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　７月１日から、弘前、黒石、平川、板柳の４消防本部が１つになり、
“新”弘前地区消防事務組合としてスタートします
▽問い合わせ先　弘前地区消防事務組合消防本部（☎32・5101）

　災害現場に最も近い消防署・分署から出動することにより、現場への到着時間が短縮され
ます。また、出動車両が増加し、災害対応力が強化されますので、被害の軽減が期待されます。

　消防に関する一部を除く申請や届け出、救急講習会の申し込みなどは、近くの消防署・分
署で受け付けます。詳しくは、弘前地区消防事務組合消防本部（☎ 32・5101）へ問い合
わせるか、ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/shobo/index.html）
をご覧ください。ホームページから様式などもダウンロードできます。

消防本部、各消防署の位置・名称・所在地・連絡先は下記のとおりです｡

消防広域化スタート！

名称 所在地 電話番号
①弘前消防署 弘前市本町２の１ ☎32・5199
②藤代分署 弘前市浜の町東３丁目１の 11 ☎34・1317
③西北分署 弘前市小友字神原 371の２ ☎93・3310
④西分署 弘前市鳥井野字宮本 301の２ ☎82・3311
⑤目屋分署 西目屋村田代字神田 56 ☎85・3119
⑥東消防署 弘前市城東中央５丁目６の 11 ☎27・1151
⑦枡形分署 弘前市豊原１丁目３の９ ☎33・4311
⑧南分署 大鰐町蔵館字金坂 57の１ ☎48・2108
⑨北分署 藤崎町水沼字浅田 71の３ ☎75・3333
⑩黒石消防署 黒石市追子野木１丁目 576 ☎52・4271
⑪山形分署 黒石市上山形字村岸９の２ ☎54・8330
⑫田舎館分署 田舎館村八反田字古舘206の１ ☎58・2962
⑬平川消防署 平川市平田森前田 331 ☎44・3122
⑭碇ヶ関分署 平川市碇ヶ関鯨森 67の２ ☎45・2240
⑮板柳消防署 板柳町灰沼字岩井 70 ☎73・2339

＝弘前地区消防事務組合消防本部
弘前市本町２の１

１消防本部５署10分署
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７月１日から

　「119番」通報は、広域化してもこれまでどおり、弘前・黒石・平川・板柳のそれぞれの
消防署が対応します。携帯電話から通報して管轄外の消防署につながったときは、管轄する
消防署へ転送しますので、係員の指示に従ってください。
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駅前「HIRORO」に公共フロアがオープン！市民交流と健康
増進の拠点として

　弘前駅前地区再開発ビル「HIRORO（ヒロロ）」の
３階フロアに設置する（仮称）駅前分庁舎は、市民の
いろいろな生活シーンの中で、誰もが気軽に立ち寄り、
行政サービスを利用できる公共フロアとして、現在、
７月 27日のオープンを目指し、内部整備工事を行っ
ています。
　この分庁舎は、公共交通機関の充実した駅前に位置
し、市民の利便性が高いことから、多世代の市民交流
と健康増進の拠点となるよう、「子育て」を中心に、「健
康」「交流」「行政」の４つの機能を同じフロアに集約
し、それぞれが独立しつつも、相互に連携するような
空間を構成する予定です。

　また、４階フロアにあるホールについても、分庁舎
のオープンに併せて再開します。

分庁舎の主な施設
○子育てエリア…駅前こどもの広場、（仮称）こども
図書館など
○健康エリア…健康ホール、相談室など
○交流エリア…多世代交流室など
○行政エリア…総合行政窓口、市民生活センター、就
労支援センターなど
※詳細は、広報ひろさき７月１日号に掲載予定です。
▽問い合わせ先　財産管理課財産係（☎35・1120）

市政情報
Town Information

弘前市雪対策総合プラン策定検討委員会の委員募集市民の皆さんから
公募します

　市では、「弘前市雪対策総合プラン」の策定に当たり、
市民の皆さんの意見を反映させるため、検討委員会を
設置し、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、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　１人程度
▽募集期限　７月10日（必着）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は７月中旬ごろ
から策定終了まで。会議は４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 6,000 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、スマートシティ推進室（市
役所５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　スマートシティ推進室
（〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・7109、
ファクス 35・3765、Ｅメール smart-city@city.
hirosaki.lg.jp）

医療職（薬剤師・看護師・視能訓練士）
▽資格　日本国籍を有し、それぞれの免許を既に有す
る人または、平成 26年４月 30日までに免許取得見
込みの人（各職種共通）
薬剤師＝昭和 49年４月２日以降に生まれた人／看護
師＝昭和 39年４月２日以降に生まれた人／視能訓練
士＝昭和59年４月２日以降に生まれた人
▽採用予定　薬剤師＝１人／看護師＝14人／視能訓
練士＝１人
▽試験日　７月28日（日）、市立病院（大町3丁目）

▽試験科目　看護師＝適性検査／各職種共通＝性格検
査・面接試験
▽合格発表予定日　８月21日（水）
▽受験申込書の提出方法　人材育成課（市役所３階、
窓口302）で交付する受験申込書に記入し、６月27
日（必着）までに郵送または持参してください。なお、
受け付けは土・日曜日を除く午前８時半～午後５時で
す。
▽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）
※募集要項は、市のホームページにも掲載しています。

市職員募集（医療職）
 あなたの力を

市民・市のために

健康ひろさき 21（第２次）策定会議の委員募集市民の皆さんから
公募します

　市では、市民の健康増進の推進に関する計画として、
平成 19年度に「健康ひろさき 21」を策定し、目標
年度を24年度と定めて取り組んできました。
　このたび、同計画の評価結果を踏まえて、今後 10
年間の健康づくりの推進に関する計画を策定するに当
たり、市民の皆さんの意見を本計画に反映させるため、
策定会議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　２人程度
▽募集期間　６月17日～７月 16日（必着）  
▽委員の任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から
計画の策定日まで。会議は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
②志望動機・抱負・健康づくりに関する意見など（400
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、健康づくり推進課（弘前
市保健センター１階）、市民課（市役所１階）、岩木総
合支所民生課、相馬総合支所民生課で配布しています。
なお、応募用紙は返却しませんので、あらかじめご了
承ください。
▽選考方法　選考委員会で選考し、結果は応募者全員
に通知します。
▽問い合わせ・提出先　健康づくり推進課（〒036・
8711、野田２丁目７
の１、☎37・3750、
ファクス37・7749、
Ｅメール kenkou@
city.hirosaki.lg.jp）

弘前市水道ビジョンフォローアップ懇談会の委員募集

　市上下水道部では、平成20年３月に策定した弘前
市水道事業基本計画（水道ビジョン）の見直しに当た
り、市民の皆さんの意見を反映させるため、懇談会の
委員を募集します。
▽応募資格　次の①～③のすべてに該当する人
①市内に在住する満20歳以上の人で、ほかの付属機
関の委員に選任されていない人
②国・地方公共団体の議員・職員でない人
③任期中６回程度、平日の日中に開催する会議に出席
できる人
▽募集人員　２人
▽募集期間　６月15日～ 30日（当日消印有効）  
▽委員の任期　委嘱の日から平成 26年３月 31日ま
で
▽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　「弘前市水道ビジョンフォローアップ懇
談会委員応募申込書」に必要事項を記入の上、郵送、
ファクス、持参またはＥメールで上下水道部総務課へ。
　応募申込書には、住所・氏名などのほか、「水道に
ついて思うこと」をテーマとした小論を作成・記入し、
提出してください。なお、詳しい資料「公募案内書」
および「応募申込書」は、上下水道部総務課および営
業課窓口に備え付けているほか、市ホームページから
ダウンロードできます。
※提出された応募申込書は返却しません。
▽選考方法　応募者が多数の場合は、書類選考後、非
公開抽選で決定し、結果は応募者全員に通知します。
▽問い合わせ・提出先　上下水道部総務課（〒036・
8217、茂森町 40 の１、☎ 36・8100、ファクス
36・8110、Ｅメール suisoumu@city.hirosaki.
lg.jp）

