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カード出張申請受付キャンペー
ンを実施します。
▼とき　３月26日（土）・27
日（日）、午前10時～午後４時
▼ところ　イオンタウン弘前樋
の口（樋の口２丁目）北西入口
付近
▼持ち物　本人確認書類と、①
通知カードか個人番号通知書の
いずれか、②申請書 ID付きの
個人番号カード交付申請書
※本人確認書類は①の場合は、
A＝１点か B＝２点、②の場
合は、Ａ＝２点かＡ＝１点とＢ
＝１点
※持っている人のみ、住民基本
台帳カードも持参を。
◎本人確認書類　Ａ…運転免許
証、パスポート、障がい者手帳
など顔写真付き公的証明書／Ｂ
…健康保険証、介護保険証、年
金手帳、医療費受給者証など
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

　国家公務員採用総合職試験
（院卒者試験・大卒程度試験）
および一般職試験（大卒程度試

国家公務員採用試験

※上限額…中小法人等＝ 250 万円、個人事業
者等＝50万円。
▼申請期限　５月31日（火）
▼申請方法　中小企業庁の事業復活支援金のホ
ームページから電子申請（インターネットを利
用した申請）を行ってください。
※電子申請を行うことが困難な人のために申請
サポート会場（青森商工会議所７階〈青森市新
町１丁目〉）も設置しています／詳細はインタ
ーネットで、「事業復活支援金」で検索して確
認を。
■■問問相談窓口（☎ 0120-789-140、午前８時
30 分～午後７時、年中無休、■■ＨＨ https：//
jigyou-fukkatsu.go.jp/）

　青森県後期高齢者医療広域連
合から、令和３年 10月 31 日
時点で 75歳以上の後期高齢者
医療制度の被保険者のうち、マ
イナンバーカー
ド未取得者を対
象に、QRコード
付き交付申請書
が送付されます。
　マイナンバーカードは、交付
申請書に印刷されているQR
コードをスマートフォンで読み
込むオンライン申請や、交付申
請書に顔写真を貼付し郵送する
ことで申請できます。
■■問問申請に関すること…マイナン
バー総合フリーダイヤル（☎
0120-95-0178）／その他に
関すること…マイナンバーカー
ド普及促進対策室（☎ 40-
0506）

　総務省では、マイナンバー

マイナンバーカードQRコー
ド付き交付申請書を送付

マイナンバーカード出張申
請受け付け会を開催

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事
業の継続と回復を支援します。
▼対象　新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた事業者で、次の条件を満たす中小法人、個
人事業者
◎令和３年 11月～令和４年３月のいずれかの
月（対象月）の売上高が、平成 30年 11月～
令和３年３月の間の任意の同じ月（基準月）の
売上高と比較して、50％以上または 30％以上
50％未満減少した事業者
▼給付額　基準月を含む基準期間（平成30年
11月～平成31年３月、令和元年11月～令和
２年３月、令和２年11月～令和３年３月のい
ずれか）の売上高－対象月の売上高×５カ月分

験・高卒者試験）を実施します。
申し込みはインターネットで行
ってください。
【総合職試験（院卒者試験・大
卒程度試験）】
▼申込受付期間　３月 18 日
（金）の午前９時～４月４日（月）
▼第一次試験日　４月 24 日
（日）
【一般職試験（大卒程度試験）】
▼申込受付期間　３月 18 日
（金）の午前９時～４月４日（月）
▼第一次試験日　６月 12 日
（日）
【一般職試験（高卒者試験）】
▼申込受付期間　６月 20 日
（月）の午前９時～29日（水）
▼第一次試験日　９月４日（日）
　申し込み方
法や受験資格
などの詳しい
内容は、人事
院ホームペー
ジで確認する
か、お問い合
わせください。
■■問問人事院東北事務局第二課試
験 係（ ☎ 022-221-2022、
■■ＨＨ https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html）

