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ステッカー（ペイジー口座振替受付
サービスで新たに口座振替の申し込
みした人全員へ贈呈）
※ペイジー口座振替受付サービス
は、預貯金通帳と印鑑の代わりに
キャッシュカードで口座振替の申し
込みができるものです。
▽申し込み方法　市内の金融機関ま
たは収納課窓口へ、預貯金通帳と届
出印、納税（入）通知書を持参して
申し込みください。
▽ペイジー口座振替受付サービスに
よる申し込み方法　収納課窓口へ納
税（入）通知書とキャッシュカード
を持参して申し込みください。ただ
し、農協の口座は利用できません。
▽発表　当選者へ当選通知書を送付
します（10月上旬予定）。
■問収納課納税推進係（市役所新庁舎
２階、☎40・7031）

弘前の魅力発信ＷＥＢコンテスト

　WEBコンテンツ制作を通じて、
中学・高校生の目線で「弘前の良い
ところ」を国内外にＰＲします。
▽日程と内容　①７月９日、午前
10時半～正午＝事前説明会／②７
月 23 日・30 日、午前 9時～午後
3時＝WEBコンテンツ制作基礎学
習（コンテンツ別セミナーを８月
20日まで適宜開催し、制作をフォ
ローします。）
▽ところ　①弘前商工会議所（上
鞘師町）２階 201 会議室／②
S.K.K. 情報ビジネス専門学校（徳
田町）

▽対象　市内の中学・高校に通学し
ている人（未経験者も歓迎）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問６月 30 日までに、弘前商工会
議所（工藤さん、☎ 33・4111、
■Ｈ http://www.hcci.or.jp/hp_
contest/）へ。

マイナンバー～個人番号
カードの交付申請をした人へ～
  個人番号カードの交付申請をした
人へ順次交付通知書を送付中です。
届き次第交付場所へおいでくださ
い。詳細は交付通知書の内容をご確
認ください。
　なお、交付通知書に記載の交付場
所以外での受け取りを希望する人
は、事前にご連絡ください。
■問市民課（☎40・7020）　

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け、
危険物の製造所や貯蔵所および取扱
所で危険物の取り扱い作業に従事す
る人は、定められた期限内に保安講
習を受講してください。
▽とき　７月20日（木）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽種別　
①給油取扱所関係…給油取扱所にお
ける危険物取り扱い作業従事者／②
一般取扱所関係…①を除く危険物施
設における危険物取り扱い作業従事

者
▽受講期限　
○免状交付日または前回講習日以後
の最初の４月１日から３年以内
○新たに危険物取り扱い作業に従事
することになった日から１年以内
▽受講料　4,700 円（青森県収入
証紙代として）
▽受付期間　６月９日～22日
※申請書は消防本部予防課（本町）
および管内の消防署・分署で配布し
ています。
■問消防本部予防課（☎32・5104）

自動車税のグリーン化特例
改正について
　県では、毎年６月に自動車税の納
税通知書を送付していますが、自動
車税は、自動車環境対策の観点から、
排出ガスおよび燃費性能の優れた環
境負荷の小さい自動車については、
その排出ガスおよび燃費性能に応じ
て税率を軽減（軽課）し、新車新規
登録から一定の年数を経過した環境
負荷の大きい自動車については税率
を重く（重課）する制度を実施して
います。
　平成 27年度の自動車税から、バ
ス・トラックを除き、重課の割合が
15％（改正前 10％）に引き上げら
れました。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問中南地域県民局県税部納税管理
課（ ☎ 32・4341、 ■Ｈ http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/013_01green.html）

効果音／神楽／囃子（ねぷた、お山
参詣、神楽）／ほか、特技をお持ち
の人
※年齢・性別・経験は問いません。
▽参加費　無料
▽申し込み方法　６月 15 日まで
に、はがきか電話またはＥメール
（住所、氏名、連絡先を記入）で、
弘前芸術鑑賞会事務局（〒 036・
8203、本町 69）へ。
■問弘前芸術鑑賞会事務局（水戸さ
ん、携帯☎ 090・7329・5751、
■Ｅ hirosakigeikan@gmail.com）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

お仕事説明会

　青森労働局、ハローワーク弘前、
市（商工政策課・ひろさき生活・仕
事応援センター）主催による、お仕
事説明会を開催しています。市内企
業の人事担当者が、仕事内容などを
生の声で伝えます。求職中の人はぜ
ひ参加ください。面接も可能です。
今月のテーマは「正社員を募集して
いる企業」です。
▽とき　６月 16 日・30 日の午後
１時半～４時半（受付は午後１時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社（予定）
※ハローワーク未登録者も参加可能。
※雇用保険受給者は、求職活動実績
の対象になるため、雇用保険受給資
格者証の持参を。
※参加企業など詳しくは、青森労働
局または市ホームページをご覧くだ
さい。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55・
5608）　

人材不足でお悩みの事業者へ

～お仕事説明会を毎月開催していま
す～
　求人事業者と求職者をつなぐため
のお仕事説明会を毎月２回開催して
います。説明会では、20分程度の
時間で、自社のプレゼンテーション
（求人説明、企業 PRなど）ができ
るほか、希望する求職者と個別面談
ができます。

