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１）人材バンク画面への接続 
  インターネットブラウザ（以下、ブラウザと略します）を起動し、次のURLを入力し 
  ます。 
  https://hoikubnk.pref.aomori.lg.jp/  

１．はじめに 

２）ブラウザの設定 
  ご利用いただくには、 SSLを有効に設定する、ブラウザのCookie（クッキー）、 
  JavaScript（ジャバスクリプト）必要があります。 
  お使いのブラウザの設定にてそれぞれ設定をお願いします。 
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https://hoiku.pref.hiroshima.jp/jinzaidb/


１）人材バンクでは、以下の事ができます。 
  ①求職登録 
   求職（票）情報の更新・削除 
  ②求人登録 
   求人（票）情報の更新・削除 
  ③求人検索 
   求人（票）情報の検索 ※管理者編をご覧ください。 
  ④研修・お知らせ 
   研修情報等の閲覧 
  ⑤お問い合わせ 
   人材バンクに関すること，求人・求職に関することの問い合わせ（メール送信） 

２．トップ（メニュー） 

２．各メニューを押下すると、各画面に遷移します。 
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３．求職登録 ①ログイン 

１）求職（票）情報の編集または新規登録をここで選択します。 
  登録した内容を再編集するにはログインする必要があります。 
  アクセスIDとパスワードは、登録確認メールに記載されます。   
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３．求職登録 ②入力 

１）求職（票）情報を入力します。 
  ①［次へ］ボタン 
   入力内容をチェックして、エラーが無ければ求職登録確認画面へ遷移します。 
  ②［キャンセル］ボタン 
   入力内容を破棄して、ログイン画面に戻ります。 
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３．求職登録 ②入力 

２）入力できる内容は以下の通りです。 
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項目名 必須 タイプ 桁数 備考 

氏名かな 姓 ○ 全角ひらがな 40   

氏名かな 名 ○ 全角ひらがな 40   

氏名 姓 ○ 全角半角混在 40   

氏名 名 ○ 全角半角混在 40   

性別 ○ 選択 -   

年齢 ○ 半角数字 3   

郵便番号 ○ 半角英数字 8 999-9999 

住所 都道府県 ○ 選択 - 都道府県 

住所 市区町村 ○ 全角半角混在 40   

住所 番地 ○ 全角半角混在 40   

電話番号 △ 半角英数字 15 999-9999-9999、電話番号どちらか必須 

携帯電話番号 △ 半角英数字 15 999-9999-9999、電話番号どちらか必須 

Email ○ 半角英数字 50   

資格免許   全角半角混在 40   

勤務年数   半角数字 2   

勤務月数   半角数字 2   

注意点   全角半角混在 100   

年収制限   選択 -   

年収制限金額   半角数字 3   

アピール   全角半角混在 100   

希望職種 ○ 選択 -   

希望雇用形態 ○ 選択 -   

希望勤務地 ○ 選択 - ５つまで選択可能 

希望月収   半角数字 3   

希望時給   半角数字 4   

希望勤務時間帯   選択 -   

希望勤務時間   選択 -   

希望勤務１日時間   選択 -   

希望勤務１週間日数   選択 -   

希望休日   選択 -   

希望勤務時期   選択 -   

希望勤務時期 その他年   半角数字 4   

希望勤務時期 その他月   半角数字 2   

その他希望   全角半角混在 100   

削除   選択 -   

削除理由   選択 -   

削除理由 その他 △ 全角半角混在 40 その他を選択した場合、必須 



３．求職登録 ②入力 

３）以下の内容は利用者の方から編集できません。 
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項目名 必須 タイプ 桁数 備考 

備考   全角半角混在 2000 管理者のみ編集可 

求職登録番号 ○ 半角英数字 - 自動生成 

アクセスID ○ 半角英数字 8 自動生成 

パスワード ○ 半角英数字 8 自動生成 

状態   選択 - 管理者のみ編集可 

紹介期限日   日付 - 自動生成 

登録日時   日付 - 自動生成 

更新日時   日付 - 自動生成 



３．求職登録 ③確認 

１）入力した内容を確認します。 
  ①［登録］ボタン 
   入力した内容を登録し、登録完了メールを連絡先メールアドレスへ送信します。 
  ②［戻る］ボタン 
   求職登録画面に戻ります。 
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３．求職登録 ④完了 

１）正常に登録したことを表示します。 
  ①［ログイン］アンカー 
   ログイン画面へ遷移します。 
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３．求職登録 ④完了 

