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各種無料相談
名　称 内　容 とき ところ 問い合わせ・申込先

くらしとお金の安
心相談会

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（予約制）

４月５日（水）
午前 10時～午後４時

市民生活センター（駅
前町、ヒロロ３階）

消費者信用生活協同組
合青森事務所（☎青森
017・752・6755）

行政書士弘前コス
モス会無料相談会

相続・遺言を中心とした相談会（事
前の予約は不要）

４月 11日（火）
午後１時半～３時半

多世代交流室１（駅
前町、ヒロロ３階）

弘前コスモス会（ふたば
行政書士事務所内、☎
88・8781）

健やか育児相談
子育て相談（育児、食事、歯みがき、
母乳について）、講座「ことばの発
達のお話」
※受付時間は午前 10時～ 11時。

４月 17日（月）
午前10時～ 11時 45分

駅前こどもの広場（駅
前町、ヒロロ３階）

弘前市保健センター（☎
37・3750）

※母子健康手帳の持参を。歯の相談を希望する人は、
普段使っている歯ブラシも持参してください。

健康相談・禁煙相
談

生活習慣病の予防、健診結果、禁煙
など、健康や栄養について

弘前市保健センター＝４月 17日／ヒロロ（駅前町）
３階健康エリア＝４月７日・12日・30日　※時間
はいずれも午前９時～ 11時（２日前までに要予約）。

こころの健康相談 本人や家族のこころの悩み、家族を
自死で亡くした人の悩みについて

４月 18日（火）
午前９時～11時（予約制）

弘前市保健センター
（野田２丁目）

のびのび子ども相
談

発達相談（ことばが遅い、落ち着き
がないなど）　１歳以上の幼児とその
家族が対象。母子健康手帳の持参を

４月 25日（火）
午前９時半～午後３時（予
約制）

弘前市保健センター
（野田２丁目）

４月３日～ 24日に、弘
前市保健センター（☎
37・3750）へ。

夜間・休日納税相
談

日中や平日に納税相談ができない人
のための夜間・休日納税相談

夜間＝４月 17 日～ 21
日の午後５時～７時半／
休日＝４月 16日・23日
の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁
舎２階）

収納課（☎40・7032、
40・7033）

労働相談会
個々の労働者と事業主との間に生じ
た労働条件などのトラブルに関する
相談（事前の予約も可）

４月４日（火）、午後１
時半～午後３時半

青森県労働委員会（青
森市長島２丁目）

青森県労働委員会事務
局（☎青森 017・734・
9832）

キッズ☆ワールド会員募集

　弘前大学のお兄さん、お姉さんと
一緒に、いろんな学校や学年の子と
楽しい活動ができるよ！
▽活動日　６月３日・24日、８月
26 日、10 月７日・28 日、12 月
９日、平成 30年１月 20日、２月
24日の午前 10時～午後４時
※活動内容により変更になる場合が
あります。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内容（予定）　アイスブレーキン
グ、ウォークラリー、ワールドカッ
プ（運動会）など
▽対象　市内在住の小学生＝60人
▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　はがきかファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふり
がな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者氏名を記入）で、５月
７日（必着）までに申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問中央公民館「キッズワールド」係
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

地域おこし協力隊員を募集

　都市住民の移住・定住を促し、地
域の活性化を図るため、岩木地区で
活動する地域おこし協力隊員を募集
します。
▽要件
①現在、弘前市以外の都市地域に居
住している人（弘前市出身の人を含
む）で、弘前市（岩木地区）へ住民
票を異動し居住できる人

※都市地域の範囲については問い合
わせを。
②平成 29 年４月１日現在で、満
20 歳以上 50 歳未満の人（昭和
42年４月２日から平成９年４月１
日までの間に生まれた人）
③普通自動車の運転、パソコンの一
般操作ができ、岩木地区の活性化に
意欲があり積極的に活動できる人
▽活動内容　観光、温泉、農産物な
どの情報発信、事業提案による地域
プロデュースおよび地域団体の活動
支援／就農を目指す活動（りんご農
家など）／アウトドアやスポーツ活
動のコーディネート
▽募集人員　３人
▽活動期間　採用の日（平成 29年
８月ごろ）から１年間（最長３年ま
で継続）
▽報酬　市非常勤職員として月額
16万６,000円
▽申し込み方法　応募用紙に必要事
項を記入し、５月 31日（必着）ま
でに、ひろさき未来戦略研究センタ
ーに郵送または持参を（受け付けは
土・日曜日、祝日を除く午前８時半
～午後５時）。
※応募用紙は同所で配布しているほ
か、市ホームページからダウンロー
ドできます。
▽選考方法　第１次選考（書類審査）
＝６月上旬に実施／第２次選考（第
１次選考合格者のみ）＝７月上旬に
弘前市で実施
■問ひろさき未来戦略研究センター
（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎40・7121）

