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　太田市との青少年交流事業の参加者を募集します。
【太田市からの受け入れ交流】
▽とき　７月31日～８月２日
▽ところ　弘前市内
▽内容　宿泊は伴いませんが、おおむね３日間一緒に
子どもたち同士の体験活動や交流などを楽しみます。
※６月下旬から数回実施予定の事前研修では、参加者
同士でおもてなしの内容について考えます。
【太田市への訪問交流】
▽とき　８月14日～ 16日
▽ところ　太田市とその周辺
▽内容　太田市ねぷたまつりへの参加や施設見学
▽対象　受け入れ交流および訪問交流に参加できる市

内の小学校４年生～高校生＝30人程度
▽参加料　5,000円
※納入方法は説明会時にお知らせします。
▽申し込み方法　はがき、ファクスまたはＥメール（住
所・氏名〈ふりがな〉・電話番号・性別・学校名・学年・
保護者名を記入）で、６月10日までに中央公民館へ。
▽その他　応募者多数の場合は、抽選で決定します。
また、参加決定通知および参加者説明会の案内は、６
月下旬を予定しています。
▽問 い 合 わ せ・ 申 込 先　中央公民館（〒 036・
8356、下白銀町 19 の４、弘前文化センター内、
☎ 33・6561、ファクス 33・4490、Ｅメール
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

友好都市「群馬県太田市」の子どもたちと友達になろう !!

友好都市交流 30 周年記念

弘前市民号で行く
　北海道斜里町への旅
　北海道斜里町と弘前市との友好都市交流が本年で
30 周年を迎えます。これを記念し、「弘前市民号」
で斜里町を訪ね、津軽藩士殉難慰霊祭やねぷた運行な
どに参加します。夏休みの家族旅行にいかがですか。
市民の皆さんの参加をお待ちしています。
▽日程　７月 24日～ 28日の４泊５日（貸し切りバ
スとフェリーによる移動）
▽行程　下表のとおり
▽対象　市民および市内に通勤・通学している人とそ
の家族
▽募集人員　80人
▽料金　大人＝２万 8,000 円／小人（小学生以下）
＝２万4,000円
▽申し込み方法　申込書に住所・氏名・年齢・性別・

電話番号を記入し、弘南観光開発本社営業所（駅前２
丁目、☎ 36・5111、ファクス 36・3312、Ｅメー
ル kanko@jomon.ne.jp）へ。
※申込書は弘南観光開発本社営業所、市民課総合案内、
岩木・相馬総合支所総務課、各出張所、市民課駅前分
室・城東分室、市民参画センターに備え付けているほ
か、市ホームページからもダウンロードできます。
▽受け付け開始　５月20日～（受け付け時間は平日
の午前９時半～午後６時。電話、ファクス、Ｅメール
でも受け付けます）
▽抽選について　６月10日の時点で募集人員を超え
た場合は、６月16日の午後１時から、弘前文化セン
ター（下白銀町）において抽選会を行います。
▽その他　ねぷた運行に参加する際は、浴衣の着用を
／中学生以下の個人・グループでの参加や重複しての
申し込みはできません／宿泊ホテルは２人１室の利用
となります
▽問い合わせ先　弘前市・斜里町友好都市交流30周
年記念事業実行委員会事務局（文化スポーツ振興課内、
☎ 40・7015）／旅行について…弘南観光開発本社
営業所
※この事業は市の助成を受けて実施するものです。

と　き 行　程
７月24日（水）弘前発午後６時半⇒八戸港（フェリー泊）

７月 25日（木）苫小牧港⇒札幌⇒斜里町着午後５時半⇒交流会参加⇒斜里町宿泊

７月 26日（金）津軽藩士殉難慰霊祭参加⇒知床観光⇒ねぷた運行参加⇒斜里町宿泊

７月 27日（土）摩周湖・阿寒湖観光⇒苫小牧港（フェリー泊）
７月 28日（日）八戸港⇒弘前着正午予定
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と散歩ができる
　　　　モデル公園犬犬

土淵川吉野町緑地（吉野町）

【意見箱の設置】
　公園の出入り口に意見箱を設置しますので、皆さん
の声をお寄せください。
　なお、個人情報については、本社会実験以外には使
用しません。
【マナー講習会】
　青森県動物愛護センターから講師を迎え、マナー向
上のための講習会を開催します。愛犬と一緒にぜひご
参加ください。
▽とき　①土淵川吉野町緑地…６月１日（土）、午前
９時～ 11時　②長四郎公園…６月２日（日）、午前
９時～ 11時　③三岳公園…６月２日（日）、午後２
時～４時
※雨天時は中止となる場合もあります。
▽参加料　無料
▽問い合わせ先　弘前市みどりの協会（☎ 33・
8733、 Ｅ メ ー ル official@hirosakipark.or.jp）
または市公園緑地課（☎ 33・8739、Ｅメール
kouen03@city.hirosaki.lg.jp）

市政情報
Town Information

平成 24 年度「犬と散歩ができるモデル公園」社会実験結果
社会実験期間 平成24年５月 21日～ 12月 11日
対象公園 長四郎公園 三岳公園 計

犬
散
歩

利
用
者
数

コース内 52人（ 73％） 158人（ 81％） 210人（ 79％）
コースアウト 19人（ 27％） 36人（ 19％） 55人（ 21％）

計 71人（100％） 194人（100％） 265人（100％）
※公園利用者数のカウントは午前５時～８時と午後４時～７時に実施（月１回）。

放置ふん確認件数 15件 12件 27件

意
見
箱
へ
の
投
書

投書総数 395件 162件 557件
有効数 270件（99％） 125件（100％） 395件（100％）

内
　
訳

賛　成 144件（53％） 65件（ 52％） 209件（ 53％）
反　対 79件（29％） 33件（ 26％） 112件（ 28％）

どちらでもない 47件（17％） 27件（ 22％） 74件（ 19％）
無効など 125件 37件 162件

主な賛成意見 犬と散歩ができる公園を増やしてほしい（50％）／犬も飼い主も交流できて楽しい（25％）
／コース順守やふん処理の徹底を条件に賛成（15％）／犬と遊べる公園を作ってほしい（８％）

主な反対意見
ふんの未処理など飼い主のマナーが悪い（50％）／公園に犬を入れないでほしい（18％）／
犬嫌いな人や小さな子どもがほえられると怖がってしまうので反対（12％）／犬アレルギーが
あるので反対（10％）／尿のにおいが臭いので反対（10％）

　市では平成９年４月から「自転車等の放置防止に関
する条例」に基づき、JR弘前駅中央口周辺の一帯を
自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定しています
が、依然として放置されている自転車などが見受けら
れます。
　「放置されている自転車など」とは、公共の場所（道
路や広場など）に置かれている自転車や原付バイクで、
利用者がその場を離れていて、すぐに移動できない状
態のものをいいます。
　道路や歩道などに放置された自転車やバイクは、歩
行者の妨げとなり、子どもや身体の不自由な人には大
変危険です。また、緊急時の障害となったり、街の美
観を損ねることにもなります。
▽禁止区域に放置すると
　市では禁止区域に自転車などが放置されている場
合、次のように取り扱います。
①警告札を取り付ける
②警告後も放置されている場合は撤去する
③撤去後は城西大橋下の保管所（南袋町）で一時保管
する
④所有者が判明した場合は、引き取りの通知をする
⑤引き取りのない自転車などは告示後２カ月で処分す

