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休日在宅当番

内　科
診療時間…午前９時～正午

６／５ 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

12 梅村医院（石渡１）☎32-3593
19 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

26 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
６／12 さとう耳鼻咽喉

科医院（田園４）
☎27-8733

26 EST クリニック
（福村字新館添）

☎29-5500

歯　科
診療時間…午前９時～正午

６／５ 大町歯科医院
（大町３）

☎31-7275

12 城西歯科クリニッ
ク（五十石町）

☎33-6680

19 さくらデンタルク
リニック
（城東北３）

☎26-1188

26 三和歯科クリニッ
ク（中野４）

☎87-7070

◎ 予定が変更となる場合があります
ので、受診の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。

　①休日…午前 10時～午後 4時
　②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。

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

※ ４月から、歯科の診療時間が午前
９時～正午に変更となっています。

①職場を活性化させる現場力養
成研修
▼とき　６月28日（火）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　在職者（若手・中堅層）
▼受講料　3,300円
▼申込期限　６月14日（火）
②ビジネス現場における交渉力
▼とき　７月６日（水）
▼ところ　総合学習センター
▼対象　在職者（若手・中堅層）
▼受講料　3,300円
▼申込期限　６月22日（水）
③ワープロソフトの実務活用
▼とき　７月１日（金）
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸
町）
▼対象　在職者
▼受講料　2,200円
▼申込期限　６月15日（水）
～共通事項～
▼時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▼定員　各15人
▼申し込み方法　ファクスで申

生産性向上支援訓練
受講生募集

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/）

　在職中の人
を対象とした
試験対策講習
です。
▼とき　７月６日（水）～８日
（金）の午前９時～午後４時（休
憩1時間）
▼ところ　弘前高等技術専門校
▼定員　15人
▼受講料　1,600円
▼募集期間　５月 17 日（火）
～６月15日（水）
▼申し込み方法　ファクスか郵
送、または電話で申し込みを（受
講申込書はホームページからダ
ウンロード可）。
　詳しくはホームページをご覧
ください。
■■問問弘前高等技術専門校（〒036-
8253、緑ケ丘１丁目９の１、☎

第二種電気工事士技能試験
事前講習（上期）受講生募集

32-6805、 ■■ＦＦ 35-5104、 ■■ＨＨ
https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_
zaishokusha.html）

　45 歳 以 上
の人を対象に、
就職活動に関
する不安など
をキャリアカ
ウンセラーがマンツーマンでサ
ポートします。お気軽にご相談
ください。
▼とき　平日の午前 9時～午
後4時
▼ところ　キャリアスクール
I･M･S（土手町）
▼相談料　無料
※事前の申し込みが必要／当職
業相談は雇用保険受給資格者の
求職活動として認められます。
■■問問電話か Eメール（氏名・年
齢・電話番号を記入）で、ネク
ストキャリアセンターあおも
り（ ☎ 017-723-6350、 ■■ＥＥ
chuukounen@ims-hirosaki.
com）へ申し込みを。

転職・再就職支援
カウンセリング

　労働保険の年度更新（令和３
年度確定保険料と令和４年度概
算保険料の申告・納付手続き）
を行う時期となりました。
▼申告・納付期間　６月１日
（水）～７月11日（月）
　申告手続きは窓口や郵送によ
るほか、インターネットからの
電子申請が便利です。また、納
付には口座振替の利用が便利で
安全です。
■■問問青森労働局総務部労働保険徴
収室（〒 030-8558、青森市
新町２丁目４の 25、☎ 017-
734-4145、 ■■ＨＨ https://
jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/home.html）

　公共職業安定
所では、令和５
年３月に高等学
校を卒業する生
徒を対象とした、企業の求人申
し込みの受け付けを６月１日か
ら開始します。
　新規高等学校卒業予定者の地
元就職促進と、優秀な人材確保
のため、各企業における早期の
求人申し込みをお願いします。
■■問問弘前公共職業安定所求人企画
部門（☎ 38-8609〈内線 31
＃〉）

　県では、毎年
６月に自動車税
種別割の納税通
知書を送付しています。

令和４年度労働保険
年度更新の手続きについて

新規高等学校卒業予定者を
対象とした求人の
早期申し込みを！

自動車税種別割の
グリーン化特例について

　自動車税種別割は、自動車環
境対策の観点から、排出ガス性
能と燃費性能の優れた環境負荷
の小さい自動車については、そ
の排出ガス性能と燃費性能に応
じて税率を軽減（軽課）し、初
回新規登録から一定の年数を経
過した環境負荷の大きい自動車
については税率を重く（重課）
する「自動車税種別割のグリー
ン化特例」を実施しています。
詳細は青森県庁ホームページ
（https://www.pref.aomori.
l g . j p / sosh ik i / soumu/
ze imu/027_ j i dousha_
green.html）で確認するか、
お問い合わせください。
■■問問中南地域県民局県税部納税
管理課（☎ 32-1131〈内線
233、333）

【一連の 確かな所作で 無災害
（令和４年度危険物安全週間推
進標語）】
　６月５日～ 11
日は危険物安全週
間です。近年、全
国的に石油などの
危険物を取り扱う
際の事故が増加傾
向にあります。事故の原因のほ
とんどは、誤った取り扱いや
うっかりミスなどの人的要因で
す。危険物を取り扱うときは、
安全を再確認するように心掛け
ましょう。
　消防本部では、危険物安全週
間期間中、危険物関係事業所の
消防訓練や立ち入り検査などを
実施しますので、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染拡
大状況によって、内容の縮小や
中止となる場合があります。
■■問問 消防本部予防課（☎ 32-
5104）

危険物安全週間

市道

県道弘前環状線
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　津賀野交差点（花咲温泉付近）において、県道
弘前環状線方面（北和徳工業団地方面）からの車
線運用を変更します。現地の案内標識や路面標示
に注意して走行してください。
▼変更時期　５月下旬（予定）
■■問問中南地域県民局地域整備部道路施設課（☎
32-0800）

津賀野交差点の
車線の運用が変わります

直進の際は
ご注意を！


