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　市農林部、JA つがる弘前、JA 相馬村および
JA 津軽みらいの無料職業紹介所では、リンゴ生
産作業に従事する人を募集しています。
▼作業期間　５月から 11 月の収穫終了まで
▼作業時間　原則、午前８時～午後５時
※休憩含む。時間外勤務なし。半日や短時間など
相談に応じます。
▼作業内容　リンゴ生産の作業（摘花、摘果、葉
取り・玉回し、収穫など）
※リンゴ以外の農作業についても相談に応じます。
▼対象　園地まで通勤可能で、はしごでの作業が
できる人
▼賃金　園主との話し合いで決定

▼採用方法　面談による選考
▼問い合わせ先など
  

  

  

  

  

  

  

  

  

※平日の午前８時 30 分から午後５時まで（祝祭
日・年末・年始などの閉庁日を除く）。

無料職業紹介所 住所 電話番号
弘前市農業無料職業
紹介所（市農林部内） 上白銀町１の１ ☎ 40-7102

JA つがる弘前農作業
従事者無料職業紹介所

五代字早稲田
509 の１ ☎ 82-1052

JA 相馬村農作業従事者
無料職業紹介所

五所字野沢
23 の１ ☎ 84-3215

JA 津軽みらい石川
グリーンセンター

石川字家岸
45 の３ ☎ 92-3311

雇用契約

紹介・
あっせん

求人申し込み求職申し込み 無料職業紹介所

求人者（農家）求職者（働き手）

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,203 人
 　男  　  76,989 人 　男  　  76,989 人
 　女 　   91,214 人 　女 　   91,214 人

令和３年３月１日現在（推計）令和３年３月１日現在（推計）
・世帯数  72,178 世帯　・世帯数  72,178 世帯　

（−186）（−186）
（−84）（−84）

（−102）（−102）
（−75）（−75）

沢）
▼入園料　無料
■■問問 瑞 楽 園（ ☎ 55-6806、 ■■ＥＥ
paysage@jomon.ne.jp）

　多子家族の子育てを応援する
ため、市の公共施設（文化・体
育・社会教育施設など）の使用
料などが無料になるパスポート
を発行しています。対象の人は
申請してください。対象施設な
ど詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▼対象　平成 15 年４月２日以
降に生まれた子どもが３人以上
いる親子
▼申請場所　こども家庭課
▼申請に必要なもの　親子全員
分の健康保険証など扶養関係を
証明する書類
※令和２年度のパスポートを持
っている世帯で今年度も要件に

ひろさき多子家族応援
パスポートを利用しませんか

　市内で水道水以外を利用し、
かつ下水道へ汚水を放流してい
る場合は、その使用状況（使用
人数・使用箇所）について申告
が必要です。また、使用状況に
変更があった場合も、その都度
申告が必要です。
　今年度から、過去に申告した
人を対象に使用状況の調査を実
施します。自宅に調査書類が届
いた人は、ご協力をお願いしま
す。
■■問問上下水道部お客さまセンター

（☎ 55-6868）

▼とき　４月 20 日（火）～
11 月 20 日（土）の午前９時
30 分～午後４時 30 分
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘

井戸の使用状況調査に
ご協力ください

国指定名勝「瑞楽園」開園

当てはまる場合は、４月上旬に
令和３年度のパスポートを郵送
しています。
■■問問こども家庭課家庭給付係（市
役所１階、☎ 40-7039）

　親子でできる簡単な体操や工
作などを通して、みんなで楽し
く遊んだり情報交換ができたり
する場です。
▼とき　5 月 11 日、6 月 8 日、
7 月 13 日、8 月 10 日、9 月
14 日、10 月 12 日、11 月 9 日、
12 月 14 日、令和４年 1 月 11
日、2 月 8 日、3 月 8 日（いず
れも火曜日）の午前 10 時～
11 時 30 分
▼ところ　総合学習センター

（末広 4 丁目）
▼対象　0 歳～入学前の幼児と
その保護者
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料（12 月と 1 月