る
※放置自転車の販売はしていません。
▽撤去自転車などの引き取り
　撤去自転車などが一時保管されている保管所に、次
のものを持参してください。
①身分を証明するもの（免許証、学生証、保険証など）
②印鑑
③鍵
④撤去保管料（１台）…自転車＝ 2,000 円／原付バ
イク＝3,000円
【自転車の盗難にご注意を】
　JR弘前駅周辺、大型商店、学校などの駐輪場で自
転車の盗難が増えています。盗難防止のために次のこ
とを心掛けてください。
①鍵は必ず掛ける
※１つだけでなく、二重三重に掛けるようにする
②外されにくい鍵（ワイヤー錠やU字ロックなど）
を取り付ける
③購入時に必ず防犯登録をする（盗難にあった場合、
自転車を探す手掛かりとなります）
▽問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（市役所
５階、☎35・1102）

JR 弘前駅中央口周辺は自転車や原付バイクの放置禁止区域

　人と犬が共存できる公園づくりを目標に、昨年に引
き続き社会実験を実施します。
　昨年実施した２つの公園に加え、新たに１公園を増
やしました。愛犬家の皆さんには、より一層のマナー
の順守をお願いします。
▽期間　５月 20日から積雪により園路の通行が困難
となるまで
※時間の制限はありません。
▽公園名　①土淵川吉野町緑地（吉野町）　②長四郎
公園（城東北２丁目）　③三岳公園（北園１丁目）
▽注意事項　本社会実験は、「ドッグラン（飼い犬を
自由に運動させられる専用の広場）」の設置が目的で
はありません。
　次の３つの約束を守りましょう。
○犬が苦手な人もいるため、リードは必ず着用し、しっ
かりと持ちましょう
○ふんは拾って持ち帰りましょう
○みんなが憩う公園です。決められたコースを愛犬と
一緒に散歩しましょう

三岳公園（北園１丁目）

文京小学校

三岳公園三岳公園

第三中学校

ハローワーク
弘前
ハローワーク
弘前

柴田高校柴田女子高校

東北女子
大学弘大附属

中学校

弘大附属小学校三岳児童
センター

弘前実業
高校

弘
前
学
院
大
前
駅

聖
愛
中
高
前
駅

犬散歩
コース

道路散歩
 コース

犬散歩
出入口

意見箱

長四郎公園（城東北２丁目）

さくら野
弘前店

弘果

つがる弘前
農協本店
つがる弘前
農協本店

東小学校東小学校

東消防署東消防署

７

長四郎公園長四郎公園

東部学校
給食セン
ター

ＪＲ弘前駅ＪＲ弘前駅

犬散歩
コース

犬散歩
出入口

意見箱

弘前
郵便局

弘前パーク
ホテル

弘前大学
医学部
附属病院

まちなか
情報センター
まちなか
情報センター

弘前
中央病院
弘前
中央病院

中央弘前駅中央弘前駅

鳴海病院鳴海病院

土淵川
吉野町緑地
土淵川
吉野町緑地

中三

犬散歩
コース

道路散歩
 コース

犬散歩
出入口

意見箱
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ブル、多重債務問題などに関する相談に応じています。
相談は無料です。気軽にご利用ください。
▽とき　午前８時半～午後５時（毎週月曜日と12月
29日～１月３日は休館）
▽相談内容　消費生活、市民生活に関する相談
▽相談員　市職員
▽問い合わせ先　市民生活センター（☎34・3179）

くらしとお金の安心相談会
　消費者信用生活協同組合青森相談センターが行う出
張相談会です。相談は予約制ですので、希望する人は
事前に電話で申し込んでください。
▽とき　６月５日（水）、午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター
▽問い合わせ・予約先　消費者信用生活協同組合青森
相談センター（☎青森017・752・6755）

法務局なんでも相談所
　６月１日の「人権擁護委員の日」にちなみ開設しま
す。相談は無料です。
▽とき　６月８日（土）、午前10時～午後４時

消費者月間パネル展示
▽とき　５月22日～ 28日、午前９時～午後９時
※22日は午後１時から。
▽ところ　まちなか情報センター（土手町、右上図参
照）
▽内容　消費生活に関するパネル展やリーフレットの
提供・各種相談の紹介など
▽問い合わせ先　市民生活センター（土手町分庁舎内、

市民生活センターの相談窓口
　市民生活センター（土手町分庁舎内、右上図参照）
では、暮らしの中で起こる困り事、悩み事、契約トラ

Ｊ
Ｒ
弘
前
駅

イトー
ヨーカドー
イトー
ヨーカドー

代官町代官町

市立病院市立病院

百石町百石町

土手町土手町

まちなか
情報センター
まちなか
情報センター

市民生活センター市民生活センター

案内図

　消費者トラブルが多様化・深刻化している現在、消費者が被害・事故に遭わないよう、自ら進んで知識を
取得し、情報を収集することが不可欠です。
　また、一人一人の消費者が自立した消費者となり、さらには、消費者市民社会を構成する一員として主体
的に消費者市民社会の形成に参加し、その発展に寄与していくことが必要です。　
　５月は消費者月間です。これにちなみ、「被害に遭わないためにはどうしたらいいのか」「被害に遭ったと
きにはどうすればいいのか」といった情報を、パネル展示で分かりやすく紹介します。また、併催イベント
も開催しますので、ぜひご来場ください。

学ぶことから始めよう
～自立した消費者に向けて～

☎34・3179）

併催イベント
【くらしの消費者講座①】
　高齢者などが交通事故に遭わない、起こさないため
のポイントについて説明します。
▽とき　５月23日（木）、午後２時～４時
▽テーマ　「高齢者等の交通安全」
▽講師　市都市政策課職員、弘前警察署職員

市民生活センターの相談窓口のほかに、
各種相談窓口などが設置されます。困
り事、悩み事があるときは、一人で抱
え込まず、早めにご相談ください。

人権・行政問題は相談を
●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの
相談に応じています。

●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要
望を聞き、解決の手助けをしています。

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
毎週月～金曜日の午前 10時～午後５時に、常設
人権相談所を開設し相談に応じています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎
週水曜日に、市民生活センターでも相談に応じて
います。時間はいずれも午前10時～午後３時。

困り事・
悩み事
ありませんか

市民生活センターなどの
相談窓口

【くらしの消費者講座②】
　火災に対して身近に知っておきたいこと、住宅火災
から身を守るための対策などについて説明します。
▽とき　５月28日（火）、午後２時～４時
▽テーマ　「防火の豆知識・住宅防火対策」
▽講師　消防本部職員
～共通事項～
▽ところ　まちなか情報センター２階
▽対象　市民または市内に通勤・通学する人
▽定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽受講料　無料
▽問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 34・
3179）

▽ところ　青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）
▽相談内容　登記、遺言、戸籍、供託、近隣・家庭内・
学校・職場の問題、子どもに関する悩み事など
▽相談員　法務局職員、人権擁護委員、公証人、司法
書士、土地家屋調査士
▽問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局総務課（☎
26・1150）
※弘前駅城東口から城東環状 100 円バスを利用し、
「城東タウンプラザ前」バス停で降りると便利です。

法テラス無料法律相談
　市民生活センターを会場に、無料法律相談を実施し
ています。相談は電話による完全予約制で、資力要件
に該当する人が対象となります。詳しくは法テラス青
森へお問い合わせください。
▽とき　毎週火曜日、午後１時～４時
▽ところ　市民生活センター
▽相談内容　離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル、
多重債務など
▽相談員　登録弁護士、司法書士
▽問い合わせ・予約先　法テラス青森（☎ 050・
3383・5552）
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　如来瀬字種本 55

