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　市内企業の
人事担当者が、
仕事内容など
を生の声で紹
介します。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　８月８日㈪・19日㈮
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　各日20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼申し込み方法　当日までに申
込書をファクスかハローワーク
窓口に提出を。
※電話での申し込みも可。
▼その他　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確認
を／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（開催日の７日前
までの申し込みが必要）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内〈ヒロロ３階〉、駅前町、
☎55-5608）

　地震や武力攻撃など
の発生に備え、情報伝
達試験を全国一斉で行
います。当市では、市
内各所に設置している
防災行政無線から試験
放送が流れます。
　今年度は計４回の試
験を予定しており、今

求人説明会・ミニ面接会

防災行政無線の試験放送を
行います

回は２回目です。
▼とき　８月10日㈬
　　　　午前11時ごろ
※気象状況などによって中止す
ることがあります。
　防災行政無線の内容を確認す
る場合は、テレフォンサービス
（☎ 40-7110）をご活用くだ
さい（サービス料は無料ですが、
通話料が発生します）。なお、
防災行政無線アプリでは配信さ
れません。
■■問問防災課（☎40-7100）

　８月 13日㈯のお盆の日は、
久渡寺線の路線バス（一部時間
帯を除く）が墓地公園を経由し
て運行します。
　また、同日は混雑が予想され
ることから、園内の一部を一方
通行とする交通規制を行いま
す。車で来園する際はご注意く
ださい。
　詳しい内容は園内に設置する
案内看板および市ホームページ
で確認してください。
▼臨時停留所　墓地公園、墓地
公園入口（２カ所）
▼運賃　バスターミナルから臨
時停留所まで片道400円
■■問問 環境課弘前霊園担当（☎
40-7035）／墓地公園管理事
務所（☎88-3553）

　市および市内 JAの無料職業
紹介所では、農作業に従事した
い人を募集するため、出張説明
会を開催します。
　数カ月から年単位の仕事を探
している人や、副業・兼業を検
討している人は、ぜひお越しく
ださい。

墓地公園へのバス運行と園内
交通規制のお知らせ

無料職業紹介所による
出張説明会

▼とき　８月 20日㈯、午前
10時～午後２時30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
２階中会議室
▼内容　会場内の各ブース担当
者が、無料職業紹介所に登録さ
れている求人内容を説明・紹介
します。
※履歴書の提出や事前の申し込
みは不要。
▼対象　農業に興味がある人や
仕事を探している人（農作業経
験は問いません）
▼採用方法　後日、三者（求職
者・求人者・無料職業紹介所）
の面談で選考

■■問問農政課地域経営係（☎ 40-
7102）

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、
夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　８月 22 日
㈪～ 26 日㈮の午後５時～７
時30分
▼休日納税相談　８月 28 日
㈰、午前９時～午後４時
　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、相談においでください。休
日納税相談日は電話相談や、市
税などの納付もできます。なお、
特別な理由がなく、納付および
連絡がない場合は、滞納処分を
執行することもあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎ 
40-7032、40-7033）

雇用契約

紹介・あっせん紹介・あっせん

求職
申し込み

無料職業紹介所

求人者
（農家）

求職者
（働き手）

求人
申し込み

８月の夜間・休日納税相談
　弘前大学
で日本語を
学ぶ、中国・
タイ・ベト
ナムの外国
人留学生が母国の魅力を日本語
で紹介します。
　留学生と話してみたい人、外
国や留学に興味がある人は参加
してみませんか。
▼とき　９月 10 日㈯、午後

外国人留学生から直接聞け
る世界のおはなし

１時30分～４時
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）スタジオB
▼対象　市内に在住または通
勤・通学している人＝20人（先
着順）
▼参加料　無料
■■問問９月７日㈬までに、電話かフ
ァクスまたはEメール（住所〈町
名まで〉・氏名〈ふりがな〉・電
話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33-6561、 ■■ＦＦ 33-4490、
■■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

　ひろさき移住サポートセンタ
ー東京事務所では、首都圏など
から弘前市へ移住を希望する人
や検討している人に、働き手を
探している地元企業等の仕事を
あっせんする無料職業紹介事業
を実施しています。
　市への移住検討者の雇い入れ
に興味がある事業者は、ぜひ求
人票を提出してください。
▼対象事業者　弘前市、黒石市、
平川市、藤崎町、板柳町、大鰐
町、田舎館村、西目屋村に事業
所を有する企業等
※首都圏からの移住検討者向け
の求人案内が対象です。
　求人の提出方法等
の詳細は、弘前ぐら
しホームページ（QR

無料職業紹介事業
～求人情報を募集～

コード）で確認を。
■■問問ひろさき移住サポートセンタ
ー東京事務所（☎ 03-6256-
0801）

【2023 年 度、2024 年 度 採
用の登録募集中】
　若者が県内に住み、登録企業
で６年間働き続けたとき、県と
企業とで奨学金返還を支援する
制度です。若者・企業とも事前
登録が必要です。
▼対象　大学や短大などの卒業
者（卒業見込み者を含む）で次
の①～③をすべて満たす人
①採用時に35歳未満の人
②県内で正規雇用されていない
人
③「日本学生支援機構」、「青森
県育英奨学会」の奨学金を利用
している人
▼対象企業等　県内企業または
勤務地を県内に限定した採用を
行う県外企業（法人、団体、個
人事業主）
▼支援額　大学等＝150万円、
100万円、60万円のいずれか
／短大等＝75万円、50万円、
30万円のいずれか
※企業と県が２分の１ずつ負担
します（返済総額・返済残額の
２分の１が上限）。
■■問問県地域活力振興課（☎ 017-
734-9174）

あおもり若者定着奨学金
返還支援制度

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

協働によるまちづくり物品貸し出し制度

市民団体等が行うまちづくり活動の支援として、市
が所有する物品（スクリーンやプロジェクターなど）
を貸し出します。
▼対象　市民または市内に通勤・通学する人が主な構
成員の団体（町会、NPO法人等）が行う公共的な活動
▼使用料　無料（燃料などの使用に関する費用は申請
者負担）
　申請方法などの詳細は市ホームページへ。
■■問問市民協働課（☎40-7108）

　さまざまな空き家に関する相
談（相続、登記、成年後見、境
界、売買、有効活用）に、専門
家（弁護士、司法書士、土地家
屋調査士、空き家相談員）が無
料でお答えします。
▼とき　8月 26日㈮
　　　　午後6時～ 8時
▼ところ　市役所（上白銀町）
▼申し込み方法　8月 15日㈪
までに電話かファクスまたはE
メール（氏名・連絡先・質問内
容を記入）で申し込みを。
　なお、11 月と 12 月にも開
催を予定しています。
■■問問建築指導課空き家対策係（☎
40-0522、■■ＦＦ 38-5866、■■ＥＥ
kenchikushidou@city.
hirosaki.lg.jp）

空き家の無料個別相談会