　事業規模に関わらず参加できます
ので、人材不足でお悩みの事業者は、
ぜひ参加ください。
　なお、ひろさき生活・仕事応援セ
ンターに企業登録をすると、毎月開
催する説明会の案内を提供するほ
か、無料で人材を紹介します。詳し
くは問い合わせを。
■問ひろさき生活・仕事応援センター
（駅前町、ヒロロ３階・就労自立支
援室、☎36・3776）

遺跡の分布調査を実施

　遺跡の保護業務において、公共事
業や民間事業による開発へ迅速に対
応するため、平成 14年度から遺跡
の分布調査を実施しています。
　相馬地区を対象にした調査を本年
度も実施予定です。調査区域の地権
者や近隣にお住まいの皆さんには、
ご理解とご協力をお願いします。
▽調査区域　相馬地区（箆九枚の一
部）
▽調査期間　６月１日～７月31日
▽調査員　市職員および作業員＝５
人程度
▽調査方法　畑地などの踏査可能な
区域で、遺物（土器・石器など）の
表面確認と、散布状況を調査します。
※遺跡が発見されても発掘は行いま
せん。詳しくは問い合わせを。
■問文化財課（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）

ペイジー・口座振替キャンペーン

　下記期間に口座振替の申し込みを
すると、抽選で景品が当たります。
▽期間　６月１日～８月31日
▽対象　市税（市県民税・固定資産
税・軽自動車税）・国民健康保険料・
介護保険料のいずれかの口座振替を
新規に申し込んだ人
※今年度の課税がない人や滞納があ
る人、給料・年金から特別徴収され
ている人は対象外となります。
▽景品　Ａ賞…国際シードルメッセ
で最高賞を受賞したタムラシードル
BRUT ＆石川スモークウインナー
ギフトセット（20人）／Ｂ賞…お
菓子詰合せセット（20人）／Ｃ賞
…ひろさきまるごと観光クーポン
（30人）
▽特別賞　エコバックとたか丸くん

児童手当の現況届
忘れずに提出を
　児童手当を受給している人は、毎
年６月１日における児童の養育状況
などを記入した「現況届」の提出が
必要です。「現況届」は、６月分以
降の手当の受給資格を確認するため
のもので、該当者（職場での手続き
となる公務員を除く）には、５月末
に届出書類を送付しています。
　提出がない場合は、手当を受給で
きなくなりますので、忘れずに提出
してください。なお、届出書類が届
かない場合は問い合わせを。
▽提出期限　６月30日（金）
▽提出先　子育て支援課家庭支援係
（市役所新館３階）、岩木・相馬総合
支所民生課、各出張所
※６月 24 日・25 日は、子育て支
援課で休日受付を行います。
■問子育て支援課（☎40・7039）

市職員募集

【学芸員（美術工芸・歴史）】
▽採用予定　学芸員Ａ（美術工芸）
＝１人／学芸員Ｂ（歴史）＝２人
▽第一次試験　書類選考による
▽申込方法　教育政策課（岩木庁舎
３階）または人材育成課（市役所６
階）で交付する受験申込書に必要事
項を記入し、必要書類を添付の上、
７月 10日（必着）までに郵送また
は持参を（受け付けは、土・日曜日
を除く午前８時半～午後５時）。
※受験資格や必要書類などの詳細
は、募集要項でご確認を（募集要項
は、市ホームページにも掲載）。
■問教育政策課（〒036・1393、賀
田１丁目１の１、☎82・1639）

リーディングライブ
「卍の城物語」出演者を募集
　８月 23 日に開催する朗読劇、
リーディングライブ「卍の城物語」
出演者の選考会を行います。
▽とき　①６月 22 日の午後６時
半～、②６月24日の午後１時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）、
①大会議室／②中会議室
▽募集キャスト　リーディング（朗
読）／演奏（和楽器、管楽器等）／

 各種無料相談
名　称 内　容 とき ところ 問い合わせ・申込先

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） ６月13日（火）、午後１時半～３時半 多世代交流室２（駅

前町、ヒロロ３階）
ふたば行政書士事務
所（☎ 88・8781）

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＝６月19日～23日の午後５時～７時半
／休日＝６月25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）

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「助産師による＜卒乳
のお話し＞」（午前10 時半～ 10 時50 分）

６月19日（月）、午前10時～11時 45分（受
付は午前 11時まで）

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。歯の相談をする人は、普段使っている歯
ブラシも持参してください。

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）。対象は市民で1歳以上の幼児と
その家族。母子健康手帳の持参を。
※6月５日～26日に申し込みを。

６月 27日（火）、午前９時半～午後３時（受
付は午後２時まで。事前の予約が必要） 弘前市保健センター

（野田２丁目）

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 ６月 20日（火）、午前９時～ 11時（予約制）

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＝６月 19日／ヒロロ（駅前町）３階健康エリア
＝６月９日・14日・25日
※時間はいずれも午前９時～ 11時（２日前までに要予約）


