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　1992 年３月、弘前市立第二中学校から鳴戸部屋に入門し、1997 年 11
月場所では新十両ながら初優勝。1998 年５月場所では新入幕ながら 10勝

を挙げ敢闘賞を受賞。11月場所では横綱・若乃花から初金星を挙げる。2000年５月場所では、
けがのため十両に陥落するが、再入幕後は 2000年 11月場所に小結に昇進、翌 2001年に
は関脇に昇進した。その後は、度重なるけがのため９度の手術を経験するが、不屈の闘志で
乗り越え、現在もベテラン力士として活躍中である。最高位は関脇（現在は西十両８枚目）。
【生涯戦歴】856 勝 706 敗 124 休（通算勝利数歴代８位）／【幕内戦歴】608 勝 558 敗
124休／【幕内在位】86場所／【三役在位】26場所（関脇 17場所、小結９場所）／【各
段優勝】／十両優勝：４回、幕下優勝：１回、序ノ口優勝：１回 ／【三賞・金星】三賞：10
回、殊勲賞：４回、敢闘賞：４回、技能賞：２回、金星：２個（若乃花１個、朝青龍１個）（平成26年３月時点）
【市民の皆さんへ一言】
　弘前で生まれ育ち、15歳で大相撲の世界に入って 22年が経ちました。苦しいとき私を支えてくれたのは、弘前市民の
応援です。地元弘前の皆さんの応援があるから頑張ってこれました。残りの相撲人生、完全燃焼するまで頑張ります。
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◎このコーナーでは、当市にゆかりが深く、各界で活躍している人や団体を紹介します。

1976 年７月、弘前市生まれ
大相撲力士、田子ノ浦部屋所属
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市民参加型まちづくり１％システム　実施事業紹介
　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用し、実施された事業を紹介しています。
今号は下記の１事業です。

▽実施団体　SEEDS NETWORK（シーズネットワーク）
▽事業内容　親子関係・パートナーシップ・社会的な役割や、より多くの人が連携・
協働する社会について考えるきっかけを作るため、「うまれること」や「いきること」
をテーマとしたドキュメンタリー映画『うまれる』の上映会を開催しました。上映会
では館内に遊ぶスペースを設けるなど、小さな子ども連れで映画を鑑賞できる時間を
設定することで、幅広い世代の人に命や家族などについて考えてもらうきっかけを創
出しました。
▽事業費／補助金額　27万 7,100 円／ 10万 1,000 円

５ 映画上映会『うまれる』

　市では、個人市民税の１％相当額を財源に、市民自らが
地域を考え企画・実践する活動に必要な経費を助成する、
「市民参加型まちづくり１％システム」を実施しています。
この制度は、地域の実情に身近な市民の皆さんが実践する、
地域の課題解決や活性化につながる活動を支援することに
より、「市民力」による魅力あるまちづくりを推進するも
のです。
　４月から２次募集を行いますので、皆さんのアイデアや
経験を生かした事業の提案をお待ちしています。
▽募集期間（２次募集）　４月14日～５月 13日
▽事業実施期間　７月１日～平成27年３月 31日
※２次募集以降の事業実施期間について、昨年度よりも活
動開始時期を１カ月早くしました。これに伴い、募集期間
も早まりますので、申請を予定している人はご注意くださ
い。
▽申請方法　所定の書類を市民協働政策課へ直接持参して
ください。募集条件などの詳細や申請書類は、同課で配布

するほか、市ホームページ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/gyosei/seido/ichipercent/index.html）
に掲載しています。
※予算については今後行われる市議会で審議され、予算の
可決をもって事業の実施となります。
▽平成 26 年度の事業募集予定　
◎３次募集期間　７月 14日～８月 13日（事業実施期間
…10月１日～平成27年３月 31日）
●疑問な点などは気軽に問い合わせを
　「１％システムとはどんな制度？」「事業を申請したいけ
ど対象になるの？」など、簡単な制度の概要から具体的な
書類の書き方まで、１％システムに関する質問や相談につ
いては、随時受け付けしていますので、気軽にお問い合わ
せください。
■問い合わせ・提出先  市民協働政策課（市役所２階、窓
口 254、 ☎ 40・7108、E メ ー ル shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）

みんなの力であずましいまちづくり
市民参加型まちづくり１％システム ２次募集を開始します！

 
住所の異動と投票の可否

 

 
■市外から転入した人
平成 25 年 12 月 27 日
までに転入届を出した人

平成 26年１月６日以降
に転入届を出した人

投票できます

投票できません

  