■鶴
つ る や

谷 郁
い く こ

子さん …☎ 33・8541
　田町４丁目 12 の３

■外
とのさき

崎 由
ゆ き こ

紀子さん …☎ 89・2271
　中野５丁目 24 の３　
■成

な り た
田 清

き よ み
美さん …☎ 34・1515

　悪戸字中野 24

■西
にしざわ

澤 テツさん …☎ 84・2205
　湯口字一ノ細川７の１

■比
ひ な い

内 道
みちはる

治さん …☎ 87・4330
　山崎５丁目７の３

■福
ふ く し

士 滋
しげる

さん …☎ 36・8952
　和田町２の 17  
■山

やまうち
内 賢

け ん じ
二さん …☎ 31・6077

　親方町 36 関ビル６号　

■飛
あ す か

鳥 範
の り こ

子さん …☎ 88・3675
　大原２丁目３の４

■板
いたがき

垣 肇
はじめ

さん …☎ 87・0382
　中野５丁目 21 の４

■須
す と う

藤 タキさん …☎ 83・2337
　百沢字寺沢 109 の１

■中
なかざわ

澤 省
しょういち

一さん …☎ 84・2052
　相馬字八反田３の１

■野
の ろ

呂 眞
しんせい

正さん …☎ 34・7230
　三岳町７の 13  
■三

み か み
上 トキさん …☎ 82・2669

　兼平字林元 59 の 10
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人権擁護委員・行政相談委員が退任しました
　地域住民の人権擁護と人権思想の普及高揚にご尽力さ
れた、人権擁護委員・吉田洋子さんが１月１日付けで、行
政に関する苦情や意見・要望などの身近な相談相手として
ご尽力された、行政相談委員・村谷邦男さんが、３月 31
日付けで退任しました。長い間、ありがとうございました。

５月は消費者月間です
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65 歳からは介護保険料の納入を介護福祉課から
のお知らせです

　介護保険は、40歳以上の加入者（被保険者）が保
険料を出し合い、介助が必要となったときに、介護
サービスを低額で利用できるようにした社会保障制度
です。被保険者のうち、40歳～ 64歳の人（第２号
被保険者）は、加入している健康保険料に介護保険負
担分が含まれていますが、65歳からは第１号被保険
者として、健康保険料とは別に介護保険料を納めるこ
とになります。
　市では、65歳になる月に、介護保険被保険者証を、
翌月には介護保険料納入通知書を郵送し、納付をお願
いしています。なお、誕生日が４月２日～７月１日の
人は、７月に発送される納付額決定通知書が届くまで
は納付の必要がありません。

　保険料は、半年から１年程度は納入通知書で納め、
その後は年金からの天引き（特別徴収）になります。
ただし、年金額が年額18万円未満の人は、納入通知
書で納めていくこと（普通徴収）になります。該当者
は、口座振替を利用することもできます。保険料段階
については下表をご覧ください。
　なお、保険料が未納の場合、未納期間に応じて介護
サービスを受ける際に、一時的に全額負担しなければ
ならなくなったり、負担割合が１割ではなく、３割に
なったりする場合がありますので、ご注意ください。
不明な点はお問い合わせください。
▽問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（市役所２
階、窓口251、☎ 40・7049）

　市では、「弘前市アクションプラン」を着実に推進
するため、市民参画の下でＰＤＣＡサイクルによる進
行管理を行っています。評価に当たっては、市による
自己評価のほか、第三者評価として「弘前市市民評価
会議」による評価も実施し、透明性を確保しています。
　現在、この会議の委員を募集しています。特に、
20歳代～ 30歳代などの若い世代の参加をお待ちし
ています。奮ってご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する平成７年４月１日以前に
生まれた市民（議員、公務員、本会議の公募委員経験
者、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期限　６月13日（必着）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は７月から平成
27年３月まで。会議は年５回程度、平日の日中に開
催予定
▽謝礼など　１回の開催につき、謝礼 8,000 円と交
通費（バス代など）を支給

▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、またはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号・メールアドレス
②応募動機および外部評価制度について思うこと
（800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、行政経営課（市役所３階）
で配布しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
します。なお、結果は応募者全員に通知するほか、選
任された人を市ホームページで発表します。
▽その他　会議は原則公開により開催されます。また、
委員名簿や会議録なども公開されます。
▽問 い 合 わ せ・ 提 出 先　行政経営課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1123、ファクス
35・7956、Ｅメール gyoseikeiei@city.hirosaki.
lg.jp）

　市では、市長などの特別職の給料や議員報酬の額な
どを審議する「弘前市特別職報酬等審議会」を開催し
ます。
　このたび、市民の皆さんの意見を反映させるため、
この審議会の委員を募集しますので、奮ってご応募く
ださい。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の市民（議
員、公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　男女各１人程度
▽募集期限　６月10日（当日消印有効）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は７月から審議
終了まで。会議は３回程度、平日の日中に開催予定
▽謝礼など　１回の開催につき、謝礼１万 600円と
交通費（バス代など）を支給

▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、またはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②「応募の動機」をテーマとした作文（800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、人材育成課（市役所３階）
で配布しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
します。なお、結果は応募者全員に通知するほか、選
任された人を市ホームページで発表します。
▽問い合わせ・提出先　人材育成課人事評価担当
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎35・1119、ファ
クス 35・7956、Ｅメール jinzai@city.hirosaki.
lg.jp）

弘前市市民評価会議の委員を募集市民の皆さん
から公募します

保険料段階 対象者 保険料の調整率 保険料（年額）

① 第１段階 ・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 基準額× 0.493 36,480 円

② 第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 80 万円以下の人 基準額× 0.493 36,480 円

 ③ 特例第３段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 80 万円を超え 120 万円以下の人 基準額× 0.63 46,560 円

④ 第３段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 120 万円を超える人 基準額× 0.74 54,720 円

 ⑤ 特例第４段階 世帯の中に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の人 基準額× 0.875 64,680 円

⑥ 第４段階 世帯の中に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で課
税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円を越える人 基準額× 1.0 74,040 円

⑦ 第５段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万円未満の人 基準額× 1.125 83,280 円
⑧ 第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万円以上 190 万

円未満の人 基準額× 1.25 92,520 円

⑨ 第７段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 190 万円以上 400 万
円未満の人 基準額× 1.5 111,000 円

⑩ 第８段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 400 万円以上の人 基準額× 1.75 129,480 円

スタート

生活保護を受給していますか

住民税を納めていますか
いいえはい

同じ世帯に住民税を納めている人がいますか

いいえ

合計所得金額が125万円未満ですか

老齢福祉年金を受給していますか

いいえ

はい

前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 80万円以下ですか

はい

合計所得金額が 125万円
以上 190万円未満ですか

１

前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 120万円以下ですか

いいえ

はい

いいえ

前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が 80万円以下ですか

はい いいえ

はい

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

合計所得金額が 190
万円以上400万円未
満ですか

いいえはい

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

あなたの保険料段階は？

弘前市特別職報酬等審議会の委員を募集市民の皆さん
から公募します

　平成25年度の住民税「所得・課税証明書」（24年
中の所得分）を６月10日から発行します。
　申請の際には、申請者本人（窓口に来た人）である
ことを確認できるもの（運転免許証、健康保険証など）
を持参してください。
　なお、代理人（同居の親族を除く）が申請する場合
は、委任状または同意書も必要です。
▽交付窓口　市民課（市役所１階、総合窓口）／市民

税課（市役所２階、窓口 207）／岩木・相馬総合支
所民生課／市民課駅前分室・城東分室／各出張所
▽受付時間　市民課＝平日…午前８時半～午後６時、
土曜日…午前８時半～正午／市民課以外＝平日の午前
８時半～午後５時
▽手数料　１通＝300円
▽問い合わせ先　市民税課市民税第二係・市民税第三
係（☎40・7025）