平成24年度弘前市パブリックコメント制度実施結果皆さんの声を
施策に反映

　平成 24年度は４の施策について実施され、13件
の意見が寄せられました。検討結果については、４施
策を原案のとおり決定しました。各施策における実施

状況は下表のとおりです（募集開始年月日順）。なお、
結果はすべて市ホームページで公表しています。
▽問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

弘前駅前地区再開発ビル
公共的利活用計画（案）

弘前圏域定住自立圏共生
ビジョン（変更案）

弘前市指定地域密着型（介
護予防）サービス事業の基
準等を定める条例案骨子

弘前圏域地域公共交通
計画（案）

募集期間 ６月 15日～７月 13日 11月 15日～ 30日 12月 17日～１月４日 ２月 26日～３月 12日
意見などの
提出件数 13件 ０件 ０件 ０件
政策案の修正
の有無 無 無 無 無
結果の公表日 ８月２日 12月 26日 １月 17日 ３月 15日
問い合わせ先 商工政策課（☎35・1135）行政経営課（☎40・7021）介護福祉課（☎40・7099）都市政策課（☎35・1124）

市民の皆さんから
公募します
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市政情報
Town Information

　住宅性能の向上を伴う改修工事を行う住宅の所有者
に補助金を交付し、安全で安心な住宅リフォームの促
進を図る事業です。現在、申請を受け付けていますの
で、利用を希望する人は申し込んでください。
▽対象者　市内に住宅を所有しその住宅に住んでいる
人で、市税などを滞納していない人
▽対象住宅　賃貸住宅を除く、次のいずれかの持家住
宅
○一戸建ての住宅
○マンションなどの共同住宅（専有部分のみ）
▽対象改修工事　次の①～⑤のいずれかの住宅性能の
向上を伴う既存住宅の改修工事で、ア～ウのすべての
要件に該当するもの
①耐震性能の向上（既に耐震診断を実施し、青森県木
造住宅耐震診断審査委員会の判定を受けている建物）
②省エネルギー性能の向上
③バリアフリー性能の向上
④克雪性能の向上
⑤防災性能の向上
ア改修工事費のうち①～⑤の性能の向上に要する改修
工事費とリフォーム工事かし担保責任保険の保険料等
の合計額が20万円以上のもの
イ市内の施工者で、かし保険事業者登録または建設業
登録をしている建築業者が施工する工事
ウ性能向上に要する改修工事が、実施要綱の「住宅性

能の適合基準」を満たすもの
▽補助率・補助上限額・募集戸数　下表のとおり
※補助率と補助上限額は、性能向上の内容により異な
ります。補助上限額または補助対象工事費等（改修工
事費＋設計料など）に補助率を掛けた金額のいずれか
低い額に、リフォーム工事かし担保責任保険の保険料
等の２分の１を加算した額が補助されます。
▽募集期間　６月30日までの午前８時半～午後５時
（土・日曜日を除く。ただし、29日・30日は受け付
けます）
※申し込みが多数となり、申請額の合計が市の予定金
額を超えた場合は、抽選により対象者を決定します。
また、６月30日の時点で予定金額に達しない場合は、
11月 29日まで先着順で受け付けます。詳しくは建
築指導課（市役所５階、窓口 551）で配布するパン
フレットまた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・申込先　建築指導課（☎40・7053）

性能向上の内容 補助率 上限額 募集戸数
①耐震性能 20％ 60万円 ２戸程度
②省エネ性能

10％ 20万円 14戸程度③バリアフリー性能
④克雪性能
⑤防災性能

市の情報公開・個人情報保護制度昨年度の状況を
報告します

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成 24年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ　　

開示請求 80 30 42 7（5） １
開示申出 0 0 0 0（0） ０
計 80 30 42 7（5） １

○開示決定などに対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

容認 一部
容認 棄却 却下 審理中

異議申立 ６ 0 0 0 ０ ６
※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成24年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ　　

開示請求 21 11 7 2（2） 1
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありません
でした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求な
らびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありま
せんでした。

▽問い合わせ先　法務契約課（☎35・1137）

既存住宅へのリフォーム補助　申請受け付け中より安全で
安心な住宅に

弘前市メールマガジンに登録を弘前の旬の情報を
お届けします

　市では、市民と行政の情報共有を促進するため、市
政情報や市の行事予定などをお届けする「弘前市メー
ルマガジン」を配信しています。
　毎週月曜日に次のようなお役立ち情報が電子メール
で配信されます。皆さんぜひご登録ください。

主な配信情報

【弘前が登場します】
　弘前が舞台となる
テレビ番組や、弘前
が取り上げられた雑
誌などを不定期で紹介します。
【トピックスを紹介します】
　弘前の季節の表情、旬な話題やイベント情報などを
提供します。
【市政情報をお知らせします】
　市政に関する情報をお届けします。
【新着情報をお届けします】
　市ホームページの新着情報の中から、生きのいい情

報をピックアップしてお届けします。
【新着図書を紹介します】
　図書館お薦めの新着図書をピックアップして紹介し
ます。
【ＦＭアップルウェーブ～行政なんでも情報】
　市職員が出演する「行政なんでも情報」の今週放送
分の内容をお知らせします。
【医療情報をお届けします】
　今週の休日在宅当番情報をお届けします。
【臨時情報】
　災害情報などの緊急情報は、臨時号として配信しま
す。

登録は簡単

　登録は、市ホームページから簡単に行うことができ、
無料（通信料を除く）で利用することができます（市
トップページ＞お役立ち情報＞メールマガジン）。
▽問い合わせ先　広聴広報課広聴広報担当（市役所３
階、窓口308、☎ 35・1194）

市公式 Facebook ページを開設しました「いいね！」ボタン
をクリック！

　市では、市の行政情報やイベント情報を配信する
Facebook ページを開設しました。
　皆さんからのアクセスやコメントをお待ちしていま
す。
▽アドレス  https://www.facebook.com/hirosaki
city
▽問い合わせ先　広聴広報課広聴広報担当（市役所３
階、窓口308、☎ 35・1194）

わたしのアイデアポストあなたの近くの
意見箱

　市では、市民の声を聴く広聴事業の一つとして、「わ
たしのアイデアポスト」を設置しています。市政に関
する提案や意見を多くの皆さんから伺い、市政の発展
に結び付けていきますので、皆さんの声をぜひお寄せ
ください。
　郵送やファクスでも受け付けています。提案ととも
に、住所・氏名・性別・年齢・電話番号・回答が必
要な場合はその旨を記入し、「わたしのアイデアポス
ト」と明記の上、広聴広報課広聴広報担当（〒036・
8551、上白銀町 1 の 1、ファクス 35・0080）ま
でお寄せください。
　また、市ホームページ上の「WEB 版・わたし
のアイデアポスト」（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/iken/index.html）もご利用ください。