２）登録確認メールの確認します。 
  メールソフト等で登録時に入力された「連絡先メールアドレス」に送信されている 
  登録確認メール内に記載されてるアクセスIDとパスワードを確認します。 
  加えてメールに添付されている「求職者のみなさまへ.PDF」をご覧ください。 
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４．求人登録 ①ログイン 

１）求人（票）情報の編集または新規登録をここで選択します。 
  登録した内容を再編集するにはログインする必要があります。 
  アクセスIDとパスワードは、登録確認メールに記載されます。   
 

11 



４．求人登録 ②入力 

１）求人（票）情報を入力します。 
  ①［次へ］ボタン 
   入力内容をチェックして、エラーが無ければ求人登録確認画面へ遷移します。 
  ②［キャンセル］ボタン 
   入力内容を破棄して、ログイン画面に戻ります。 
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４．求人登録 ②入力 

２）入力できる情報は以下の通りです。 
  ※１つの求人票で募集を４つまで登録できます。 
   全ての募集を削除するまで有効です。 
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項目名 必須 タイプ 桁数 備考 

勤務先経営主体 ○ 全角半角混在 40   

勤務先名かな ○ 全角ひらがな 40   

勤務先名 ○ 全角半角混在 40   

特徴 アピール   全角半角混在 400   

特徴 写真１ タイトル   全角半角混在 10   

特徴 写真１ ファイル   選択 － 画像ファイル jpg, gif, bmp, png  

特徴 写真２ タイトル   全角半角混在 10   

特徴 写真２ ファイル   選択 － 画像ファイル jpg, gif, bmp, png  

特徴 写真３ タイトル   全角半角混在 10   

特徴 写真３ ファイル   選択 － 画像ファイル jpg, gif, bmp, png  

保育方針   全角半角混在 400   

勤務先郵便番号 ○ 半角英数字 8 999-9999 

勤務先住所 都道府県   固定 2 青森 

勤務先住所 市区町村   選択 3   

勤務先住所 番地 ○ 全角半角混在 40   

勤務先電話番号 ○ 半角英数字 15 999-9999-9999 

勤務先FAX   半角英数字 15 999-9999-9999 

勤務先Email ○ 半角英数字 50   

勤務先最寄駅   全角半角混在 20   

勤務先最寄駅徒歩   数字 2 分 

地図   - - マークを勤務先に合わせる 

従業員数 ○ 数字 6   

通勤 転勤   選択 －   

通勤 車通勤   選択 －   

賃金締切日 月   選択 －   

賃金締切日   数字 2   

賃金支払日 月   選択 －   

賃金支払日   数字 2   

資格等   全角半角混在 40   

選考 面接   選択 －   

選考 書類   選択 －   

選考 その他 △ 全角半角混在 10 その他を選択した場合、必須 

選考 時間   選択 －   

選考 不可曜日   選択 －   

選考 場所   全角半角混在 100   



４．求人登録 ②入力 
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項目名 必須 タイプ 桁数 備考 

選考 携行 履歴書   選択 －   

選考 携行 資格証明   選択 －   

選考 携行 その他 △ 全角半角混在 40 その他を選択した場合、必須 

担当者職名   全角半角混在 10   

担当者名   全角半角混在 40   

担当者電話番号   半角英数字 15 999-9999-9999 

募集内容 １～４ 

募集する   選択 － 募集する登録後、非表示 

募集職種 ○ 選択 －   

募集人数 ○ 数字 2   

雇用形態 ○ 選択 －   

正規へのステップアップ   選択 －   

雇用期間 ○ 選択 －   

雇用期間 月数 △ 数字 2 定めありを選択した場合、必須 

加入保険 雇用   選択 －   

加入保険 労災   選択 －   

加入保険 健康   選択 －   

加入保険 厚生   選択 －   

加入保険 その他 △ 全角半角混在 10 その他を選択した場合、必須 

退職金制度   選択 －   

退職金制度 勤務   数字 2   

採用時期   選択 -   

採用時期 その他年   半角数字 4   

採用時期 その他月   半角数字 2   

就業時間 ○ 選択 －   

就業時間 時間外 ○ 選択 －   

就業時間 時差勤務 ○ 選択 －   

就業時間 募集時間帯   選択 －   

就業時間 月平均勤務日数   数字 2   

休日   全角半角混在 40   

休日 週休二日制度 ○ 選択 －   

休日 週休二日その他 △ 全角半角混在 20   

休日 年間休日数   数字 3   

休日 その他   全角半角混在 40   

賃金 給与体系 ○ 選択 －   

賃金 基本給 △ 数字 6 月給の場合、必須 

賃金 手当名   全角半角混在 10   

賃金 手当金額 △ 数字 6   

賃金 その他手当   全角半角混在 40   

賃金 日時給 △ 数字 6 日給時給の場合、必須 

通勤手当   選択 －   

通勤手当上限金額   数字 5   



４．求人登録 ②入力 

３）以下の内容は利用者の方から編集できません。 
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項目名 必須 タイプ 桁数 備考 