住民税に関する証明書６月 10日から
発行します
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　市庁舎は建設されてから本庁舎本館は53年、新館
は 38年、岩木庁舎は 32年経過しています。耐震診
断の結果、いずれの建物も耐震強度の不足が指摘され、
設備の老朽化などによるさまざまな不具合も生じてい
ます。今回は、改修に向けた本庁舎の現状についてお
伝えします。
【これまでの経緯】
　庁舎の耐震強度不足や設備老朽化に伴い、市では平
成 23年度に「市庁舎総合調査業務」を実施し、建物
の現状把握を行いました。これを受けて、平成24年
11月より改修に向けた各種設計業務を実施していま
す。また、利便性確保の観点から立体駐車場の整備を
予定し、本年度中に設計を行う予定です。
【現在進行中の設計業務について】
〇「平成 24年度市庁舎耐震補強及び改修工事実施設
計業務」…平成24年 11月～平成 26年１月

〇「平成24年度市庁舎増築棟新築工事実施設計業務」
…平成24年 11月～平成 25年９月
【本館・新館の改修について】
　耐震工事を行い建物の強度を確保した上で、内外部
を改修し、老朽化の進んだ各種設備を更新する予定で
す。
【新増築棟の建設について】
　防災機能確保の観点から、地震の揺れを建物に伝わ
りにくくする免震工法を採用する予定です。
　内部については、市民課や国保年金課など市民の暮
らしに直結する課室を優先的に配置し、防災会議室な
どを設置することで災害に強い庁舎を目指します。
【駐車場について】
　２階３層式（３層とは１階・２階・屋上のこと）以
上の立体駐車場を採用し、庁舎敷地内に 260台以上
の駐車スペースを確保する予定です。
【今後の工事予定について】
①本館・新館の改修工事…平成 26年 10月ごろ～平
成29年３月
②新増築棟の建設工事…平成 26年 10月ごろ～平成
28年３月
③立体駐車場の建設工事…平成26年７月ごろ～平成
27年１月
▽問い合わせ先　財産管理課財産係（☎ 35・1120）
／ファシリティマネジメント担当（☎40・7111）

上級一般行政、上級建設（土木・建築・電気）
▽資格　日本国籍を有し、昭和59年４月２日～平成
４年４月１日生まれの人
▽採用予定　上級一般行政＝21人／上級建設（土木）
＝４人／上級建設（建築）＝２人／上級建設（電気）
＝１人
▽受験申込書の提出期限　６月10日（必着）
▽第１次試験　６月 30日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）
▽試験科目　適性検査、教養試験、小論文試験、専門
試験
▽第１次試験合格発表予定日　７月30日（火）
※第２次試験の詳細については、第１次試験合格者に
直接通知します。

任期付職員（弁護士）
▽資格　
①司法修習生の修習を終えていること
②平成 25年３月 31日現在において、弁護士として
３年以上の実務経験を有すること
③日本国籍を有していること
④地方公務員法第16条に定める欠格条項のいずれに
も該当しないこと

▽採用予定　１人
▽選考申込書等の提出期限　６月14日（必着）
▽第１次選考　書類審査
※審査結果は応募者全員に７月上旬に通知する予定で
す。なお、第２次選考（個人面接など）の詳細につい
ては、第１次選考合格者に直接通知します。
～共通事項～
▽受験申込書等の提出方法　人材育成課（市役所３階、
窓口 302）で交付する受験申込書（任期付職員は選
考申込書など）に必要事項を記入し、提出期限までに
郵送または持参を（受け付けは、土・日曜日を除く午
前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページにも掲載しています。

（仮称）駅前分庁舎開設に伴う臨時職員・
非常勤嘱託員　
　（仮称）駅前分庁舎（ヒロロ内）の開設に伴い、ハロー
ワークを通じて、非常勤嘱託員（事務補助）、臨時保
育士、臨時保健師または臨時看護師を募集します。詳
しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。
■問い合わせ先　人材育成課人事評価担当（〒036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1119）

市職員／臨時職員・非常勤嘱託員募集
 あなたの力を

市民・市のために
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 イベント
映画「うまれる」上映会

  「こどもは親を選んで生まれてく
る」という胎内記憶をモチーフに、
自分たちが生まれてきた意味や家族
の絆、命の大切さ、人とのつながり
を考えるドキュメンタリー映画を上
映します。
▽とき　５月 25 日（土）、①午前
10時半～、②午後２時～
※開場は 30分前。①は乳幼児と一
緒に鑑賞できます。
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽入場料　前売り券…中学生以上＝
1,000 円（1,200 円）／小学生＝
500 円（500 円）／未就学児＝無
料
※（　）は当日券。
▽入場券取扱所　集会所 indriya
（紙漉町）
■問 SEEDS NETWORK（ 集 会 所
indriya 内、 ☎ 34・6858、 ■Ｅ
seedsnetwork@mail.goo.ne.jp、
■Ｈ http://b log.goo.ne. jp/
seedsnetwork）
※平成 25年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

津軽・春の絵画展

　弘前美術作家連盟有志の出展で、
津軽の春、りんごの花、弘前を題材
に描いた絵画展を開催します。
▽とき　５月 30日～６月 18日の
午前９時～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家
■問りんご公園（☎36・7439）

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！
▽とき　５月26日（日）、午前10

時～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　エサやり体験、獣舎バック
ヤードツアー、ヤギのつめ切り見学
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。動物広場
入場料が必要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

樹木医と巡る古木・名木
ツアー
　市内の古木・名木を樹木医がガイ
ドします。間近で観察し、自然の強
さを感じてください。
▽とき　６月１日（土）、午前９時
～午後１時（雨天決行）
▽ツアールート　①アイグロマツ
（弘前公園）→②フジ（諏訪神社）
→③ウラジロモミ・シダレザクラ（高
照神社）→④五本杉（岩木山神社）
→⑤イタヤカエデ（那智山神社）→
⑥ネズコ・スギ（弘前公園）→弘前
公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
▽参加料　1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル、動きやす
い服装
■問市みどりの協会（☎33・8733）

津軽森・つがるもり 2013

　岩木山のふもとで、陶・ガラス・
木・染織・金属・皮革・漆などの作
家が集うクラフトフェアを開催しま
す。全国から集まった 120 人の作
家から生まれた「美しい仕事」に触
れ合ってみませんか。
▽とき　①６月１日の午前 10時～
午後５時、②６月２日の午前９時～
午後５時
※雨天決行。
▽ところ　桜林公園（百沢字東岩木
山）
■問つがるもり実行委員会（相馬さ
ん、☎兼■Ｆ 88・1424、■Ｅ info@
tsugarumori.com、 ■Ｈ http://

tsugarumori.com）
※平成 25年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

水道週間の催し

　６月１日～７日の水道週間にちな
み、各種イベントを開催します。

【家庭巡回サービス】
　６月３日～７日に、ひとり暮らし
の高齢者や体の不自由な人の家庭を
対象に、給水装置の無料点検を行い
ます。
▽申込先　上下水道部営業課営業係
（☎36・8115）
【水道修繕セットの無料配布など】
　６月３日～７日に、上下水道部（茂
森町）１階の窓口で配布します。ま
た、簡単なアンケートに回答すると、
ペットボトル水（ひろさきの水）が
もらえます。
■問上下水道部総務課総務係（☎
36・8100）