▽アイデアポスト設置場所　
○市役所総合案内
○岩木総合支所総務課
○相馬総合支所民生課
○市民課駅前・城東分
室
○東目屋・船沢・高杉・
裾野・新和・石川の各
出張所
▽問い合わせ先　広聴広報
課広聴広報担当（市役所
３階、窓口 308、☎ 35・
1194）

公開イメージ



6 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１３.６.１５ 76

環境ニュース 環境ニュース

◆市が設置している回収ステーション
設置場所

市役所本庁舎中庭駐車場（上白銀町）
総合学習センター正面玄関横（末広４丁目）
土手町分庁舎玄関向かい（土手町、市立病院向かい）
岩木庁舎西側駐車場（賀田1丁目）
相馬庁舎相馬総合支所玄関横（五所字野沢）
▽持ち込み可能時間　午前９時～午後５時
▽注意事項　いずれの回収ステーションも、12月
29日～１月３日は持ち込みができません。

◆事業者・民間団体などが設置している古紙リサイクルエコステーション
設置場所 利用日・時間 回収古紙 設置者

コープ
あおもり

松原店（松原東３丁目） 毎日 午前10時～午後８時
新聞紙、雑誌、雑がみ、
ダンボール コープあおもり西弘店（中野１丁目） 毎日 午前10時～午後８時

和徳店（野田１丁目） 毎日 午前10時～午後６時
ローソン和徳町店（和徳町）

毎日 午前８時～午後５時 新聞紙、雑誌、雑がみ、
ダンボール もったいない弘前

健康温泉桃太郎（新里字下樋田）

　古紙のリサイクルを進めるため、市では新聞紙や雑
がみ類の回収ステーションを市内５カ所に設置し、誰
でも自由に持ち込めるようにしています。
▽持ち込める雑がみ類　雑誌、書籍、ノート、ハガキ、
封筒、コピー用紙、ポスターなど
※折り込みチラシなどは、新聞紙と一緒に束ねて出し
てください。
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）
　また、事業者・民間団体などによる古紙リサイクルエ
コステーション（下表参照）もご利用ください。

環境に優しい生活、始めてみませんか環境ニュース環境ニュース

ごみ集積ボックス設置補助金
　市では、カラスなどのごみ集積所での食い荒らし対
策として、ごみ集積ボックスを新たに設置する町内会
を対象に、設置費用の一部を補助します。
▽対象者　ごみ集積所を設置・管理する町内会
▽対象経費　ごみ集積ボックスの購入費または、自ら
ごみ集積ボックスを作製する場合の材料費
▽補助金額　１基につき対象経費の２分の１または
10万円のいずれか少ない額（上限20万円）
▽応募期間　11月 29日まで
▽その他　補助金の交付額が予算枠を超えた場合、応
募期間内でも申請を締め切ります。
▽問い合わせ・応募先　環境管理課資源循環係（☎
35・1130）

「弘前地区オフィス町内会」
参加事業者を募集
　「弘前地区オフィス町内会」は、会社や事業所から
排出される古紙を、資源回収業者が出向き、無料で回
収するネットワークです。現在、参加する事業者を募
集しています。参加すると、古紙を燃やせるごみとし
て処分していた事業者は、古紙リサイクルに積極的に
取り組むことにより、企業のイメージアップにつなが
ります。また、紙ごみの減量化に伴う、省資源・省エ
ネルギーの取り組みが地球温暖化の防止にもつながり
ます。

今
年
も
「
ク
ー
ル
ビ
ズ
」

始
め
ま
す

　今夏も昨年に引き続き、地球温暖化防止および節電
への取り組みが重要であることから、当市では、６月
１日～９月30日に「クールビズ」を実施します。
　環境省が提唱・実施している「クールビズ」は、冷
房の温度設定を 28℃にしたオフィスで快適に仕事を
するための、ノーネクタイ・ノー上着ファッションの
ことで、夏を涼しく過ごすための新しいビジネススタ
イルという意味が込められています。
　室温が 28℃だと、少し暑いと感じる人もいると思
いますが、上着を脱いでネクタイを外せば、体感温度
は約２℃下がります。このようにちょっと工夫するだ
けで、快適に過ごすことができます。なお、冷房の温
度設定を 27℃から 28℃にすると、年間で 30.24 ｋ
Ｗｈの省エネにつながるといわれています（省エネル
ギーセンター「家庭の省エネ大辞典」より）。
　最近は、涼感素材の衣類や涼感グッズも数多く販売
されています。暑い夏場を、楽しみながら涼しく過ご
しませんか。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

家庭でできる夏の節電のポイント
 …夏場の電力使用量増加の原因となるエアコンは、必要な時だけ使うようにしましょう

節電のポイント 設定温度は28℃を目安に／扇風機などを使用し、空気を循環させながら
使用する／こまめにON/OFF を切り替える／フィルターはこまめに清
掃する／カーテンやすだれを使って、直射日光を避ける

 …調理方法をよく考え、効率よく調理しましょう
節電のポイント ご飯は炊飯器で保温するより、電子レンジで温めましょう／電気ポット

はコンセントを抜き、必要なときに沸かし直す／食器はため洗いし、給
湯器の使用時間を短くする

 …洗濯機や風呂給湯器は計画的に効率よく使用しましょう
節電のポイント 洗濯物はまとめて洗う／間隔を空けずに入浴し、給湯器の使用時間を短

くする／夏場は暖房便座を使用しない／温水洗浄便座の洗浄水の設定温
度は低めにする

 …24時間 365日使用している冷蔵庫ですが、少し気を付けるだけで簡単に節電できます
節電のポイント 設定温度を「高」から「中」や「小」にする／物を詰め込み過ぎないよ

うにする／熱い物は冷ましてから入れる／開け閉めの回数を減らす／開
けている時間を短縮する

 …電化製品の使用時間を短くしたり、長時間使用しない場合はコンセントを抜いたりして、
待機電力を発生させないようにしましょう
節電のポイント 照明はこまめに消す／白熱電球から省エネ型の蛍光ランプやLEDランプ

に取り替える／テレビは見たい番組だけを選んで見る／テレビを消す時
は主電源を切る／部屋を片付けてから掃除機をかける／髪を乾かすとき
は、タオルで十分乾かし、ドライヤーの使用時間を短くする／夜早く寝
て朝型の生活に切り換える／時にはろうそくの明かりでキャンドルナイ
トを楽しむ

　皆さんの会社や事業所もぜひ参加して、紙ごみの減
量化に伴う循環型社会の形成にご協力ください。
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

当市のごみ減量化の結果
【燃やせるごみを減らすために】
　家庭からでる燃やせるごみの約５割が生ごみです。
生ごみを出す際に、水切りをしっかりとすることで、
ごみの量を減らすことができます。
　事業所から出る燃やせるごみの中に、コピー用紙や
メモ用紙、付せん用紙などリサイクルできる紙類がま
じっていませんか。
　各事業所は、ごみ減量のため、リサイクルできる紙
類をきちんと分別し、リサイクルするようにしましょ
う。
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

