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オンライン移住セミナー
「ひろさき移住×食と農」

　弘前へ移住した若手農家の話
を聞くことができるオンライン
による移住セミナーです。
　移住を検討している知り合い
がいる人は、周知のご協力をお
願いします。
▼とき　８月22日（土）
　　　　午後２時～４時
▼開催方法　オンライン開催
（Zoomを使用）
▼対象　弘前への移住や弘前の
食・農業に興味のある人
▼参加料　無料
▼申し込み方法
　８月21日（金）
までに、申し込
み専用フォーム
（https://forms.
gle/4jYA6v5QR2w1z2bDA）
から申し込みを。
■■問問ひろさき移住サポートセンタ
ー東京事務所（☎ 03-6256-
0801）

～卒業後は地元に戻って暮
らしたい！～学生限定・オ
ンライン UI ターン相談会

　弘前圏域８市町村へのUI タ
ーンを希望する現役学生を対象
としたオンラインによる相談会
です。
　知人などで弘前圏域へのUI
ターンを検討している現役学生
がいましたら、広くお知らせく
ださるようお願いします。
▼とき　８月22日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▼内容　Zoom を使用した個
別UI ターン相談（電話による
相談を希望の場合は事前に相談
を）
▼対応者　野口拓郎さん（弘前
圏域移住交流デザイナー）

※詳しくは弘前
市移住情報サイ
ト「弘前ぐらし」
をご覧くださ
い。
■■問問企画課人口減少対策担当（☎
40-7121）

あおもり暮らしまるごと
相談会

　「生まれ育ったふるさとで暮
らしたい」「都会を抜け出し、
趣味を楽しみながら暮らした
い」など、青森県へのＵターン・
移住を、今後のライフプランの
一つの選択肢として考えてみま
せんか？
　知人などで移住を検討してい
る人がいましたら、広くお知ら
せくださるようお願いします。
▼とき　８月29日（土）
　　　　午後１時30分～８時
▼開催方法　オンライン開催
（Zoomを使用）
▼内容　U ターン経験者によ
るトーク、個別相談会（要予
約）、先輩移住者や地元民との
交流会
※詳しくは青森
移住交流ポータ
ルサイト「あお
もり暮らし」を
ご覧ください。
■■問問青森県地域活力振興課（☎
017-734-9164）

消防職員募集

▼職種　消防職A＝平成４年
４月２日～平成 11年４月１日
に生まれた人／消防職 B＝平
成 11年４月２日～平成 15年
４月１日に生まれた人
▼応募資格　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、男性は身長おおむね
160㎝以上、女性はおおむね
155㎝以上の人
▼採用予定人数　消防職Aと
B合わせて10人
▼第 １ 次 試 験　９月 20 日
（日）、弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）
▼試験科目　消防職A＝大学
卒業程度の教養試験／消防職B
＝高校卒業程度の教養試験／
各職種共通＝適性検査、体力試
験
▼応募方法　８月 21日（金・
当日消印有効）までに、必要事
項を記入の上、必要書類を添え
て、郵送または持参を（受け付
けは平日の午前８時 30分～午
後５時）。
※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、ホームページからも
ダウンロードできます。
■■問問 消防本部人材育成課（〒
036-8203、本町２の１、☎
32-5109、■■ＨＨ http://www.
hirosakifd.jp/）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

▼とき　９月２日（水）・３日
（木）の午前 10 時～午後４時
（全２日間）
▼ところ　岩木文化センター
「あそべーる」（賀田１丁目）
▼定員　70人（先着順）
▼受講料　無料（使用するテキ
ストは事前に書店などで購入し
てください）
▼申し込み方法　８月５日（水）
～ 19日（水）に、消防本部予
防課および最寄りの消防署・分
署で受け付けます。
※詳しくはホームページで確認
を。

■■問問弘前消防本部予防課（本町、
☎32-5104、■■ＨＨ http://www.
hirosakifd.jp/）

里親農家が就農を目指す人
をサポートをします

　市や県、弘前管内の JA、農
業委員会などで構成する「ひろ
さき農業総合支援協議会」では、
明日の農業を支える人材の育
成・確保に向け、このたび、就
農を希望する非農家出身者など
に対して、市内の里親農家が農
業技術の習得のほか、農地探し
や補助制度の情報提供など、総
合的なサポートを行う「農業里
親研修事業」を開始しました。
　現在、24人の里親農家が認
定され、就農に向けたサポート
を行いますので、新たに就農す
ることを検討される人は気軽に
ご相談ください。
▼農業里親研修対象者
①親が農業者でないこと
※親と異なる栽培品目で経営を
行う場合は、対象となることが
あります（例：親はりんご単作
経営だが、子はトマトで独立自
営就農を目指す場合など）。
②研修開始時の年齢が満 18歳
以上 60歳未満であること
③里親農家の親族（配偶者また
は３親等内の血族もしくは姻
族）でないこと
④研修開始時に常勤（週 35時
間以上で継続的に労働）の雇用

契約を締結していないこと
⑤研修修了後に弘前市内で農業
経営を開始することに強い意欲
があること
※そのほかの要件もありますの
で、詳しくは問い合わせを。
■■問問ひろさき農業総合支援協議会
事務局（農政課内、☎ 40-
0767）

「新聞・雑がみ類回収ステー
ション」がリニューアル！

　古紙類のさ
らなる資源化
を図るため、
市役所など市
内５カ所に設
置している「新聞・雑がみ類回
収ステーション」を改装し、新
たに「古紙類回収ステーション」
としてリニューアルしました。
市内事業所から出た古紙類も持
ち込みできます。
▼利用できる人　市民、市内事
業者
▼回収できるもの　新聞・雑誌・
雑がみ・ダンボール
※ダンボールはたたんでくださ
い／紙ひもなどで十字にしばっ
てください／機密文書・シュレ
ッダーにかけた紙は入れないで
ください。
▼設置場所　市役所本庁舎（塩
分町道路側駐車場）、岩木庁舎
（駐輪場横）、相馬庁舎（正面玄
関横）、総合学習センター（正

面玄関横）、土手町倉庫（旧大
成小・正面玄関向かい）
▼持ち込み時間　午前９時～午
後５時（12 月 29 日～１月３
日は除く）
■■問問環境課資源循環係（☎ 35-
1130）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を
送付しますので、納期限までに
納めてください。
　なお、新型コロナウイルス感
染症の影響で納税にお困りの人
は、徴収の猶予を受ける制度が
あります。
▼対象　一定の事業を個人で営
む人のうち、前年の事業による
収入から必要経費、事業主控除
（年290万円）などを差し引い
た後に、所得のある人
▼納期　１期＝８月／２期＝
11月（ただし、税額が１万円
以下の場合の納期は１期のみ）
▼納付方法　納税通知書を持参
し、最寄りのコンビニエンスス
トア、金融機関で納付を（口座
振替も利用できます）。
※詳しくは県ホームページで確
認を。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32-1131、内線228、
■■ＨＨ h t t p s : / /www. p re f .
a o m o r i . l g . j p / l i f e /
tax/003_07kojinjigyou.
html）