「わもなも☆畑」キックオフ
バーベキュー交流会
　「作る人」と「食べる人」が共に
弘前の農業を持続させ、会員になる
と定期的に減農薬・自然栽培の野菜
を受け取れるプロジェクト「わもな
も☆畑」では、会員募集説明会を兼
ねた交流会を開催します。
　旬の野菜や、昔ながらの方法で
飼育された豚肉を味わえるバーベ
キューなど、楽しく生産者と交流で
きますので、ぜひご参加ください。
▽とき　６月２日（日）
　　　　午前11時～午後１時半
▽ところ　農産物直売所 ｢野市里｣
（宮地字川添）
▽定員　40人
▽参加料　800円（当日徴収）
▽持ち物　飲み物
■問電話、ファクスまたはＥメール
（住所・氏名・電話番号を記入）で、
５月 28 日までに、弘前マルシェ
コンソーシアム（☎ 31・0508、
■Ｆ 31・0509、 ■Ｅ csa@foret-
hirosaki.jp、 ■Ｈ http://www.
foret-hirosaki.jp）へ。

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎ 84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

市庁舎の改修
について
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旨記入してください。なお、応募多
数の場合は抽選で決定しますが、初
参加の人を優先します。また、抽選
結果は後日、当選者に通知します。
■問フラワー観光「ふるさと探訪バス
ツアー」係（☎26・2112）

北の文脈文学講座

　直木賞候補作「生柿吾三郎の税金
闘争」をテーマに、本年度１回目の
「北の文脈文学講座」を開催します。
▽とき　５月18日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要です）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や障がい者、外国人留学生は無
料。年齢や住所を確認できるものの
提示を。
■問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 26日～９月８日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠ほか
▽内容　ヨット・カヌーの実技と理
論
▽対象　小学校３年生以上＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

ひろさきレクリエーション
セミナー・お天気予報講座
　レクリエーションの知識や技能の
修得、天気予報の知識修得を目的に
開催します。

【①第９期ひろさきレクリエーショ
ンセミナー】
▽とき　５月30日～ 11月 10日
▽ところ　千年公民館（小栗山字川
合）ほか

▽内容　理論・実技（51時間以上）、
現場実習、支援実習
▽定員　20人
▽参加料　１万 2,000 円（テキス
ト・資料代含む）
※有資格者などで、資格取得を目的
としない場合は 5,000 円。そのほ
か、現場実習諸経費・審査会参加費・
資格登録費は別途必要。単位取得の
ためのオープン参加は１時間 500
円。
▽申込締め切り　５月27日（月）

【②イベントなど安全実施に役立つ
お天気予報講座】
▽とき　５月25日（土）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　天気予報の基本と活用の仕
方について
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　700円（資料代含む）
※当日参加も可。
■問電話かファクスで、ひろさきレク
リエーション協会事務局（☎ 55・
8722、■Ｆ 55・8723）へ。

子ども茶道教室

　茶道を通して、行儀や作法を身に
付けます。
▽とき　６月２日、７月７日、８月
４日、９月１日・15日、10月 14
日、11 月 23 日、平成 26 年１月
19日、２月２日・11日、午前 10
時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽内容　あいさつの仕方、お菓子・
お茶のいただき方、和室の歩き方な
ど
▽対象　幼児～中学生＝30人
▽参加料　毎回 200 円（お菓子代
として）
▽持ち物　靴下
■問江戸千家不白会弘前支部（岡山さ
ん、☎27・4639）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月２日、午前
10時～午後 1時＝「おいしい津軽
のおかず」をつくりましょう（２）
～旬をいかす健康メニュー～／②６
月 15 日・29 日、７月 13 日・20

日、午前９時半～正午＝CGでプ
リント布地を作ってみませんか～花
柄編２～／③６月 28日、午前 11
時半～午後１時＝食べて確認してみ
ましょう！あなたの１日の食事量！
▽ところ　①弘前文化センター（下
白銀町）調理実習室／②③東北女子
短期大学（上瓦ケ町）
▽対象　①高校生以上＝ 30人／②
中学生以上＝各回３人／③一般＝
15人
▽受講料　①＝ 300 円／②③＝無
料
※事前の申し込みが必要。受講者に
は、受講票（はがき）を送付します
ので、当日持参を。
■問東北女子短期大学公開講座係
（ ☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・6153、
■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp）

フォークダンス教室

▽とき　６月３日～７月１日の毎週
月曜日（計５回）、午後７時～８時
半
※当日会場で受け付け。
▽ところ　大成小学校（御幸町）体
育館
▽内容　世界のフォークダンスの基
礎と踊り方
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　運動靴
■問弘前市フォークダンス協会（佐々
木さん、☎33・6537）

伝統文化こどもいけばな教室

▽とき　６月８日・29日、７月６
日・27日、８月 10日、９月 14日、
10月12日、11月２日、12月７日、
平成26年１月 11日
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽対象　小・中学生、高校生
▽参加料　毎回 500 円（花材費と
して）
▽持ち物　ノート、筆記用具、タオ
ル
■問はがきかファクス（住所・氏名・
学年・電話番号・保護者氏名を記入）
で、池坊弘前支部こどもいけばな教
室（〒 036・8204、覚仙町 10、
☎兼■Ｆ 33・3919）へ。

 教室・講座
 

 暮らしのinformation

■問市みどりの協会（☎33・8733）

シンフォニー「成年後見制
度を考える会」施設見学会
【家庭裁判所を見に行こう！】
　成年後見制度を利用する際は家庭
裁判所に申し立てをすることになり
ます。家庭裁判所を一緒に訪問して
成年後見制度や利用の手続きを学ん
でみませんか。
▽とき　６月11日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽集合　午後１時半までに、市民参
画センター（元寺町）１階に集合。
受け付け後に徒歩で青森家庭裁判所
弘前支部（下白銀町）に移動します。
▽内容　成年後見制度の説明とＤＶ
Ｄ視聴、質疑応答（質問のある人は
申込時にお知らせを）、法廷見学（法
廷が空いている場合）
▽参加料　無料
※事前の申し込みも可。
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎兼■Ｆ 33・
0393）
※平成 25年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

第８回
古都ひろさき花火の集い
▽とき　６月 15 日（土）、午後７
時半打ち上げ開始
※雨天決行。大雨・強風の場合は順
延します（順延日…16日）。
▽ところ　悪戸河川敷運動場
▽チケット取扱場所　弘前商工会議
所（☎ 33・4111）／岩木山商工
会（☎82・3325）／成岩商店（相
馬地域・☎ 84・2012）／日弘楽
器（☎ 34・4821）／イトーヨー
カドー弘前店（☎ 33・5511）／
さくら野弘前店（☎ 26・1120）
／紀伊國屋書店（☎ 36・4511）
／インターネットでも購入可（下記
ホームページから）
※６月 10日以降は弘前商工会議所
のみで販売。
▽その他　当日、会場内で「花火
de 合コン」を開催。また、午後４
時からのステージアトラクションで
カラオケ大会を実施します（10人

程度。事前の申し込み可）
■問ひろさき市民花火の集い実行委
員会（弘前商工会議所内、☎ 33・
4111、 ■Ｈ http://www.hiro-
hanabi.com/）
※チケットの種類・料金および当日
の駐車場や交通規制など詳しくは、
広報ひろさき５月１日号と同時配布
したチラシをご覧ください。