新聞紙や雑がみなどの回収ステーションを設置しています

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

平成23年
平成24年
平成25年

平成23年
平成24年
平成25年

5,330

5,286

5,305

4,117

4,294

4,477

家庭系
燃やせる
ごみ

事業系
燃やせる
ごみ

（トン）

燃やせるごみの排出量比較（２～３月）

エアコン
28℃

クッキング

洗濯・風呂・トイレ

ちょっとした工夫で省エネできます

その他

冷蔵庫

COOL  BIZ
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敷地内の雑草や害虫などの
対処はお早めに
　空き地や空き家、家庭の庭で、雑草が茂ったり害虫
が発生したりして困っているとの相談が近隣住民から
寄せられています。
　空き地などの所有者や管理者は、近隣住民の生活に

被害が大きくならないうちに、対処しましょう

迷惑を掛けないよう、定期的に雑草を刈り取ったり、
害虫の駆除を行ったりするなど、適切な管理をお願い
します。
　なお、自分で対処できない場合は、害虫駆除業者や
造園業者などにご相談ください。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

  やめよう！
  不法投棄
　わたしたちの
家庭から出るご
みのうち、家電リ
サイクル法対象
品目（テレビ、冷

蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）のほ
かに、タイヤ、バッテリー、消火器などは市で収集し
ないため、販売店に引き取ってもらうなどの適正な処
理をお願いしています。
　しかし、これらにはリサイクル料金や処理料金が掛
かるため、人目につかない山林や空き地などに捨てる
人がいます。また、缶、びんから自転車、家具に至る、
市で収集しているごみも不法に捨てられていることが
あります。

自然環境を守り、良好な景観を維持していくために

　不法投棄されたごみにより、自然環境や景観が悪く
なります。また、元に戻すためには多くの労力と費用
を要します。不法投棄は犯罪です。絶対にやめてくだ
さい。

野焼きはやめましょう
　家庭や事業所から出たごみを、ドラム缶に入れて焼
却したり、空き地や河川敷などで焼却したりする「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で
禁止されています。
　野焼きは、悪臭や煙による近隣トラブルにつながる
ほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるな
ど、健康への影響が心配されます。
　たき火など日常行われる軽微なもの以外は野焼きと
なります。詳しくはお問い合わせください。
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

上記の事項には重い罰則が科せられます！
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金（法人は
３億円）または併科の重い罰則が設けられています。

合併処理浄化槽整備補助金の活用を
　市では、家庭からの生活雑排水による川や海の水質
汚濁を防止し、快適な生活環境を維持するため、補助
制度を設け、合併処理浄化槽の普及・促進を図ってい
ます。ぜひ、補助制度を活用し、生活環境の維持にご
協力ください。
▽対象者　公共下水道や農業集落排水などの整備計画
がない区域で、一軒家の専用住宅（住宅部分が２分の
１以上の併用住宅および別荘などを含む）に合併処理
浄化槽を設置する人、または設置される住宅を購入す
る人
▽対象となる合併処理浄化槽　処理対象人員が10 人

以下で、国庫補助指針に適合するもの
▽補助限度額　５人槽…35万 2,000 円／６～７人
槽…44 万 1,000 円／８～ 10 人槽…58 万 8,000
円
※実際の設置費用か補助限度額のいずれか少ない額。
▽申し込み方法　環境管理課（市役所２階、窓口
252）に備え付けの申請書に必要事項を記入し、申し
込んでください。
▽その他　補助金には限りがありますので、申請者全
員に交付することができない場合があります。
※詳しい対象区域や補助金交付条件については、お問
い合わせください。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

 

 

 

 イベント
「学都弘前」成果発表会および
「弘前リードマン」ゼミ
　市では、大学生が企画・実施する
活動に必要な経費を助成する「学都
弘前」学生地域活動支援事業を実施
しています。 
　このたび、平成 24年度の事業成
果発表会と、地域づくりの実践者で
ある弘前リードマン・宮川克己さん
のゼミを開催しますので、本年度、
事業の活用を考えている学生のほ
か、地域活動に興味・関心のある市
民の皆さんは、ぜひご参加ください。
▽とき　６月 22 日（土）、午後６
時～（開場は午後５時半。８時半ご
ろ終了予定）
▽ところ　コラボ弘大（文京町）八
甲田ホール
▽定員　60人程度
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【「学都弘前」学生地域活動支援事業
募集】
　現在、25年度に実施する事業を
募集しています。学生の皆さんの提
案をお待ちしています。制度の詳細
は市ホームページをご覧ください。
▽申請期限　７月３日（水）
▽事業実施期間　８月１日～平成
26年２月 28日
■問行政経営課（市役所３階、☎
40・7021）

親子で自然観察会 in弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
　市では、弥生いこいの広場隣接地
を市民が利活用する場所とするた
め、自然観察会を開催します。親子
で弥生の生き物や植物を観察してみ
ませんか。
▽とき　６月23日（日）
　　　　午前10時～正午
▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）ハイランドハウス前
▽内容  これまでの弥生いこいの広
場隣接地の経緯を振り返った後、隣

接地の散策を行います。
▽対象   小学校４年生～６年生の
子とその保護者（子ども１人につき、
保護者１人の同伴が必要）
▽定員　20組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、タオル、手袋
■問電話、ファクスまたはＥメール（住
所・氏名・年齢〈学年〉・電話番号
を記入）で、行政経営課広域・大学
連携担当（☎ 40・7021、■Ｆ 35・
7956、 ■Ｅ gyoseikeiei@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

りんごの一年物語（全３回）
第２回実すぐり
　花が実り、収穫するまでお付き合
いください。今回は、「実すぐり」
の農作業を体験します。
▽とき　６月 23 日（日）、集合＝
午前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問６月 22日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

一緒に炊事遠足に行きましょう

　現在、事情があって学校に行って
いない皆さんに、野外体験活動を通
して自然や人との触れ合いを楽しん
でもらうために開催します。
▽とき　６月 28 日（金）、集合＝
午前９時50分（午後３時半まで）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
※総合学習センター（末広４丁目）
出発・解散。
▽内容　自然体験と炊事活動
▽対象　現在、学校に行っていない
児童・生徒、別室登校をしている児
童・生徒または弘前市フレンドシッ
プルーム通室生（小学校５年生～中
学校３年生）

▽定員　20人程度
■問弘前市フレンドシップルーム（☎
26・4805）

陸奥美窯展

　陶芸作家・三浦幸美さんの出展に
より、ほんのりピンク色をしたりん
ご釉（ゆう）や、ホタテ貝を砕いて
作ったホタテ釉など青森の良さを引
き出した焼き物の作品を展示しま
す。
▽とき　６月 22 日～７月 22 日、
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）

第６回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
　県民を対象としたスポーツ・レク
リエーションの大会です。
　県内８市４町において、グラウ
ンドゴルフなど 33種目が行われま
す。
▽とき　７月６日・７日
▽ところ　県内の各体育施設
※詳細はホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
sports/6th-kenmin-sporec-
fes.html）をご覧ください。
■問青森県スポーツ・レクリエー
ション連盟（☎青森 017・734・
9909）

子どもパークレンジャー・
マタギ体験キャンプ
　白神山地世界遺産登録 20周年記
念イベントとして開催します。
▽とき　①７月 29日～ 31日／②
８月２日～４日
▽ところ　①白神山地赤石川流域
（鰺ヶ沢町）／②白神山地大川周辺
（西目屋村）
▽対象　小学校３年生～中学生＝
20人（先着順）
▽参加料　8,000円
※詳しくは問い合わせを。
■問岩木山自然学校（高田さん、☎
83・2670、■Ｆ 83・2675）

　   暮らしの
nformation
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飲み物
▽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、６月 25 日（必
着）までに、市民体育館（〒036・
8362、五十石町７）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。
■問市民体育館（☎36・2515）