　税務署等において、調査・徴
収・検査や指導などを行う国税
専門官を募集しています。申し
込みはインターネットで行って
ください。
▼受験資格　平成４年４月２日
から平成 13年４月１日生まれ
の人／平成 13年４月２日以降
生まれの人で次に掲げる人
①大学を卒業した人および令和
５年３月までに大学を卒業する
見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等
の資格があると認める人
▼受験申込受付期間　３月 18
日（金）～４月４日（月）
▼第一次試験日　６月５日（日）
■■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） ／
国家公務員試験採用情報NAVI
（■■ＨＨ https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html）

　遺言の作成・
相続のトラブル
などに関する無
料法律相談会を
実施します。
▼とき　４月 11 日（月）～
15日（金）
▼ところ　最寄りの地域の各法
律事務所
※事前の電話予約が必要です。
「遺言相談希望」とお伝えくだ
さい。
▼予約受付期間　４月１日（金）
～８日（金）の平日、午前９時
～午後５時
※申し込み受け付け後、日程調

国家公務員「国税専門官採用
試験」（大学卒業程度）

令和４年度「遺言の日」
無料法律相談会

整の上、担当弁護士の法律事務
所で相談に応じます。
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

　Ｂ型肝炎訴訟に関
する相談に、弁護士
が無料で応じます。
▼とき　３月26日（土）
　　　　午前10時～午後６時
▼対象　Ｂ型肝炎患者またはそ
の家族や相続人
▼無料電話相談窓口　☎ 022-
224-5135 か ☎ 022-224-
5136
※相談は無料ですが、通話料が
かかります。
■■問問Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団
事務局（小野寺友宏法律事務所
内、☎0120-76-0152）

　地域資源を活用・創造する活
動や、医療福祉・環境関連に対
する活動に必要な費用を助成し
ます。
▼応募期間　４月１日（金）～
６月30日（木）
▼対象　原則として１年以上の
継続的・組織的な活動実績のあ
る個人、団体、NPO法人、企
業等
▼応募方法　ホームページから
申請書をダウンロードし、必要
事項を記入の上、事務局へ郵送
してください。
　応募要項など詳細はホームペ
ージで事前に確認を。
▼助成金限度額　100万円（必
要費用以内）
■■問問みちのく・ふるさと貢献基金
事務局（☎ 017-774-1179、
■■ＨＨ http://www.michinoku-
furusato.or.jp）

Ｂ型肝炎訴訟無料電話相談会

「みちのく・ふるさと貢献基
金」助成事業募集

  

休日在宅当番

◎４月から、歯科の受付時間が午
　前９時～正午に変更となります
　のでご注意ください。

◎ 予定が変更となる場合がありま
すので、受診する際は事前に弘
前市医師会・弘前歯科医師会ホ
ームページや休日在宅当番医に
電話でご確認ください。

◎ 上記のほか、市急患診療所（野
田 2 丁 目、 ☎ 34-1131） で、
内科・外科・小児科の診療を行
っています。

　休日…午前 10 時～午後 4 時
　夜間…午後 7 時～ 10 時 30 分
※夜間は内科と小児科のみ診療。

◎ 休日当番の割り当てがない日や
急患診療所の受付時間外は、医
療機関紹介電話（☎ 32-3999）
へお電話ください。

内　科
診療時間…午前９時～正午

４／３ 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

10 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

17 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

24 弘前温泉養生医
院（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
診療時間…午前 10 時～午後４時

４／３ 一 戸 眼 科医院
（富田２）

☎32-3076

17 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

歯 科
診療時間…午前９時～正午

４／３ 福原歯科医院
（上鞘師町）

☎37-3535

10 オリオン歯科クリ
ニック（元寺町）

☎33-0418

17 工藤歯科医院
（石川）

☎92-2330

24 あべ歯科医院
（青山３）

☎37-3737

29 副島歯科医院
（稔町）

☎38-7272

国の事 業 復活支援金

開
催
中
止
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