ふるさと探訪バスツアー

　津軽広域連合では、津軽の魅力を
再発見してもらうことを目的に、「ふ
るさと探訪バスツアー」を開催しま
す。
▽とき　７月６日（土）
　　　　午前９時～
※午後５時ごろ終了予定。
▽集合　午前８時 45分までに、市
立観光館（下白銀町）バスプールへ。
▽訪問コース
○Ａコース…東和電機工業（藤崎町）
→ふるさとセンター（板柳町／見学・
昼食）→瑞楽園（弘前市）→革秀寺（弘
前市）→白神山地ビジターセンター
（西目屋村）
○Ｂコース…古懸山不動院国上寺
（平川市）→茶臼山公園・俳句の小
径（大鰐町）→津軽伝承工芸館（黒
石市／昼食）→中世陶芸の郷「津軽
烏城焼」（黒石市）→刀鍛冶作業場・
第１田んぼアート（田舎館村）
※訪問地によっては、坂道を散策す
る所もあります。
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人＝各コース 40
人（計 80人）
※県外から転入した圏域在住の東日
本大震災の被災者のために、各コー
ス10人の優先枠を設定します。
▽参加料　１人 2,000 円（昼食代
含む）
※直前のキャンセルの場合は、後日
請求しますので、十分ご留意くださ
い。
▽申し込み方法　はがきに希望する
コース・住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、６月 17日（必着）ま
でにフラワー観光「ふるさと探訪バ
スツアー」係（〒036・8053、和
泉２丁目１の１）へ。
※はがき１枚で２人まで（代表者に
○印を記入）。被災者の場合はその

世界禁煙デー 2013
記念フォーラム in 弘前
▽とき　６月２日（日）
　　　　午前10時～午後０時半
▽ところ　土手町コミュニティパー
クコミュニケーションプラザ
▽内容　シンポジウム「県内外のタ
バコ問題をめぐる取り組み」／特別
講演「タバコを吸って変わる事－豊
かさ、心と体、寿命－」
▽講師　黒澤一さん（東北大学環境・
安全推進センター教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。 
■問青森県タバコ問題懇談会事務局
（新谷さん、☎青森 017・722・
5483）

農家のおかあさん直伝！
「おいのまんま」
　市内農家の“おかあさん”と交流
しながら、農家のまかない食「おい
のまんま」を作ってみませんか。
▽とき　６月６日（木）
　　　　午前11時～午後１時
▽ところ　ペンション「ル・カルフー
ル」（百沢字東岩木山）
▽内容　津軽の甘い赤飯作りほか
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　1,500円
※事前の申し込みが必要。
■問巧みなママねっと事務局（田村さ
ん、☎携帯 090・7069・1358、
■Ｆ 83・2325）

高長根レクリエーションの森
初心者山菜採り体験
　初心者を対象に、ハイキングをし
ながらの山菜採り体験を行います。
自分で採った山菜を食べてみません
か。
▽とき　６月９日（日）、午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲料水、長靴、軍手、タ
オル
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ルフ、ペタンクのルール説明と簡単
なミニゲーム、体ほぐし体操など
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装
※当日参加も可。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

視覚障がい者パソコン講習会

▽とき　７月６日・14日・21日・
28 日、午前 10 時～午後３時（計
４回のうち、１人２回まで受講可）
▽ところ　弘前市身体障害者福祉セ
ンター（八幡町１丁目）
▽内容　視覚障がい者がパソコンを
使用することができるよう、パソコ
ンの音声読み上げソフトの使用方法
や文字を大きくする設定方法などを
学びます
▽定員　各日５人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県身体障害者福祉センターね
むの木会館（☎青森 017・738・
5033）

ちびっこラグビー教室

▽とき　平成 26年２月 16日まで
の毎週日曜日、午前９時半～正午
▽ところ　城東公園多目的広場（末
広４丁目、総合学習センター隣）ほ
か
▽対象　幼児～小学校６年生
▽参加料　年額 9,000 円（スポー
ツ安全保険料を含む）
■問弘前ラグビースクール事務局（菊
池さん、☎37・2666）

託児付き！
気軽にダンス＆ヨガ
▽とき　平成 26年３月までの毎週
木曜日、午前９時半～11時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）柔道場
▽内容　音楽に合わせたエクササイ
ズとヨガ
▽対象　20歳以上の市民＝30人
▽参加料　月額 2,000 円（傷害保
険料含む）
※初回に限り無料体験ができます。

▽持ち物　タオル、ヨガマット（持っ
ている人）、動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎32・6523）

タヒチアンダンス・レッスン

▽とき　５月～平成 26年３月の毎
週火曜日、正午～午後１時
▽ところ　スポネット弘前事務所内
スタジオ（百石町）
▽内容　タヒチ民族舞踊を用い、音
楽に合わせたストレッチ、有酸素運
動
▽対象　市民
▽参加料　月額5,000円
※初回に限り無料体験ができます。
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問弘前タヒチアンダンススクール・
ラバヘレ（奈良さん、☎携帯090・
4520・0149）

キッズチアダンス教室

▽とき　①小学校高学年（４～６年
生）コース＝毎週火曜日、午後７時
～８時、②小学校低学年（１～３年
生）コース＝毎週土曜日、午前９時
～10時
▽ところ　スポネット弘前事務所内
スタジオ（百石町）
▽対象　小学生
▽参加料　月額①＝ 2,500 円、②
＝ 2,000円
※初回に限り無料体験ができます。
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎32・6523）

フリースタイルマーケット
出店者募集
▽とき　５月 19 日、６月 16 日、
７月 21日、９月 15日、10月 20
日の午前９時～午後３時
※雨天時は、それぞれ次の日曜日に
順延します。
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽出店条件　18歳以上の人（高校
生を除く）で本人が当日販売できる
こと
▽定員　各80組（抽選）

▽参加料　１組１コマ＝ 3,000 円
／２コマ＝6,000円
▽出品条件　電気製品などは正しく
作動すること（PSE マークなどの
付いているものに限る）／化粧品、
医療品、食料品や危険物、保健所の
許可が必要なものは除く／くじ引
き、福袋などのゲーム性のある販売
行為は禁止
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
開催月の前月の 15日～ 25日（期
間中の消印有効）に、弘前観光コン
ベンション協会フリースタイルマー
ケット受付係（〒036・8588、下
白銀町２の１）へ郵送を。
※抽選結果は返信用はがきでお知ら
せします。
■問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

就 学 相 談

　平成 26年度に小学校へ入学予定
の、次のようなお子さんで、就学先
などについて相談のある人はご連絡
ください。
▽相談の対象　目や耳、手足など身
体に不自由な部分がある子／ことば
や知的発達が遅れていると思われる
子／病気などで虚弱な子／多動で注
意の持続が難しい子など
▽相談日　月～金曜日の午前９時～
午後５時（祝日を除く）
▽相談場所　就学支援室（末広４丁
目、総合学習センター内、☎ 26・
4804）

世論調査の実施について

　市では、市民の皆さんの市政に関
する意識・意向についての調査を行
います。
　政策・施策の方向性に対する皆さ
んの意識や、今までの総合計画・行
政運営に対する意見などを把握し、
市の新たな総合計画の基礎資料とす
るためにアンケートを実施します。
　対象世帯には調査員が訪問します
ので、ご協力をお願いします。
▽とき　５月下旬～６月上旬
▽対 象　16 歳以上の市民＝約
2,400人
■問行政経営課統計情報分析担当（☎
40・7016）

 その他
  

 

 