 
■市内で転居した人
平成 26 年３月 28 日ま
でに転居届を出した人

平成 26 年 3 月 29 日以
降に転居届を出した人

現在の住所地の投票所
で投票できます

転居前の住所地の投票
所で投票できます

※転出予定の人で、転出予定日が４月7日以降の人は期日
前投票ができる場合があります。詳しくは問い合わせを。

 
■市外へ転出した人
投票日（４月 13日）ま
でに転出した人 投票できません

●選挙資格
▽年齢要件　平成６年４月 14日ま
でに生まれた人
▽住所要件　平成 26年１月５日以
前から引き続き弘前市に住んでいる
人（右上図参照）
●投票所入場券が新しくなりました
　これまでは圧着式のはがき１枚に
つき４人分まで投票所入場券を印刷
していましたが、今回の選挙からは
圧着式のはがき１枚につき３人分ま
で印刷したものに変わります。
　また、これまでの期日前投票では、
期日前投票所で宣誓書を記入・提出
してもらっていましたが、今回の選
挙からは各人の投票所入場券の裏面
に「期日前投票宣誓書兼請求書」を
印刷していますので、事前に必要事
項を記入し、期日前投票所に持参す
ることで投票受付がスムーズに行え
るようになりました。
　なお、投票日当日（４月 13 日）
に指定の投票所で投票する人は「期
日前投票宣誓書兼請求書」への記入
は必要ありません。
　投票所入場券は３月 28日現在の
住所で作成し、郵送します。もし、
入場券が届かなかったり紛失したり
した場合でも投票できますので、投
票所の係員に申し出てください。
●期日前投票
　仕事や用事などで投票日に投票で
きない人は、下表のとおり期日前投

票ができます。
　期日前投票を行うために
は、これまで同様、投票受
付の際、法令により投票日
当日に投票所へ行くことが
できない旨の宣誓書を記入・
提出してもらいますので、あらかじ
めご了承ください。宣誓書は投票所
入場券裏面のものに記入するか、各
期日前投票所にも用意していますの
で、投票所でこれまで同様に記入す
ることもできます。
●滞在地での投票
　仕事や用事などで投票日に市外に
滞在している人で、期日前投票も
できない人は、不在者投票ができ
ます。不在者投票を希望する人は、
「不在者投票請求書兼宣誓書」に必
要事項を記入の上、請求手続きをし
てください。「不在者投票請求書兼
宣誓書」は選挙管理委員会事務局お
よび岩木・相馬総合支所の同事務局
分室に用意しているものを使うか、
市のホームページからダウンロード
することもできますのでご利用くだ
さい。郵送や代理人による手続きも
可能です（ファクスやＥメールは不
可）。
　手続きをした人には、滞在地へ投
票用紙などを郵送しますので、滞在
地の選挙管理委員会で投票してくだ
さい。なお、郵送期間の関係上、早
めに手続きや投票をしてください。

●在宅投票
　重度の身体障がい者などで、「郵
便等投票証明書」を持っている人は、
自宅で郵便などによる不在者投票が
できます。該当する人は、①介護保
険の被保険者証の要介護状態区分が
要介護５の人　②身体障害者手帳か
戦傷病者手帳を持っている人で両下
肢・体幹・移動機能の障がい程度が
１級か２級の人　③心臓・腎臓・呼
吸器などの内臓機能の障がい程度が
１級か３級の人　④免疫・肝臓の障
がい程度が１級から３級までの人な
どです。「郵便等投票証明書」の交
付を受けていない人で、新たに交付
を希望する人は、身体障害者手帳ま
たは戦傷病者手帳、介護保険証を持
参し、選挙管理委員会事務局で手続
きを（代理人による手続きも可）。
請求期限は４月９日（水）です。
●選挙公報
　候補者の経歴・政見を掲載した選
挙公報を各世帯へ配布します。また、
市役所、岩木・相馬庁舎、各出張所
などの公共施設にも備えますのでご
利用ください。
●投票所の変更
　投票所入場券の投票所名をよく確
かめてから、投票にお出掛けくださ
い。また、次の投票所は変更になり
ますので、該当する区域の人はご注
意ください。
○「弘前南高等学校」から「金属町
体育センター」に変更
○「東目屋小学校」から「東目屋児
童館」に変更
■問い合わせ先　選挙管理委員会事
務局（市役所６階、☎35・1129）

■期日前投票
投票期間 ４月７日（月）～ 12 日（土）

投票場所
弘前市役所
（上白銀町）
２階ロビー

岩木庁舎
（賀田１丁目）

１階

相馬庁舎
（五所字野沢）
交流コーナー

総合学習センター
（末広４丁目）
１階中会議室

投票時間 午前８時半
～午後８時 午前８時半～午後６時

注意事項

①住んでいる地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票することができます。
②受付の際、投票所に当日行けない理由について「宣誓書」を提出してもらいま
す。「宣誓書」は各人の投票所入場券の裏面のものに記入するか、期日前投票所
の受付にも用意します。
③投票所によって投票時間が異なります。
④投票所入場券が届いている場合には、持参してください。

弘前市長選挙
　   投票日 ４月 13 日 日
　弘前市長選挙は、４月６日に告示され、４月 13日が投票日にな
ります。私たちの声を市政に反映させるための大切な選挙です。忘
れずに投票に出掛けましょう。投票時間は、午前７時から午後８時
までです（一部の投票所は午後６時まで）。
　今回の選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。


