▽とき　９月 27日～平成 29年１
月 26日
▽ところ　Ｓ . Ｋ . Ｋ . 情報ビジネ
ス専門学校山下町校舎
▽申込締め切り　８月30日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）。
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書を提出を。
▽職業訓練説明会　８月 25日にヒ
ロロ（駅前町）４階市民文化交流セ
ンターで、職業訓練制度の概要説明
および各訓練施設からの訓練内容説

は持参してください。なお、受け付
けは、土・日曜日、祝日を除く午前
８時半～午後５時です。
※受験申込書は消防本部人材育成課
および各消防署で交付しているほ
か、弘前地区消防事務組合ホーム
ページからダウンロードできます。
■問消防本部人材育成課（〒 036・
8203、 本 町 ２ の １、 ☎ 32・
5109）

重点３分野設備投資事業費
補助金２次募集
　重点３分野（食産業、精密・医療
産業、アパレル産業）の産業振興を
図るため、市内事業所が行う生産設
備導入事業の一部を補助します。
▽対象者　生産設備の導入を予定し
ている重点３分野の事業者およびり
んご卸売業者
▽補助金　上限500万円
▽補助率　10分の３以内
※詳しくはお問い合せください。
■問産業育成課（市役所６階、☎
32・8106）

相続、遺言、成年後見制度に
関する「らの会」無料相談会
　相続や遺言、成年後見制度を中心
とした無料相談会です（秘密厳守・
事前の予約は不要）。
▽とき　８月28日（日）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽相談員　弁護士、税理士、司法書
士、行政書士、宅地建物取引士、元
シンフォニー「成年後見制度を考え
る会」理事長
■問ボランティアグループ「らの会」
（三上さん、☎38・1829）