 暮らしのinformation

※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

第１回市民ゴルフ
レベルアップ教室
▽とき　①基礎練習＝６月 10日・
13 日の午前 10時～／②コース練
習＝６月 17 日・20 日・24 日・
27日の午前８時～
▽ところ　①＝きものセンターゴル
フ練習場（小沢字井沢）／②＝岩木
川市民ゴルフ場（清野袋２丁目）
▽内容　ゴルフスイングの基礎、
18ホールのコースプレイを楽しみ
ながらゴルフマナーや技術の習得を
目指す
▽対象　ゴルフを始めて間もない市
民＝15人
▽参加料　①＝ゴルフボール代実費
／②＝１回 1,000 円（各自傷害保
険などに加入を）
▽持ち物　クラブ（女性用６セッ
ト、男性用５セットまで貸し出しし
ます）、グローブ、シューズ
■問６月７日までに、岩木川市民ゴル
フ場（☎35・8644）か文化スポー
ツ振興課（☎40・7015）へ。

水泳教室（クロール）

▽とき　６月 10日～ 26日の毎週
月・水曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　クロールの呼吸練習
▽対象　泳げる市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、５月 30 日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問温水プール石川（☎49・7081）

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のためのパソコン講座で
す。

【ワード 2010 入門講座】
▽と き　６月 12 日・19 日・26
日の午前 10時～午後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワード 2010 の基本操作
および文書などの作成
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド、マウスの操作ができる市民＝
30人
▽参加料　105 円（テキスト代と
して）
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　５月 19日、午前
８時半～（定員になり次第締め切り。
電話でも受け付けます）
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

ベテランズセミナー

▽とき　６月13日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　「俳句の心と津軽③　成
田千空と辻桃子そして宮沢賢治の俳
句」
▽内容　青森市出身の成田千空と東
京から津軽地方に移住し創作を続け
る辻桃子の俳句とその魅力について
／没後 80年の宮沢賢治が残した俳
句を読み解く
▽講師　今井則三さん（俳句結社「さ
わら」「童子」同人、俳号「桃青」）
▽対象　おおむね60歳以上の市民
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■Ｆ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

軽スポーツ体験教室

　誰でも楽しく汗をかき、運動能力
をアップすることができます。
▽とき　６月17日・20日・24日・
27 日（計４回）、午前 10時～ 11
時半
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　スカイクロス、スナッグゴ

プールで体力づくり教室

▽とき　６月６日～７月 11日の毎
週木曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中でのストレッチ、体操、
ウオーキングの基本から応用、簡単
な筋力トレーニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、５月 28 日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

河西体育センターの教室

【かけっこ教室】
▽とき　６月６日～７月８日（６月
13日、７月１日を除く）の毎週月・
木曜日、午後４時半～５時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）アリーナ
▽内容　用具を取り入れながらのい
ろいろな走り方、ゲームをしながら
のトレーニング
▽対象　小学校１・２年生＝20人
▽持ち物　室内専用シューズ、汗ふ
きタオル、飲み物

【筋トレ・脳トレ水中ウォーキング
教室】
▽とき　６月 11日～７月 16日の
毎週火曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　河西体育センタープール
▽内容　水中ウオーキングの基本か
ら応用まで、ストレッチ、バランス
を重視したトレーニング
▽対象　おおむね 50歳以上の市民
＝15人
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、５月 28 日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
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▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り　②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない　③自作、未発
表の作品で１人１点　④３つのテー
マの中から１つ選んで描く　⑤作品
のタイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、部門・
選んだテーマ・タイトル・住所・氏名・
年齢・職業（学校名・学年）・電話
番号・作品返却希望の有無を記入し、
折り曲げずに郵送または持参を。
▽応募締め切り　６月 30 日（日）
必着
▽選考・発表　絵画展開催期間中の
プラネタリウム観覧者の投票によ
り、各部門の最も票を集めた作品を
優秀作品とし、プラネタリウム掲示
板および同館ホームページで発表
▽表彰　入賞者に賞状と副賞を贈呈
▽作品の返却　優秀作品を除く応募
作品は、８月 23 日～９月８日に、
中央公民館事務室で返却（優秀作品
は９月７日までプラネタリウム展示
ロビーで展示）
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町 19の４、弘前文化センター
内、☎ 33・6561 ～ 3、火曜日は
休み）

健 康 相 談

　「生活習慣病の予防について」「禁
煙したい」「健診結果を詳しく知り
たい」「健診受診後の生活について」
など、健康や栄養について保健師や
栄養士が無料で相談に応じていま
す。相談は予約が必要ですので、希
望する人は事前に電話で申し込んで
ください。
▽６月の相談日　10 日・17 日の
午前９時～午後３時半
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝６月 21 日・24 日～ 26 日／
大型特殊自動車運転免許証（カタピ
ラ限定なし）保有者＝６月 21日・
24日

▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 40歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②出稼労働者
で18歳以上の人
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,575円が必要）
▽申込期間　６月３日～ 10日、午
前 10時～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。また、７月と
平成 26年２月にも講習会を実施し
ます。日程など詳しくはお問い合わ
せください。
■問弘前就労支援センター（駅前３丁
目、第２トモエビル２階、☎ 33・
5657）

自動車税のグリーン化

　県では、毎年６月に自動車税の納
税通知書を送付していますが、自動
車税は自動車環境対策の観点から、
排出ガスおよび燃費性能の優れた環
境負荷の小さい自動車の税率を軽減
（軽課）し、新車新規登録から一定
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）
する制度が実施されています。詳し
くはお問い合わせください。
■問中南地域県民局県税部納税管理
課（☎ 32・1131、内線 231、■Ｈ
http://www.pref.aomori.lg.jp/
life/tax/top.html）

市民評価アンケートの
実施について
　市ではアクションプランに基づ
き、市政に対する市民の評価を把握
し、施策の企画・改善などに活用す
るため、平成 23 年度より毎年度、
市民評価アンケートを実施すること

としています。
　5月中旬に、無作為に抽出した
16 歳以上の市民 6,000 人にアン
ケート用紙を送付しますので、届い
た人は、ご協力をお願いします。
■問行政経営課統計情報分析担当（☎
40・7016）

 

 
休日在宅当番

▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎ 32・3999）へお問い合わせく
ださい。

外　科
6／2 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
9 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
16 菊池医院（富田町） ☎39・1234
23 山内整形外科（城東４） ☎26・333630

内　科
6／2 千葉胃腸科内科医院（石

渡３）
☎36・7788

9 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
16 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 今村クリニック（松原西２）☎88・3090

耳鼻咽喉科・眼科
6／2 斎藤耳鼻咽喉科医院（城

東２）
☎26・0033

16 松本眼科（三岳町） ☎31・3211
23 さとう耳鼻咽喉科医院

（田園４）
☎27・8733

歯　科
6／2 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
9 浜の町歯科クリニック

（浜の町東３）
☎37・3566

16 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
23 梅原歯科医院（土手町） ☎32・7330
30 小堀歯科医院（南城西２）☎39・7031

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  179,449人（－1,318）
　 男　　  82,061人　 （－724）
　 女　　  97,388人　 （－594）
・世帯数　 71,669世帯（－226）
平成 25年４月１日現在（推計）

 暮らしのinformation

賦のいずれか
▽申し込み　６月 20日までに、各
学校、教育政策課（岩木庁舎２階）、
学務健康課弘前分室（市役所１階）
へ。
※家庭の経済状況や学力などを基に
選考し、結果を７月下旬に通知しま
す。
■問教育政策課（☎82・1639）

伐採木の無料提供

　市では、市道ののり面に繁茂し倒
木の恐れのある雑木を伐採しまし
た。伐採した木（長さ 60㎝程度）
を無料で提供しますので、希望する
人はご連絡ください。
▽募集期間　５月20日～ 24日
▽受付時間　午前８時半～午後５時
▽募集条件
①仮置き場（葛原字茂上）まで取り
に来ることができる人
②売却を目的としない人
※希望者多数の場合は抽選。
▽提供量　一家族につき軽トラック
１台（荷台の高さ 50㎝まで）また
は、２ｔトラック１台（荷台の高さ
30㎝まで）
▽提供時期　６月上旬を予定
■問道路維持課（☎32・8555）