ねぷた囃子（ばやし）講習会

　伝統ねぷた囃子「津軽組」を講師
に迎えて開催します。
▽とき　７月３日～ 12日の午後６
時半～８時半
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル、太鼓の部＝同館研修室
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※当日会場で受け付け。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（☎35・3131）
※ 10 日間連続で受講した人には、
弘前ねぷた保存会から修了証が交付
されます。

初心者硬式テニス教室

　テニスに興味のある人、始めたい
と思っている人はぜひご参加くださ
い。
▽とき　７月４日～８月 22日の毎
週木曜日、午後７時～８時半
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上＝10人程度
▽参加料　１回 500 円（保険料込
み）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、シューズ
※ラケットは貸し出します。
■問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎ 35・0043、受付時間は平日の
午前10時～午後３時）

初心者向け・裂き織りで
コースターをつくろう
　古くなった布や着なくなった服を
再利用して、初心者でも簡単にでき

る裂き織りを体験してみませんか。
▽とき　７月６日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　石田美津子さん
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、ハンカチや日本手
ぬぐいなどで不用の布
■問６月 18 日から、弘前地区環境
整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前９時～午後
４時、月曜日は休館日）へ。

ソフトテニス教室

▽とき　７月６日～ 27日の土・日
曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園内テニスコート
▽対象　高校生以上
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※当日会場で受け付け。
▽持ち物　テニスシューズ
※貸しラケットはあります。
■問弘前ソフトテニス協会（築館さん、
☎携帯090・3694・0796）

かっこいい大人養成講座１
～紙漉沢で紙漉きして、
たまには手紙を書いてみませんか～

　その名前のとおり、昔、紙漉きが
行われていたといわれている旧相馬
村の紙漉沢地区で行う、紙漉きの講
座です。
▽とき　７月13日（土）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　交流センター紙漉の里
（紙漉沢字山越）
※現地集合（現地集合できない人は
相談を）。
▽内容　紙漉きでオリジナルのはが
き５枚を作成し、完成品を使い、手
紙を書いて投函します。
▽講師　紙漉き隊の皆さん
▽対 象　18 歳～ 50 歳の市民＝
20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　はがきの中に入れたいも
の（厚さは薄めで色の濃いもの、押
し花や折り紙など）、筆記用具、50
円切手５枚、相手先住所のメモなど、
飲み物、おやつ

■問７月８日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①７月 13日（土）、
午前 10時～午後１時＝「野菜食育
クッキング～収穫から食卓まで～」
／②７月 20 日（土）、午前 11 時
～午後２時＝「おさかな食育クッキ
ング～旬の魚いただきます♪～」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①食育に関心のある親子＝
６組／②食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　①＝１組 300 円／②＝
１組500円
■問東北女子大学学務課（☎ 33・
2289、 ■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）
※②の講座については、弘前丸
魚ホームページ（http://www.
hmaruuo.co.jp）をご覧ください。

ベテランズセミナー

　「くらしとお金」をテーマに開催
します。
▽日程と内容　①７月 18 日（木）
＝「おもしろやさしい経済学よもや
ま話」…講師・秋田具美さん（元弘
前中央高等学校校長）／②８月 29
日（木）＝「いま改めて金銭感覚を
磨く～金銭トラブルを防ぐために」
…講師・西野寿子さん（消費生活ア
ドバイザー）／③９月 19 日（木）
＝「かしこい年金生活を送るために」
…講師・川村正光さん（ファイナン
シャルプランナー）
※時間はいずれも午前 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
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝各回50人程度
▽受講料　無料
※受けたい講座を選んで受講できま
す。
▽持ち物　筆記用具
■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。

 暮らしのinformation

▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　意識しない筋肉の働きやバ
ランス感覚を養いながらも普段意識
しない筋肉を無理なく鍛えることが
できるエクササイズ
▽対象　高校生以上の市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　ミニバランスボール
※20個まで貸し出します。
■問６月 20 日までに、電話または
ファクス（住所・氏名・年齢・電話
番号を記入）で、岩木Ｂ＆Ｇ海洋
センター（☎ 82・5700、■Ｆ 82・
5701）へ。

子ども着つけ教室

▽とき　６月29日（土）
　　　　午後１時～２時半
※毎月１回、土曜日を予定。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　浴衣の着付け・帯結び、日
常のマナー、風呂敷の使い方など
▽対象　小学校３年生～中学生＝
20人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣、半幅帯、小物、足
袋、風呂敷（68㎝）
※貸し出しもします。
■問青森わごころの会事務局（☎
兼 ■Ｆ 26・3382、 ■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://www.geoci t ies . jp/
wagokoronokai）

市民ボランティアによる
パソコン講座
　市民のためのパソコン講座です。
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　７月２日・９日・16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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　６月 23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）

サワラ剪定（せんてい）
講習会
　初心者にも分かりやすく説明し、
実技も行います。興味のある人はぜ
ひ参加して、家庭の庭木によりよい
環境を作りましょう。
▽とき　６月29日（土）、午前10
時～（雨天決行）
▽ところ　亀甲町広場
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　剪定ばさみ、のこぎり（多
少は主催者側で用意します）
※駐車場はありませんので、公共交
通機関などでおいでを。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

Ｂ＆Ｇ中級水泳教室

▽とき　７月２日～８月８日の毎週
火・木曜日、午後７時 15分～８時
15分
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　各泳法の指導
▽対象　種目を問わず 25ｍ泳ぐこ
とができる市民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

スナッグゴルフ教室

　スナッグゴルフは、ゴルフに比べ
て子どもや初心者でもボールを容易
に打つことができ、場所を選ばず安
全にプレーできるスポーツです。
▽とき　７月３日～ 31日の毎週水
曜日、午後１時半～３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（向
外瀬字岩木地内）
▽内容　準備体操、道具の説明、実
技指導（クラブの握り方・振り方な
ど）、ルール説明、コース実習
▽対象　ゴルフ未経験の市民＝ 15
人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、運動靴、

弥生いこいの広場のイベント

【工作教室】
▽とき　６月29日（土）
　　　　午前10時～
▽内容　バルーンアート作り体験
▽参加料　無料
※材料が無くなり次第終了。
【動物広場イベント】
▽とき　６月30日（日）
　　　　午前10時～
▽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
※動物広場入場料が必要。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

外国人留学生の日本語発表会

　弘前大学で日本語を学んでいる外
国人留学生の皆さんが、日本語で勉
強の成果を発表します。会場内を自
由に移動して、アメリカや中国、タ
イなど、いろいろな国の話を聞いた
り、日本語で質問したりすることも
できます。
▽とき　７月10日（水）
　　　　午後３時半～５時
※時間内の入退場は自由。
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）２階岩木ホール
▽内容　外国人留学生による日本語
での出身国紹介など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　会場には、専用駐車場が
ありませんので、公共交通機関など
をご利用ください。
■問弘前大学国際教育センター（☎
39・3124）

ミニバランスボール教室
（前期）
▽とき　６月 22日～７月 20日の
毎週土曜日、午後６時半～７時半
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人材の確保に向け、求人の早期申し
込みをお願いします。
■問弘前公共職業安定所求人企画部門
（☎38・8609、内線 31＃）