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。
【職場で使えるパソコン基礎科】
▽とき　５月23日～９月 22日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽申し込み締め切り　４月24日
【ゼロから学べるパソコン・簿記事
務科】
▽とき　６月16日～９月 15日
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申し込み締め切り　５月23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、申し込み締め切り日まで
に各訓練施設へ受講申込書の提出を。
【職業訓練説明会】
　毎月１回、ヒロロ市民文化交流館
（駅前町、ヒロロ４階）で、職業訓
練制度の概要説明および各訓練施設
から訓練内容の説明を行っていま
す。詳しくは問い合わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

「ピュアフレンズ」
ボランティア募集
　知的障がいのある在宅者（おおむ
ね 18歳以上の人）の生涯学習を支
援しながら、知的障がい者への理解
を深め、接し方を学びます。
▽とき　５月 14 日、６月 11 日、
７月９日、９月10日、10月 15日、
11月 26日、12月 10日
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　料理教室、スポレク大会、

歌とゲームなどの学習支援
※活動の詳細は市ホームページをご
覧ください。
■問ボランティアサークル「虹の会」
（安田さん…☎兼■Ｆ 87・2873）／
中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、火曜日は休み）

お出かけシニアパス

　公共交通の利用促進と高齢者世代
の支援などを目的に、市内の路線バ
スと弘南鉄道大鰐線の運賃が割引に
なる「お出かけシニアパス」を実施
します。なお、割引には事前にパス
の登録が必要ですので、申請方法を
確認の上、申し込みください。
▽対象　65歳以上の市民で、アン
ケートなどに協力できる人＝150人
▽運賃　正規運賃が 400 円以下の
区間＝ 100 円／ 400 円を超える
区間＝正規運賃から300円割引
▽対象路線　市内を運行する路線バ
スと弘南鉄道大鰐線
※乗車場所がどちらも市内の場合に
限る。土手町循環 100 円バス、城
東環状 100 円バス、ためのぶ号、
青森空港線、岩木スカイラインシャ
トルバスを除く。
▽登録料　4,000円

▽有効期限　平成30年３月 31日
▽申請方法　住所・氏名・電話番号・
生年月日を下記のいずれかの方法で
都市政策課へ申し込みください。
①電話…☎35・1102（土・日曜日、
祝日を除く）
②ファクス…35・3765
③都市政策課に直接申し込み（土・
日曜日、祝日を除く）
④郵送…〒036・8551、上白銀町
１の１、都市政策課あて
⑤Ｅメール…toshiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp
※応募者多数の場合は抽選で決定
し、当選者には４月下旬に書面で通
知します。
※４月１日から、親子のまちなかお
出かけパスの登録も受け付けていま
す。詳しくは問い合わせを。
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）　

県税のコンビニ納税と
口座振替制度
　自動車税・不動産取得税・個人事
業税はコンビニエンスストアで納付
できます。また、口座振替できる県
税は次のとおりです。
○個人事業税…定期賦課分

○法人県民税・事業税（地方法人特
別税を含む）…中間・確定申告分
○自動車税…６月納期分（４月28
日までに申し込みが必要）
○軽油引取税
　申込用紙は各金融機関・中南地域
県民局県税部の窓口に備え付けてあ
ります。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

ジョブカフェあおもり
サテライトスポット弘前
　15 歳～ 44 歳の人を対象に、仕
事に関する相談や各種セミナーなど
のサービスを提供しています。
▽利用時間　平日の午前９時～午後
５時
▽ところ　ジョブカフェあおもりサ
テライトスポット弘前（駅前町、ヒ
ロロ３階、弘前就労支援センター内）
▽内容　パソコンでの応募書類の作
成・印刷／職業適性診断／キャリア
カウンセラーによる相談／就職支援
セミナー／インターネットや参考図
書の閲覧等による情報収集
▽利用料　無料
■問ジョブカフェあおもりサテライト
スポット弘前（☎32・8033）
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