あおもり起業家養成研修

　県では、創業・起業による地域資
源を生かした、青森発の新たなビジ
ネスの創出を応援するため、起業の
ためのビジネスプランの作成方法な
どを学ぶ研修会を開催します。
▽とき　５月 26日～（週１回全６
回）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料
■問５月 20日までに、県商工労働部
地域産業課（☎青森 017・734・
9374、 ■Ｈ http://www.pref.
aomori.lg.jp/）

木村産業研究所新バルコニー
で記念写真を撮りませんか
　３月末に市の景観重要建造物であ
り、前川國男の第一作「木村産業研
究所」の正面バルコニーが約 30年

ぶりによみがえりました。
　これを記念し、バルコニーを開放
しますので、この機会にバルコニー
にのぼって写真撮影してみません
か。
▽とき　５月26日（日）
　　　　午後３時～４時
▽ところ　木村産業研究所（在府町）
※自家用車での来所はご遠慮くださ
い。
■問前川國男の建物を大切にする会
（葛西さん、☎兼■Ｆ 33・3260、
■Ｅ spacemeans@kkf.biglobe.
ne.jp）

危険物安全週間

「あなたこそ　無事故を担う　司令
塔」（平成 25 年度危険物安全週間
推進標語）
　６月２日～８日は危険物安全週間
です。
　近年は全国的に、石油類など危険
物を取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因は、誤った取
り扱いやうっかりミスなど人的要因
がほとんどです。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。
　なお、消防本部では、危険物安全
週間にちなみ、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。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

プラネタリウムに
絵を飾ろう !!
　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星空に親しむ週間）にち
なみ、７月 21日～８月 22日に弘
前文化センター（下白銀町）プラ
ネタリウム展示ロビーで「スター
ウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先駆けて展示する作品を募
集しますので、プラネタリウムに絵
を飾りたい皆さん、奮ってご応募く
ださい。
▽テーマ　「うちゅう人とおともだ
ち」「もうひとつの地球」「スーパー
望遠鏡でこんなのが見えました」
▽応募資格　①園児の部（小学生未
満）　②小・中学生の部　③一般の
部（高校生以上）

新規高等学校卒業者
雇用奨励金
　市では、平成 23 年３月、24 年
３月、25年３月に高校を卒業した
人（いずれも市内在住で、短大・専
門学校を卒業していない人）を、常
用労働者として雇い入れた事業主に
対して、奨励金を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～④のす
べてに該当する事業主
①市内に事業所を有する事業主（雇
用保険適用事業）
②対象となる新規高卒者のうち、平
成 23年３月または 24年３月に高
校を卒業した人を 25 年４月１日
～ 26年３月 31日の間に雇い入れ
ていること、もしくは平成 25年３
月に卒業した人を 25年４月２日～
26年３月 31日の間に雇い入れて
いること
③過去６カ月の間、解雇者を出して
いないこと
④市税の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円
※６カ月間雇用が継続した実績によ
り、２回に分けて交付します。
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月以内
■問仕事おこし雇用創出課（市役所６
階、☎32・8106）

弘前市奨学生の募集

▽対象　経済的な理由により修学が
困難で、次の①および②に該当する
人
①市内に住所がある家庭の被扶養者
で、高校以上の学校（専門学校を含
む）に在学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を
受けていない人
▽奨学金の額（月額）
①大学（大学院、短大含む）・専門
学校＝２万5,000円
②高校・中等教育学校後期課程＝
１万3,000円
▽貸与期間　在学する学校の正規の
修学期間（４月分にさかのぼって貸
与）
▽返還方法　卒業後１年経過してか
ら 10年以内で、年賦・半年賦・月
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　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気によるもの
です。日本では、85歳以上の４人に１人が認知症の
症状があるといわれ､ 2040 年には 400 万人程度ま
で増加することが予想されています。
　認知症の人は、記憶障害や認知障害から不安に陥り、
その結果、周りの人との関係が損なわれることもしば
しば見られ、家族が疲れ切って共倒れしてしまうこと
も少なくありません。しかし、周囲の理解と気遣いが
あれば穏やかに暮らしていくことができます。そのた
めには地域の支え合いが不可欠です。
　市では、認知症について正しく理解し、認知症の人
やその家族を温かく見守り、支援する「認知症サポー

ター」を養成しています。認知症サポーター養成講座
は随時行っていますので、関心のある人や事業所はご
連絡ください（料金は無料）。
【認知症に関する市の相談窓口】
　認知症に関する市の相談窓口は、機構改革に伴い、
４月から介護福祉課に変更になりました。なお、各地
区の地域包括支援センターおよび弘前愛成会病院内の
「認知症疾患医療センター」では、引き続き認知症の
相談に応じていますので、気軽にご利用ください。
▽問い合わせ先　認知症サポーター養成講座および認
知症に関する相談、各地区の地域包括支援センター
の連絡先について…介護福祉課地域支援係（☎ 40・
7072）／弘前愛成会病院認知症疾患医療センターへ
の相談…☎フリーダイヤル 0120・085・255、☎
兼ファクス 35・6464、受付時間は平日の午前９時
～午後５時（年末年始を除く）。

認知症サポーターに
なりませんか
認知症サポーターに
なりませんか

認知症サポーターの役割
　認知症サポーターには、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や
家族を温かく見守る応援者になってもらいます。
　例えば、友人や家族にその知識を伝える、認知症になった人や家族の気
持ちを理解する、隣近所、商店や交通機関などにおいて、できる範囲で手
助けをする、などが挙げられます。

平成24年度採択事業の成果発表会を開催
　市では、１％システムで採択された事業の活動内容
や成果を広く市民に紹介するため、事業成果発表会を
開催します。どなたでも参加できますので、この制度
の活用を考えている団体や、他団体の活動状況を知り
たい人などは、ぜひおいでください。
▽とき　５月25日（土）、午後３時～
▽ところ　市民参画センター（元寺町）３階グループ
活動室
▽内容　事業内容や実施による効果などについての発
表（発表団体は下表参照）
※事前の申し込みは不要です。当日、車でおいでの際
は、市民参画センター向かい「市民中央広場」に臨時

駐車場を用意していますので、ご利用ください。

８月から実施する事業を募集しています
▽募集期限　６月７日
▽事業実施期間　８月１日～平成26年３月 31日
※制度の詳細や申請書類は、市民協働政策課で配布す
るほか、市ホームページに掲載しています。
　「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。
▽問い合わせ先　市民協働政策課市民協働係（市
役所２階、窓口 254、☎ 40・7108、Ｅメール
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp)

 市民参加型まちづくり１％システム

事業名 団体名
泉野祭り 泉野町会
安全・安心のまち（安全な町づくり推進事業） 北地区コミュニティ会議
常盤野地域カメムシ駆除対策 常盤野町会
市民のための相談会開催と相談援助者のためのハンドブック作成事業 権利擁護あおい森ねっと
体験林業（下草刈）と自然観察会事業 岩木山桜会議
コミュニティシネマ事業「harappa 映画館」 ＋ シネマサロン harappa
HIROSAKI コミュニティミーティング～わげものビジョン～ 弘前青年会議所
農村女性の技術技能を学ぶ市民ふれあい交流事業 弘前農村女性起業家巧みなママねっと
岩木山南麓豪雪まつり 岩木山観光協会
※発表順は市ホームページに掲載します。

事業成果発表会発表団体