募集内容 １～４ 

賞与   選択 －   

賞与割合   数字 4 整数2桁、少数2桁 

賞与金額   数字 3   

昇給   選択 －   

昇給金額   数字 6   

  

WEB公開   選択 －   

特記事項   全角半角混在 100   

削除   選択 －   

削除理由   選択 －   

削除理由 その他 △ 全角半角混在 40   

項目名 必須 タイプ 桁数 備考 

備考   全角半角混在 2000 管理者のみ編集可 

求人登録番号 ○ 半角英数字 - 自動生成 

アクセスID ○ 半角英数字 8 自動生成 

パスワード ○ 半角英数字 8 自動生成 

状態   選択 - 管理者のみ編集可 

紹介期限日   日付 - 自動生成 

登録日時   日付 - 自動生成 

更新日時   日付 - 自動生成 



４．求人登録 ③確認 

１）入力した内容を確認します。 
  ①［登録］ボタン 
   入力した内容を登録し、登録完了メールを連絡先メールアドレスへ送信します。 
  ②［戻る］ボタン 
   求人登録画面に戻ります。 
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４．求人登録 ④完了 

１）正常に登録したことを表示します。 
  ①［ログイン］アンカー 
   ログイン画面へ遷移します。 
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４．求人登録 ④完了 

２）登録確認メールの確認します。 
  メールソフト等で登録時に入力された「連絡先メールアドレス」に送信されている 
  登録確認メール内に記載されてるアクセスIDとパスワードを確認します。 
  加えてメールに添付されている「求人者のみなさまへ.PDF」をご覧ください。 
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５．研修・お知らせ 

１）研修情報またはお知らせ情報（最大２０件）を表示します。 
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６．お問い合わせ 

１）人材バンクに関すること，求人・求職に関することの問い合わせを人材バンク宛 
  （ hoiku@aosyakyo.or.jp ）にメール送信します。    

２）入力できる情報は以下の通りです。 

項目名 必須 タイプ 桁数 備考
お名前又は団体名 ○ 全角半角混在 40
居住地又は所在地 青森県 選択 －
居住地又は所在地 市区町村 選択 －
居住地又は所在地 青森県外 選択 －
連絡先メールアドレス ○ 全角半角混在 50
相談タイトル ○ 全角半角混在 40
相談内容 ○ 全角半角混在 400
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求職登録

		入力説明 ニュウリョク セツメイ

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		氏名かな　姓 シメイ セイ		○		全角ひらがな ゼンカク		40

		氏名かな　名 シメイ メイ		○		全角ひらがな ゼンカク		40

		氏名　姓 シメイ セイ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		氏名　名 シメイ メイ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		性別 セイベツ		○		選択 センタク		-

		年齢 ネンレイ		○		半角数字 ハンカク スウジ		3

		郵便番号 ユウビンバンゴウ		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		8		999-9999

		住所 都道府県 ジュウショ トドウフケン		○		選択 センタク		-		都道府県 トドウフケン

		住所 市区町村 ジュウショ シ ク チョウソン		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		住所 番地 ジュウショ バンチ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		電話番号 デンワ バンゴウ		△		半角英数字 ハンカク エイスウジ		15		999-9999-9999、電話番号どちらか必須 デンワ バンゴウ ヒッス

		携帯電話番号 ケイタイ デンワ バンゴウ		△		半角英数字 ハンカク エイスウジ		15		999-9999-9999、電話番号どちらか必須 デンワ バンゴウ ヒッス

		Email		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		50

		資格免許 シカク メンキョ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		勤務年数 キンム ネンスウ				半角数字 ハンカク スウジ		2