全国一斉「女性の権利110番」
無料法律相談
　女性に対する暴力（ドメスティッ
クバイオレンス、セクシャルハラス
メント、ストーカー）や離婚に関す
る諸問題、職場における差別など、
女性の権利全般に関する無料電話相
談を実施します。
▽とき　６月26日（水）
　　　　午後１時～４時
▽電話番号　☎青森 017・763・
4670
※当日のみの相談専用番号。
■問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

合同就職面接会

　弘前市と国が共同で設置する弘前
就労支援センターでは、「合同就職
面接会」を開催します。
　求人を公開している事業所の人事
担当者と直接面接ができる機会です
ので、ぜひご参加ください。
▽とき　６月 27 日（木）、午後１
時～４時（受付は午後０時半～３時
半）
▽ところ　ベストウェスタンホテル
ニューシティ弘前（大町１丁目）３
階プレミアホール
▽参加企業　販売および飲食関連の
事業所
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人
※当日会場でも登録できます。
▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード（既に求職登録している人）
■問弘前就労支援センター（駅前３丁
目、☎55・0115）

国家公務員（税務職員）
採用試験
　仙台国税局では、バイタリティー
あふれる税務職員を募集していま
す。国の財政を支える税務職員に、
あなたもチャレンジしてみません
か。
▽受験資格

①４月１日現在、高校または中等教
育学校を卒業した日から起算して３
年を経過していない人および平成
26年３月までに高校または中等教
育学校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽第１次試験日　９月８日（日）
▽申し込み方法　６月 24 日～７
月３日に、インターネット（申込
専用アドレス http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html）で申
し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署、仙
台国税局人事第二課または人事院
東北事務局に受験申込書を請求し、
６月 24日～ 28日に、郵送（６月
28日の消印有効）または持参して
ください。
■問人事院東北事務局（☎仙台022・
221・2022）／仙台国税局人事第
二課（☎仙台 022・263・1111、
内線 3236）

総合市民相談

　専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　６月 29 日（土）の午前
10時～午後３時（正午～午後１時
を除く）
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
▽相談内容　法律、税金、金銭貸借
（消費者金融）、相続・遺言、登記、
離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、
予約は６月 18日から電話で受け付
けます。なお、弁護士との相談以外
は、事前の予約は不要です。
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

労働相談会

　青森県労働委員会では、個々の労
働者と事業主との間に生じた労働条
件などのトラブルを解決するため、
無料の相談会を開催します。
▽とき　７月２日（火）、午後１時

半～４時
▽ところ　青森県観光物産館アスパ
ム（青森市安方１丁目）９階「津軽・
南部」
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前予約可。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

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　７月３日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
■問消費者信用生活協同組合青森相
談センター（☎青森 017・752・
6755）

身体障害者巡回診査

　身体障がい者の手帳交付や再認定
を受けようとする人などの診査と更
生相談を行います。料金は無料です。
該当する人は受診するようお願いし
ます。なお、当日の診査のみでは判
定できない場合もあります。
▽とき　７月８日（月）の午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付また
は再認定を受けようとする人／補装
具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問福祉政策課障がい福祉係（市役所
１階、☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる
医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

 暮らしのinformation

２回＝ 10月 16日、第３回＝平成
26年１月 15日
※時間はいずれも午後１時～４時
半。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　骨密度・筋肉量の測定、軽
運動、役に立つ栄養のお話など
▽対象　３回とも参加可能で、軽い
運動ができる人＝30人（先着順）
▽参加料　１回 100 円（傷害保険
料含む、当日徴収）
▽持ち物　汗ふきタオル、動きやす
い服装、飲み物
■問６月 20日～ 28日に、弘前大学
大学院医学研究科社会医学講座（竹
島さん、☎ 39・5041、 ■Ｆ 39・
5038、受付時間は午前９時～午後
５時）へ。

ゆったり～ヨガ教室

▽とき　平成 26年３月までの①毎
週水曜日、午後２時～３時／②毎週
木曜日、午後７時～８時／③毎週土
曜日、午前 10時半～ 11時半の３
コース
▽ところ　①・③スポネット弘前（百
石町）事務所内スタジオ／②大成小
学校（御幸町）地域交流室
▽内容　ヨガで健康づくり
▽対象　小学生以上の市民＝20人
▽参加料　月額 2,000 円（傷害保
険料含む）
※初回は無料体験あり。
▽持ち物　タオル、飲み物、動きや
すい服装
※ヨガマットは無料で貸し出しま
す。
■問スポネット弘前（☎32・6523）

夏休み「ちびっこ縄文講座」

　縄文時代晩期のストーンサークル
が発見され、昨年９月に国の史跡に
指定された大森勝山遺跡。市では現
在、「北海道・北東北を中心とした
縄文遺跡群」として世界遺産登録を
目指しています。
　今回、大森勝山遺跡を活用した「ち
びっこ縄文講座」を開催します。夏
休み、みんなで縄文時代の生活を学
んでみませんか。
▽日程と内容　
①縄文土器づくり＝７月28日（日）

／ところ…裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）
②縄文クイズラリー＝８月 18 日
（日）／ところ…史跡大森勝山遺跡
（裾野地区体育文化交流センター集
合）
※時間はいずれも午後１時～３時。
▽対象　市内在住の小学生で、①・
②の両方に参加でき、裾野地区体育
文化交流センターに各自で集合でき
る人
※小学校３年生以下は保護者同伴
で。
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　無料
▽受け付け開始　６月 25日から電
話で受け付け（受付時間は土・日曜
日を除く、午前９時～午後５時）
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

男女共同参画週間

「紅一点じゃ、足りない。」（平成
25 年度男女共同参画週間キャッチ
フレーズ）
　男女が互いにその人権を尊重しな
がら、責任も分かち合い、個性と能
力を十分に発揮できる社会の実現に
向けて、内閣府男女共同参画局では、
６月 23日～ 29日の１週間を「男
女共同参画週間」と定めています。
　市では、平成 23年度に「弘前市
男女共同参画プラン」を策定し、基
本理念を「一人ひとりの笑顔があふ
れる弘前の実現」としています。
　この機会に、私たちの周りの男女
のパートナーシップについて考えて
みませんか。
■問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

新規高卒予定者を対象とした
求人の早期申し込みを
　弘前公共職業安定所（南富田町）
では、平成 26年３月に高等学校を
卒業する生徒を対象とした求人の申
し込み受け付けを６月 20日から開
始します。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職の促進と、各企業における優秀な

スポーツチャンバラ
会員募集
▽とき　毎週月曜日、午後７時～８
時半
▽ところ　東中学校（末広３丁目）
武道場
▽内容　痛くないスポンジ刀でチャ
ンバラを楽しみます。大会にも参加
します。
▽対象　市民
▽参加料　１回 200 円（各自傷害
保険などに加入を）
※初回は無料体験あり。
▽持ち物　運動のできる服装
■問 ス ポ ネ ッ ト 弘 前（ ☎ 32・
6523、■Ｆ 88・6239、■Ｅ info@
sponet-h.com）

夏休みチビッコスポーツ
教室
▽とき　７月 22 日・23 日の午前
10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　トランポリン、ヒットだ！
ターゲット、スカイクロスほか
▽対象　４歳以上の幼児・小学校１
年生～３年生とその保護者（幼児は
保護者も一緒に参加を）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、室内
専用シューズ、汗ふきタオル、飲み
物
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・生年月日・学年（小学生）・
年齢（幼児）・電話番号・教室名を
記入し、７月16日（必着）までに、
市民体育館（〒036・8362、五十
石町７）へ。
※きょうだいでの参加は、はがき１
枚で可。
■問市民体育館（☎36・2515）

