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　青森県労働委員会では、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を解
決するため、無料の相談会を開
催します。
▼とき　①６月８日（火）、午
後１時 30分～３時 30分／②
20日（日）、午前 10時 30分
～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町2丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け（事前予約優先）。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、■■ＦＦ 017-73
4-8311、労働相談ダイヤル
0120-610-782）

　市内企業の人
事担当者が、仕
事内容などを生
の声でお伝えし
ます。求職中で
あれば、誰でも無料で参加でき、
面接も可能です。
▼とき　６月９日（水）・25
日（金）の午後１時 30分～４
時 30分（受け付けは午後１時
から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼その他　参加する人は当日ま
でに申し込みを。ハローワーク
に未登録の人も参加可。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

労働相談会

求人説明会・ミニ面接会

電話）での面談ができます（開
催日の７日前までの申し込みが
必要）。気軽にお問い合わせく
ださい。
■■問問 I·M·S（ヒロロ３階、弘前就
労支援センター内、☎ 55-
5608）

　県では、６
月上旬に自動
車税（種別割）
の納税通知書
を送付しています。今年度の自
動車税（種別割）の納期限は６
月 30日（水）です。近くのコ
ンビニエンスストア、金融機関
または県税部などで、早めに納
めてください。
▼納める人
　県内に主たる定置場がある自
動車の４月１日現在における自
動車登録上の所有者
※割賦販売などで自動車販売店
が所有権を留保している場合
は、自動車の使用者。
▼主な納付場所
　全国の主なコンビニエンスス
トア・ＭＭＫ設置店、県内の銀
行・信用金庫・信用組合・農協
などの本支店、東北地方の郵便
局
※納期限を経過したときは、コ
ンビニエンスストアでの取り扱
いができない場合がありますの
でご注意ください。／口座振替
の申し込みをした人は、納期限
の日が振替日となります。／イ
ンターネット上の専用サイト
「Yahoo! 公金支払い」から、
納税通知書に記載されている ｢
納付番号｣ と ｢確認番号｣ やク
レジットカードの番号などを入
力して手続きすることで、クレ
ジットカードで自動車税（種別
割）を納付できます（手数料と

自動車税（種別割）の納付は
お早めに

　土砂災害から身を守るため
に、日頃の備えと早めの避難が
必要です。土砂災害は台風など
の大雨の時期に特に多く発生し
ます。身の危険や周囲に異変を
感じたら、ただちに避難すると
ともに、市役所などへ連絡しま
しょう。土砂災害警戒情報や土
砂災害警戒区域等マップなど、
土砂災害に関する情報は、青森
県庁ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/
kotsu/build/dosha_keikai_
itiran.html）で確認できます。
■■問問青森県県土整備部河川砂防課 
砂防グループ（☎ 017-734-
9670）

【弘前城植物園「花苗植栽」】
　植物園の花時計・花壇などの
花苗植栽をしてみませんか？
▼とき　6 月 16 日（水）、午
前9時 30分～ 11時 30分

【藤田記念庭園「ハナショウブ
管理」】
　庭園内のハナショウブの花が
ら取りなどを体験してみません
か。
▼ と き　6 月
26 日（ 土 ）、
午前9時 30分
～ 11時 30分
～共通事項～
▼持ち物　飲み
物、手袋、タオ
ル、動きやすく汚れてもいい服
装など
※悪天候時は中止。／事前の申
し込みが必要。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町８の
１、☎37-5525）

6 月 1 日～ 30 日は土砂災
害防止月間です

ボランティア活動「みどり
フレンズ」大募集！

して330円の自己負担あり）。
■■問問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎32-4341）

　国の財政を支える税務職員に
なりませんか。
▼受験資格
①令和３年４月１日の時点で高
校卒業後３年を経過していない
人および令和４年３月までに高
校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる資格に準
ずると認める人
▼第１次試験　９月５日（日） 
▼申し込み方法　６月 21 日
（月）～ 30 日（水）に、国家
公務員試験採用情報 NAVI
（https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html）から申し
込みを。
■■問問仙台国税局人事第二課試験研
修係（☎022-263-1111、内
線 3236）／人事院東北事務局
（☎022-221-2022）

▼とき　6月 10日（木）
　　　　午後3時～ 6時
▼内容　労働問題の相談
※事前の予約は不要。
▼相談電話番号　
☎ 0 1 7 - 7 6 3 -
4670
■■問問青森県弁護士会
事 務 局（ ☎ 017-
777-7285）

国家公務員（税務職員）採用
試験

青森県弁護士会による「労働
相談ホットライン」無料電話
相談

▼とき　６月 29 日（火）、午
後４時30分～６時 30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
１階大会議室
▼内容　専門家からのワンポイ
ントアドバイス、起業体験談、
創業・起業支援制度説明
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　電話または県
ホームページ（https://www.
pref.aomori.lg.jp/sangyo/
shoko/support_for_entrepr
eneurs.html）に掲載してい
る申込用紙に必要事項を記入の
上、ファクスか Eメールで申
し込みを。
■■問問青森県商工労働部地域産業課
創業支援グループ（☎ 017-
734-9374、■■ＦＦ 017-734-81
07、■■ＥＥ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp）

　第 29回青森県民駅伝競走大
会が９月５日（日）に青森市で
開催されます。これに伴い、市
実行委員会では大会での上位入
賞を目指し、市代表選手選考会
を行います。
▼受 付 時 間　①６月 20 日
（日）、午後１時／②７月３日
（土）、午後３時／③７月 18日
（日）、午前９時
▼ところ　運動公園（豊田１丁
目）陸上競技場
▼対象　①中学生男女、一般女
子、②小学生男女、③一般男女
▼内容　①中学生男女 3km、
一般女子 3km、②小学生男女
1.5km、③一般男子 5km、一
般女子３km

創業・起業座談会および支援
制度説明会

県民駅伝選手選考会

※詳細はホームページで確認を。
■■問問市陸上競技協会（藤田さん、
☎090-7523-0097、■■ＨＨ htt
p://www.hirosakiriku.saku
ra.ne.jp/）

　全国健康保険協会（協会けん
ぽ）青森支部では、主に県内の
中小企業の従業員とその家族が
加入する健康保険事業を運営し
ています。令和 3年度の健康
保険料率は3月分（4月納付分）
保険料より、9.88％から 9.96
％に変更になりました。また、
介護保険料率も全国一律に 3
月分（4月納付分）保険料より、
1.79％から 1.80％に変更にな
りました。
■■問問全国健康保険協会青森支部
（☎017-721-2799、■■ＨＨ https:
//www.kyoukaikenpo.or.jp/
shibu/aomori/）

【チーム力の強化と中堅・ベテ
ラン従業員の役割】
▼とき　7月 8日（木）、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　企業から指示を
受けたおおむね 45歳以
上の従業員の人＝15人
▼受講料　3,300円
▼申し込み方法　6 月 24 日
（木）までに、ファクスで申込
書の提出を。
※申込書はホームページからダ
ウンロード可。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■■ＦＦ 017-777-
1187、■■ＨＨ https://www3.jee
d.go.jp/aomori/poly/）

令和 3 年度協会けんぽ青森
支部の保険料の改定

生産性向上支援訓練
受講生募集