キッズネットクラス

は 200 円程度の実費負担あり）
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

　結婚を希望する独身男女が会
員に登録し、お見合いをする支
援をしています。
▼とき　４月 25 日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室 A
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123〈日・月
曜日、祝日を除く、午前 10 時
～午後７時〉）

▼とき　５月 18 日（火）、午
前９時 30 分～午後４時 30 分
▼ところ　総合学習センター

（末広４丁目）
▼対象　在職者（中堅層）＝
15 人
▼受講料　3,300 円
▼申し込み方法　５月７日（金）
までに、ファクスで申込書の提
出を（申込書は下記ホームペー
ジからダウンロードできます）。
■■問問 ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■■ＦＦ 017-777-
1187、 ■■ＨＨ https://www3.
jeed.go.jp/aomori/poly/）

　巡視月誌の提出（月１回）、
岩木川に関する情報提供や河川
の異常を発見したときの通報、
河川関係行事への参加などの活
動をする河川愛護モニターを募
集します。
▼任期　７月１日から１年間

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

生産性向上支援訓練
～成果を上げる業務改善～

河川愛護モニター募集

（予定）
▼活動地区　岩木茜橋～清瀬橋
区間（岩木川左右岸）
▼募集人数　活動地区付近に居
住している満 20 歳以上の人＝
１人
▼報酬　月額 4,500 円程度（予
定）
▼申し込み方法　５月 14 日

（金・必着）までに、郵送（履
歴書と「川とのかかわり」につ
いて簡単に記述したもの〈任意
様式〉を同封）で申し込みを。
※詳しくは、青森河川国道事務
所ホームページ（http://www.
thr.mlit.go.jp/aomori/）で確
認するか、問い合わせを。
■■問問青森河川国道事務所河川占用
調整課（〒 030-0822、青森
市 中 央 ３ 丁 目 20 の 38、 ☎
017-734-4537）

【オンデマンド交通の運行が始
まります！】
　オンデマンド交通とは、利用
者の予約に応じて運行する乗合
型の公共交通サービスです。
JR 東日本では、市内の主要な
駅や観光施設、公共施設などの
乗降ポイントを結ぶ乗合バス・
タクシーの運行を行います。
▼期間　９月 30 日（木）まで
※まつり期間中など、著しい交
通渋滞が見込まれる期間は運
休。
▼運行時間　午前８時 30 分～
午後５時 30 分
▼対象施設　弘前駅、中央弘前
駅、りんご公園、弘前れんが倉
庫美術館、市役所など（47カ所）
▼予約・支払方法など
①右記 QR コードか
ら予約・決済…運賃
300 円／回
②電話（☎ 080-8607-0788）

TOHOKU MaaS（トウホ
クマース）関連情報

で予約…運賃 400 円／回
※車内で Suica での決済。現
金での決済はできません。

【青森・弘前デジタルフリーパ
スを販売します！】
　JR 東日本では、９月 29 日
までの期間、JR 線と路線バス
の一部をお得に乗り降りできる
デジタルフリーパスを販売しま
す。
▼主な内容　①ベーシック…フ
リーエリア内では、JR 線（奥
羽本線の青森駅～弘前駅間）の
普通列車（快速含む）の普通車
自 由 席 と、 市 内 を 運 行 す る
100 円バス（ためのぶ号を含
む全路線）が２日間の有効期限
内において乗り降り自由。／②
セミワイド…上記①の内容に加
えて、JR 線（奥羽本線の弘前
駅～大鰐温泉駅間）の普通列車

（快速含む）の普通車自由席、
弘南バスの「弘前～嶽温泉間」、

「弘前～西目屋村役場前間」お
よび青森市が運行する「ねぶた
ん号」が乗り降り自由。
▼設定区間と販売額　青森・弘
前デジタルフリーパスフリーエ
リ ア … ベ ー シ ッ ク（ 大 人 ＝
1,250 円、子ども＝ 620 円）
／セミワイド（大人＝ 1,830
円、子ども＝ 910 円）
■■問問 乗車券の販売など詳しくは、
TOHOKU MaaS
サ イ ト（ 右 記 QR
コードからアクセス
できます）へ。