からだシャキッと！
やさしい体力アップ教室
　岩木健康増進プロジェクトを基
に、楽しさを付加した教室を試験的
に実施します。みんなで一緒に体を
動かしながら、楽しく自分の体や健
康について学んでみませんか。
▽とき　第１回＝７月 24 日、第

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

 その他
  



14 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１３.６.１５ 15

 

●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

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

▽その他　納税通知書には、納めた
後の納税証明書が添付されており、
自動車の継続検査（車検）の際に使
用できますので、大切に保管してく
ださい。また、東日本大震災により
滅失または損壊した自動車の代替取
得自動車については、自動車取得税・
自動車税が非課税となる場合があり
ます。
※詳細や不明な点などについては、
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・4341）

白神山地世界遺産登録20周
年記念事業協賛団体の募集
　「白神山地世界遺産登録 20 周年
記念事業実行委員会」では、実行委
員会と共に、記念事業を盛り上げ、
白神山地の保護 ･保全 ･活用の意義
およびその魅力の発信に取り組む企
業や店舗、各種団体の協賛を募集し
ています。
【取り組み例】
〇自然体験イベントへの資材提供
○スタンプラリーへの賞品提供
○自社製品へのロゴ挿入

○白神山地登山道刈払い
○白神山地関連パンフレットの増刷
（協賛企業名入り）
○自社広報媒体での白神関連情報の
発信
○店舗などへの白神コーナー設置
○学校への白神関連図書の寄贈
○その他社会貢献活動として取り組
む活動など（自由な発想で提案を）
※協賛された皆さんの取り組みは県
ホームページや実行委員会フェイス
ブックなどで情報発信し、希望する
企業・団体には白神山地 20周年ロ
ゴマークを提供します。また、12
月に開催予定の記念式典 ･フォーラ
ムに招待します。
■問白神山地世界遺産登録 20周年記
念事業実行委員会事務局（県環境
生活部自然保護課、☎青森 017・
734・9257、 ■Ｆ 017・734・
8072、■Ｅ shizen@pref.aomori.
lg.jp）
※ホームページ・フェイスブックで

情報発信しています。「白神山地世
界遺産登録20周年」で検索を。

第 44 回弘前市民文化祭
総合プログラム
表紙デザインを募集！

　７月から 12
月にかけて開催
する「第 44 回
弘前市民文化
祭」の総合プロ
グラム（Ａ４判）
の表紙デザイン
を募集します。
奮ってご応募く
ださい。
▽募集作品　応募者本人が創作した
未発表のもの
▽応募資格　市民
▽作品の規格
○大きさ…Ａ３判（縦 29.7㎝×横
42㎝）
※作品は右半分がプログラムの表
紙、左半分が裏表紙になることを想
定して作成してください。
○紙質と色…紙質（表現材料）は自
由。着色は蛍光ペン・色鉛筆以外で
行うこと
○タイトル文字など…不要。ただし、
文字が入ることを想定して作成する
こと
▽応募方法　作品の裏面に、提出日
現在の住所・氏名・年齢・職業（ま
たは学校名と学年）・電話番号を記
入し、郵送または持参してください。
▽募集期限　７月17日（水）必着
▽審査　審査会を７月に開催し、最
優秀作品１点と優秀・佳作作品を数
点選考
▽発表　審査結果を応募者全員に通
知し、入賞者の表彰式を市民文化祭
の開会式（９月７日開催予定）にて
行います。
▽賞 品　入賞者には賞状・トロ
フィーを贈呈し、応募者全員に記念
品を贈呈
▽その他　
○応募作品は原則として返却しませ
ん。
○作品の著作権は主催者のものとし
ます。
○最優秀作品は市民文化祭総合プロ
グラムの表紙として１万部製作さ
れ、市内の関係機関・施設・各団体

などに配布されます。
■問弘前市民文化祭実行委員会事務局
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
弘前文化センター１階、市社会教育
協議会内、☎ 31・3010、■Ｆ 31・
3011）

 

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
7／7 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
14 菊池医院（富田町） ☎39・1234
15 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
21 西弘前クリニック（中野1）☎32・4121
28 山内整形外科（城東４） ☎26・3336

内　科
7／7 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
14 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
21 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
7
  ／21

あらいこどもクリニック
／眼科クリニック（城東
中央４）

☎27・2233

28 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

歯　科
7／7 清歯科医院（青山５） ☎37・8020
14 松山歯科医院（富田３） ☎33・2020
15 くどう歯科（茂森町） ☎31・0120
21 やまざき歯科医院（大清

水４）
☎39・6666

28 弘南歯科医院（川先４） ☎26・0888

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  180,088人　 （＋639）
　 男　　  82,476人　 （＋415）
　 女　　  97,612人　 （＋224）
・世帯数　 72,175世帯（＋506）
平成 25年５月１日現在（推計）

 暮らしのinformation

○黒石市（姥懐霊園火葬場）…☎
52・2944
○五所川原市（環境対策課）…☎
0173・35・2111
○平川市（やすらぎ聖苑）…☎
43・5052
○大鰐町（住民生活課）…☎ 48・
2111

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。
▽７月の相談日　22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）

下水道の処理区域が
広がります

　　
　公共下水道の処理区域が、７月１
日から広がります（対象…小金崎１
丁目・小金崎字村元の各一部）。
　新たな処理区域内の皆さんには、
下水道の接続などについてのお知ら
せを送付しますので、早めの水洗化
にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

岩木・相馬地区活性化
支援事業　実施団体募集
　市では、岩木・相馬地区の産業や
教育の振興、地域コミュニティの推
進などにつながる事業に取り組む団
体に対し、事業費の一部を補助しま
す。
▽応募期限　７月22日（月）
▽対象事業　岩木・相馬地区で行う、
産業の振興、生活環境の整備、教育

の振興、地域コミュニティの推進、
地域間交流の促進、地域文化の振興
などに関する事業（ソフト事業）
▽対象　岩木・相馬地区に事務所を
有し、岩木・相馬地区の活性化を推
進する団体
▽対象経費　事業に要する経費（た
だし、食糧費、人件費、備品などは
対象外）
▽補助率　10 分の９または 50 万
円のいずれか少ない額以内の額
■問岩木総合支所総務課（☎ 82・
1621、■Ｆ 82・3118）／相馬総
合支所総務課（☎ 84・2111、■Ｆ
84・3500）

東北女子大学
「食事診断」のお知らせ
　東北女子大学では、新しい企画「栄
養管理士が皆さんの食事を診断しま
す」を始めました。皆さんの食生活
を見直すきっかけづくりとして、ご
活用ください。詳しくはインター
ネットで「東北女子大学　食事診断」
と検索してください。
■問東北女子大学（☎33・2289）

自動車税の納付はお早めに

　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は７月１日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納付を。　
▽納税義務者　県内に主たる定置場
がある自動車の 4月 1日現在にお
ける自動車登録上の所有者（割賦販
売などで自動車販売店が所有権を留
保している場合は、自動車の使用者）
▽納付場所　全国の主なコンビニエ
ンスストア、県内の銀行・信用金庫・
農協などの本支店、東北地方の郵便
局（納期限を過ぎると、コンビニエ
ンスストアで納付できない場合があ
ります）
※口座振替を利用している人は、
納期限の日が振替日です。また、
インターネット上の専用サイト
「Yahoo! 公金支払い」から、納税
通知書に記載されている「納付番号」
「確認番号」やクレジットカードの
番号などを入力して手続きをするこ
とで、クレジットカードで自動車税
を納付できます（手数料は315円）。