		勤務月数 キンム ツキスウ				半角数字 ハンカク スウジ		2

		注意点 チュウイテン				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		100

		年収制限 ネンシュウ セイゲン				選択 センタク		-

		年収制限金額 ネンシュウ セイゲン キンガク				半角数字 ハンカク スウジ		3

		アピール				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		100

		希望職種 キボウ ショクシュ				選択 センタク		-

		希望雇用形態 キボウ コヨウ ケイタイ				選択 センタク		-

		希望勤務地 キボウ キンムチ				選択 センタク		-		５つまで選択可能 センタク カノウ

		希望月収 キボウ ゲッシュウ				半角数字 ハンカク スウジ		3

		希望時給 キボウ ジキュウ				半角数字 ハンカク スウジ		4

		希望勤務時間帯 キボウ キンム ジカン タイ				選択 センタク		-

		希望勤務時間 キボウ キンム ジカン				選択 センタク		-

		希望勤務１日時間 キボウ キンム ニチ ジカン				選択 センタク		-

		希望勤務１週間日数 キボウ キンム シュウカン ニッスウ				選択 センタク		-

		希望休日　月 キボウ キュウジツ ゲツ				選択 センタク		-

		その他希望 タ キボウ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		100

		削除 サクジョ				選択 センタク		-

		削除理由 サクジョ リユウ				選択 センタク		-

		削除理由 その他 タ		△		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40		その他を選択した場合、必須 タ センタク バアイ ヒッス

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		備考 ビコウ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		400		管理者のみ編集可 カンリシャ ヘンシュウ カ

		求職登録番号 モトム ショク トウロク バンゴウ		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		-		自動生成 ジドウ セイセイ

		アクセスID		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		8		自動生成 ジドウ セイセイ

		パスワード		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		8		自動生成 ジドウ セイセイ

		状態 ジョウタイ				選択 センタク		-		管理者のみ編集可 カンリシャ ヘンシュウ カ

		紹介期限日 ショウカイ キゲン ヒ				日付 ヒヅケ		-		自動生成 ジドウ セイセイ

		登録日時 トウロク ニチジ				日付 ヒヅケ		-		自動生成 ジドウ セイセイ

		更新日時 コウシン ニチジ				日付 ヒヅケ		-		自動生成 ジドウ セイセイ





求人登録

		入力説明 ニュウリョク セツメイ

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		勤務先経営主体 キンムサキ ケイエイ シュタイ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		勤務先名 キンムサキ メイ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		勤務先名かな キンムサキ メイ		○		全角ひらがな ゼンカク		40

		勤務先郵便番号 キンムサキ ユウビンバンゴウ		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		8		999-9999

		勤務先住所　都道府県 ジュウショ トドウフケン				固定 コテイ		2		広島 ヒロシマ

		勤務先住所　市区町村 ジュウショ シク チョウソン				選択 センタク		3

		勤務先住所　番地 ジュウショ バンチ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		勤務先電話番号 デンワ バンゴウ		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		15		999-9999-9999

		勤務先FAX				半角英数字 ハンカク エイスウジ		15		999-9999-9999

		勤務先Email		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		50

		就業場所　最寄駅 シュウギョウ バショ モヨリ エキ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		20

		就業場所 徒歩 シュウギョウ バショ トホ				数字 スウジ		2

		就業場所 転勤 シュウギョウ バショ テンキン				選択 センタク		－

		就業場所 車通勤 シュウギョウバショ クルマ ツウキン				選択 センタク		－

		従業員数 ジュウギョウイン スウ		○		数字 スウジ		6

		加入保険 雇用 カニュウ ホケン コヨウ				選択 センタク		－

		加入保険 労災 ロウサイ				選択 センタク		－

		加入保険 健康 ケンコウ				選択 センタク		－

		加入保険 厚生 コウセイ				選択 センタク		－

		加入保険 その他 カニュウ ホケン タ		△		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		10		その他を選択した場合、必須 タ センタク バアイ ヒッス

		退職金制度 タイショク キン セイド				選択 センタク		－

		退職金制度 勤務 タイショク キン セイド キンム				数字 スウジ		2

		選考 面接 センコウ メンセツ				選択 センタク		－

		選考 書類 センコウ ショルイ				選択 センタク		－

		選考 その他 センコウ タ		△		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		10		その他を選択した場合、必須 タ センタク バアイ ヒッス

		選考 時間 センコウ ジカン				選択 センタク		－

		選考 不可曜日 センコウ フカ ヨウビ				選択 センタク		－

		選考 場所 センコウ バショ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		100

		選考 携行 履歴書 ケイコウ リレキショ				選択 センタク		－

		選考 携行 資格証明 ケイコウ シカク ショウメイ				選択 センタク		－

		選考 携行 その他 ケイコウ タ		△		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40		その他を選択した場合、必須 タ センタク バアイ ヒッス

		担当者職名 タントウシャ ショクメイ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		10

		担当者名 タントウシャ メイ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		担当者電話番号 タントウシャ デンワ バンゴウ				半角英数字 ハンカク エイスウジ		15		999-9999-9999

