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▼とき　12 月 10
日（木）・11日（金）
の午前 10 時～午
後４時（２日間の
受講が必要）
▼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
▼講習料　無料（ただし事前に
書店等でテキストの購入が必
要）
▼申し込み方法　11 月９日～
11 月 20 日に、消防本部予防
課か最寄りの消防署・分署で受
け付けます。なお、受け付け期
間内であっても定員になり次第
締め切ります。
※講習の詳細は、弘前地区消防
事務組合のホ ームページ
（http://www.hirosakifd.
jp/）をご覧ください。
▼その他　新型コロナウイルス
感染症の対策のため、マスクの
着用をお願いします。
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

　広報ひろさき 10月１日号に
て、敬老大会対象者の人への記
念品について９月中にお届けで
きないことをお知らせしていま
したが、11月末頃発送の見通
しとなりました。
　また、広報ひろさき９月 15
日号にて、対象者を 76歳以上
で在宅の高齢者（昭和 20年３
月 31日以前に出生し市内に住
所を有する者）としていました
が、正しくは 75歳以上の在宅
の高齢者（昭和 21 年３月 31
日以前に出生し市内に住所を有

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

敬老大会対象者への
記念品について

する者）ですので、訂正しお詫
びします。
■■問問介護福祉課高齢福祉係（☎
40-7114）

　不動産取得税は、土地や家屋
を、有償・無償の別、登記の有
無にかかわらず、売買、贈与、
交換、建築（新築・増築・改築）
などにより取得したときに、そ
の取得者に一度だけ課税される
県の税金です。不動産の取得後、
ある程度の期間をおいて納税通
知書が送付されますので、指定
された納期限までに納付してく
ださい。
　なお、一定の要件にあてはま
る住宅や住宅用の土地を取得し
た場合には、必要な書類を添え
て申請することにより、不動産
取得税が軽減となる制度があり
ます。詳しくは、県ホームペー
ジ（https : //www.pref .
aomori.lg.jp/life/tax/004_
01fudousan index_00 .
html）をご覧いただくか、中
南地域県民局県税部までお問い
合わせください。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
二課（☎32-1131、内線227）

　労働者を１人でも雇っている
事業主（農林水産業の一部を除
く）は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する義務があ
ります。手続きを行わない場合、
職権により強制適用されること
がありますので、加入手続きは
お早めに。
○労災保険…業務災害および通
勤災害により負傷などをした場
合、保険給付を行うもの
○雇用保険…労働者が失業した

不動産取得税のお知らせ

11 月は労働保険適用促進
強化月間

▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼対象　ハローワークに求職登
録している人（当日の登録も可
能）
▼参加企業数　15社程度
▼持ち物　履歴書、ハローワー
クカード（ハローワークに求職
登録している人）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　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。参加企業は青森労働局また
は市ホームページでご確認くだ
さい。UJI ターン求職者はスカ
イプ（インターネットによるテ
レビ電話）での面談が可能です
（事前の申し込みが必要）。当日
はヒロロ３階の託児室を利用で
きます（事前の申し込みが必
要）。気軽にお問い合わせくだ
さい。
■■問問 I･M･S（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎
55-5608）

）

　青森県看護協会
青森県ナースセン
ターでは、無料職
業紹介事業として
看護職の相談員が
出向き、看護職の
人の仕事探しをサ

看護のお仕事移動相談

ポートしています。気軽にお越
しください。
▼ と き　11 月 16 日、12 月
21日、１月 18日、２月 15日、
３月 15 日（いずれも月曜日）
の午後１時～４時（随時受け付
け）
▼ところ　弘前就労支援センタ
ー（駅前町、ヒロロ３階）
▼その他　青森県ナースセンタ
ーでは、平日の午前９時～午後
４時に、来所、電話、Eメール
などで随時相談を受け付けてい
ます。
■■問問青森県看護協会青森県ナー
スセンター（青森市中央３丁
目、☎ 017-723-4580、■■ＦＦ
017-735-3836、■■ＥＥ aomori
＠ nurse-center.net）

▼とき　11月 20日（金）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　県立障害者職業訓練
校
▼内容　①デジタルデザイン科
＝イラスト作成・写真加工実習
／②OA事務科＝表計算・伝
票整理実習
▼対象　知的障がいのない障が
い者で、職業訓練および就職に
意欲のある人
▼実習定員　①９人／② 10人
（定員に達し次第受け付け終了）
▼持ち物　筆記用具

青森県立障害者職業訓練校
オープンスクール（体験実習）

▼申し込み方法　11 月２日
（月）～ 13日（金・必着）に、
申込書（同校のホームページか
らダウンロードできるほか、ハ
ローワークでも入手できます）
に必要事項を記入の上、郵送ま
たはファクス、Eメールで申し
込みを。
※新型コロナウイルス感染症の
状況により、中止する場合もあ
ります。
■■問問県立障害者職業訓練校訓練課
（阿保さん、〒036-8253、緑
ケ丘１丁目９の１、☎36-6882、
■■ＦＦ 36-7255、■■ＥＥ shokunko@
pref.aomori.lg.jp）

　年金記録や
将来の年金受
給見込額を確
認し、未来の
生活設計について考えてみませ
んか。
　「ねんきんネット」を利用す
ると、いつでも自分の年金記録
を確認できるほか、将来の年金
受給見込額について、これまで
の年金記録をもとにさまざまな
パターンの試算をすることがで
きます。「ねんきんネット」に
ついては、日本年金機構ホーム
ページで確認できます。
■■問問 弘前年金事務所（☎ 27-
1339）

11（いい）月 30（みらい）日
は「年金の日」です

場合、生活安定および再就職促
進のため失業給付を行うもの
■■問問弘前公共職業安定所（南富田
町、☎ 38-8609、音声案内
21♯）

　市内企業の人事担当者が仕事
内容などを紹介します。求職中
であれば誰でも参加でき、面接
も可能です。
▼とき　11 月５日（木）・27
日（金）の午後１時 30分～４
時 30分（受け付けは午後１時
～）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼定員　20 人程度（ハローワ
ークに未登録の人も参加可）
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼参加料　無料
▼その他　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。参加企業は青森労働局また
は市ホームページでご確認くだ
さい。UJI ターン求職者を対象
としたスカイプ（インターネッ
トによるテレビ電話）での面談
ができます（事前の申し込みが
必要）。
■■問問 I･M･S（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎
55-5608）

　市内の事業所に就職を希望す
る人を対象に、企業説明会およ
び面接会を開催します。企業の
採用担当者と直接面接ができる
ほか、仕事内容などの相談もで
きます。
▼とき　11月 18日（水）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時 30 分～３時／入退場自
由）

求人説明会・ミニ面接会

ひろさき就職説明会＆面接会
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