仕事おこし・雇用づくり
補助金の募集について
　市では、失業者などを新たに雇用
し、地域の課題解決に向けた新事業
の展開や、今後拡大が見込まれる成
長市場への新規参入などに取り組む
事業者に対して、経費の一部を補助
します。
▽募集期間　６月 17日～７月 19
日
▽対象者　市内に主たる事業所など
を有する民間事業者または住所を有
する個人で、市税などの滞納がない
者
▽対象経費　①新規雇用者の人件費
（補助金額の２分の１以上）、 ②事業
費（旅費、機械器具等借上料、印刷
製本費など）
▽補助金額　上限 500 万円（初年
度）
▽補助期間　平成 26年３月 31日
まで
※条件を満たしている場合は、平成
26年度まで継続可能。
▽応募方法　所定の提出書類を仕事
おこし雇用創出課（市役所６階）ま
で直接持参してください。
▽審査方法　事業内容についてのプ
レゼンテーションにより、審査・選
考します。
※補助金の詳細、提出書類について
は市ホームページをご覧ください。
■問仕事おこし雇用創出課（☎ 32・
8106、■Ｆ 35・1105）

愛がん動物火葬業務の
休止について
　斎場（常盤坂２丁目）の動物炉煙
突改修工事のため、次の期間、愛が
ん動物の火葬業務を休止します。
　この期間に火葬を希望する場合
は、市周辺の動物火葬施設を利用で
きます。なお、施設によっては予約
や印鑑が必要な場合もありますの
で、事前にお問い合わせの上、申し
込んでください。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
▽休止期間　６月17日～ 30日
■問斎場（☎ 32・0643）／環境管
理課環境保全係（☎40・7035）
▽市周辺の動物火葬施設（窓口）

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

昨年のプログラム

ロゴマーク
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
30 日まで 板柳町ふるさとセンター

農業収穫体験
カラフルなミニトマトの収穫体験は１人 200 円。利用可能日や
時間はお問い合わせください

板柳町ふるさとセンター（☎ 72・
1500）

1日～
10月 31日

ひらか和！入浴ラリー 温泉に入浴し、スタンプを集めて応募すると、抽選で豪華賞品が
当たります

同実行委員会事務局（柏木温泉内、
☎ 44・7600）

15日～
７月７日

第 44回日展青森展 青森県武道館を会場に開催。日本画・洋画・彫刻・工芸美術・書
の５部門 295点を展示

東奥日報社企画事業部（☎青森
017・739・1249）

16日・23日 紙粘土教室 テーマは毎回変わります。いろいろな造形が楽しめます 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）
23 日 第14回よさこい津軽 土手町通りを会場に開催！参加者・観客が一体となって楽しめる祭り 実行委員会事務局（☎33・4111）
23日 たけのこマラソン大会 誰でも楽しめるマラソン大会。昨年からハーフ種目を創設 同実行委員会（☎46・2104）
30日 ふじワングランプリ 2013 B-1形式でふじさきグルメのNo.1を決める食の祭典 藤崎町企画財政課（☎ 75・3111）

７
月

８
月

６
月

３日～6日（予定）横町夜店まつり（黒石市）七夕飾りが通りを彩り、露店や各種イベントが盛りだくさん 横町向上会（☎ 52・3060）
14日 クラシックカークラブ青

森ミーティングinこみせ
懐かしい旧車約 200 台が全国から集合。参加車両による市内パ
レードが行われます

黒石商店街協同組合（☎ 53・6030）

20日・21日 丑湯まつり（黒石市温湯温泉地区） 無病息災を願う伝統行事。イベントで祭りムードを盛り上げます 丑湯まつり事務局（☎ 54・8322）
28日 どろリンピック 夏休みの思い出に、親子・友人同士で泥まみれになって楽しみませんか 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）
28 日 浅瀬石川ダム湖ふれあいデー ステージイベント・出店などのさまざまな催しが楽しめます 浅瀬石川ダム管理所（☎ 54・8782）
30日～8月5日 黒石ねぷたまつり 約70台のねぷたが集合。合同運行は 7月 30日と８月５日です 黒石青年会議所（☎ 52・3369）

だより “津軽”の話題満載

　名坪平運動公園に隣接する岩木川に約 500mの特設
コースを整備し、ワイルドウォーター、スラロームの２
種目の全国大会（ジャパンカップ）とローカル大会であ
る白神カップカヌー大会が行われます。ジャパンカップ
では全国各地からトップレベルの選手が集結し卓越した
技術を競い合い、白神カップではカヌー愛好者が自慢の
艇に乗り、大会を楽しみます。
▽とき　６月22日（土）・23日（日）
▽ところ　西目屋村岩木川カヌー会場
▽問い合わせ先　西目屋村カヌー大会実行委員会（☎
85・2858）

　第１アートは、大衆演劇の女形で有名な俳優の梅沢富
美男さん演じる花魁（おいらん）と映画「七年目の浮気」
でのマリリン・モンローをそれぞれモチーフに、「花魁
とハリウッドスター」を描きます。また、第２アートに
はウルトラマンを描きます。
▽観覧時間　10月14日までの午前9時～午後5時（入
館は午後４時半まで。9月 29日の第１アートは休み）
▽ところ　第１アート＝田舎館展望台（田舎館村役場６
階）／第２アート＝弥生の里展望所（道の駅いなかだて
「弥生の里」）
▽観覧料　中学生以上＝共通券 300 円、個別券 200
円／小学生＝共通券 100円（未就学児および障がい者
は無料〈障がい者手
帳などの提示を〉。
団体割引はなし）
▽問い合わせ先　田
舎館村企画観光課商
工観光係（☎ 58・
2111、内線 242）

１日・３日 大鰐温泉ねぷたまつり合同運行 扇ねぷた約20台による合同運行 大鰐温泉観光協会事務局（☎48・2111）
１日～７日 弘前ねぷたまつり 大小約80台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます 弘前市観光政策課（☎ 35・1128）
２日・３日 平川ねぷたまつり 2013 今年も高さ 11ｍの「世界一の扇ねぷた」が出陣 平川市商工会（☎ 44・3055）
２日・３日・５日 藤崎町ねぷた合同運行 藤崎地区、常盤地区それぞれ約10台のねぷたが出陣し、町内を練り歩きます 藤崎町商工会（☎ 75・2370）
４日 第38回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内のねぷた約15台が出陣 田舎館村中央公民館（☎ 58・2250）
５日 第39回おのえねぷた祭り 祭りは高揚感に満ちあふれ、待機中には津軽各地の囃子の競演も見られます 平川市商工会尾上支所（☎ 57・2317）
８日～10日 2013りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で練り歩く「りんご山笠」は９日夕方に運行 板柳町経済課地域振興係（☎73・2111）
14日 2013りんごの里いたやなぎ花火大会 3,000 発の花火が夏の夜空を彩ります 板柳町商工会（☎ 73・3254）
14日・15日 碇ヶ関御関所祭り 津軽の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催し物を開催 平川市商工会碇ヶ関支所（☎45・2044）

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害程度区分
判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

カヌージャパンカップ・
白神カップカヌー大会

華やかなショーの世界を表現
「田んぼアート」

西目屋村 田舎館村

過去にはオリンピック出場選手も参加 第１アート完成イメージ