		就業時間 シュウギョウ ジカン		○		選択 センタク		－

		就業時間 時間外 シュウギョウ ジカン ジカン ガイ				選択 センタク		－

		就業時間 時差勤務 シュウギョウジカン ジサ キンム				選択 センタク		－

		就業時間 募集時間帯 ボシュウ ジカンタイ				選択 センタク		－

		就業時間 月平均勤務日数 ツキ ヘイキン キンム ニッスウ				数字 スウジ		2

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		休日 キュウジツ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		休日 週休二日制度 キュウジツ シュウキュウ フツカ セイ ド				選択 センタク		－

		休日 週休二日その他 キュウジツ シュウキュウ フツカ タ		△		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		20

		休日 年間休日数 キュウジツ ネンカン キュウジツ スウ				数字 スウジ		3

		休日 その他 キュウジツ タ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		募集職種 ボシュウ ショクシュ		○		選択 センタク		－

		募集人数 ボシュウ ニンズウ		○		数字 スウジ		2

		雇用期間 コヨウ キカン		○		選択 センタク		－

		雇用期間 月数 コヨウ キカン ツキスウ		△		数字 スウジ		2		定めありを選択した場合、必須 サダ センタク バアイ ヒッス

		雇用形態 コヨウ ケイタイ				選択 センタク		－

		資格等 シカク ナド				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		賃金 給与体系 チンギン キュウヨ タイケイ		○		選択 センタク		－

		賃金 基本給 チンギン キホンキュウ		△		数字 スウジ		6		月給の場合、必須 ゲッキュウ バアイ ヒッス

		賃金 手当名 テア メイ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		10

		賃金 手当金額 テアテ		△		数字 スウジ		6

		賃金 その他手当 タ テアテ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		賃金 日時給 チンギン ニチ ジキュウ		△		数字 スウジ		6		日給時給の場合、必須 ニッキュウ ジキュウ バアイ ヒッス

		通勤手当 ツウキン テアテ				選択 センタク		－

		通勤手当上限金額 ツウキン テアテ ジョウゲン キンガク				数字 スウジ		5

		賃金締切日 チンギン シメキリビ				数字 スウジ		2

		賃金支払日 チンギン シハライビ				数字 スウジ		2

		賞与 ショウヨ				選択 センタク		－

		賞与割合 ショウヨ ワリアイ				数字 スウジ		4		整数2ケタ少数2ケタ セイスウ ショウスウ

		賞与金額 ショウヨ キンガク				数字 スウジ		3

		WEB公開 コウカイ				選択 センタク		－

		特記事項 トッキ ジコウ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		100

		削除 サクジョ				選択 センタク		－

		削除理由 サクジョ リユウ				選択 センタク		－

		削除理由 その他 タ		△		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		備考 ビコウ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		400		管理者のみ編集可 カンリシャ ヘンシュウ カ

		求人登録番号 キュウジン トウロク バンゴウ		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		-		自動生成 ジドウ セイセイ

		アクセスID		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		8		自動生成 ジドウ セイセイ

		パスワード		○		半角英数字 ハンカク エイスウジ		8		自動生成 ジドウ セイセイ

		状態 ジョウタイ				選択 センタク		-		管理者のみ編集可 カンリシャ ヘンシュウ カ

		紹介期限日 ショウカイ キゲン ヒ				日付 ヒヅケ		-		自動生成 ジドウ セイセイ

		登録日時 トウロク ニチジ				日付 ヒヅケ		-		自動生成 ジドウ セイセイ

		更新日時 コウシン ニチジ				日付 ヒヅケ		-		自動生成 ジドウ セイセイ





お知らせ

		入力説明 ニュウリョク セツメイ

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		タイトル		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		100

		内容 ナイヨウ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		400

		詳細PDF 取込 ショウサイ トリコミ				選択 センタク		200

		詳細PDF ファイル名 ショウサイ メイ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		200

		リンク先 サキ				全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		200

		WEB公開 コウカイ				選択 センタク		－





お問い合わせ

		入力説明 ニュウリョク セツメイ

		項目名 コウモク メイ		必須 ヒッス		タイプ		桁数 ケタスウ		備考 ビコウ

		お名前又は団体名		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		居住地又は所在地 青森県 キョジュウチ マタ ショザイチ アオモリ ケン				選択 センタク		－

		居住地又は所在地 市区町村 キョジュウチ マタ ショザイチ シク チョウソン				選択 センタク		－

		居住地又は所在地 青森県外 キョジュウチ マタ ショザイチ アオモリ ケン ガイ				選択 センタク		－

		連絡先メールアドレス レンラクサキ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		50

		相談タイトル ソウダン		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		40

		相談内容 ソウダン ナイヨウ		○		全角半角混在 ゼンカク ハンカク コンザイ		400
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