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～共通事項～
▽募集期間　12月 16日～１月６日（必着）
▽計画（変更案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日、年末年始を除
く、午前８時半～午後５時）
　都市政策課（市役所５階）、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民
課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
▽対象
①市内に住所を有する人
②市内に事務所等を有する人または団体など
③市内に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人、または寄付を行
う人
⑥本計画（変更案）に利害関係を有する人または団体
など

　このたび、下記計画の変更案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見や提案を募集
するため、パブリックコメント（意見公募手続き）を実施します。

▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、
氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在
住・在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれ
か）、件名（任意様式のみ、「○○計画への意見」など）
を記入し、次のいずれかの方法で提出を。
①郵送…〒036・8551、上白銀町１の１、都市政策
課あて
②都市政策課へ直接持参
③ファクス…35・3765
④Ｅメール…toshiseisaku@city.hirosaki.lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市
民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、計画策定
の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
▽問い合わせ先　都市政策課計画係（☎35・1134）

弘前ならではの景観を守り、創り、はぐくんでいくため、平成 24
年３月に策定した「弘前市景観計画」の、史跡大森勝山遺跡の景観
保全を促進するための計画変更案

景観等に関する計画への
パブリックコメントを実施
景観等に関する計画への
パブリックコメントを実施意見や提案を

募集します

１ 弘前市景観計画（変更案）

２
時代の流れとともに失われつつある歴史的風致を維持および向上
させ、後世に継承していくため、平成22年２月に策定した「弘
前市歴史的風致維持向上計画」の、歴史的建造物の保全策を促進
する計画の変更案

弘前市歴史的風致維持向上計画（変更案）
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■職員手当の状況②　期末手当・勤勉手当
弘前市 国

24年度支給割合 24年度支給割合
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 1.175（0.65）月分 0.675（0.325）月分 6月期 1.25（0.65）月分 0.675（0.325）月分
12月期 1.325（0.75）月分 0.675（0.325）月分 12月期 1.35（0.80）月分 0.675（0.325）月分
計 2.50  （1.40）月分 1.35  （0.65）月分 計 2.60（1.45）月分 1.35  （0.65）月分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置　 役職加算  ５～ 20% 職制上の段階、職務の

級等による加算措置　
役職加算  ５～ 20%

管理職加算  10 ～ 25%
（注）　（　）内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。

■特別職の報酬等の状況
　　　　　 （平成 25年４月１日現在）
区　分 給料月額等

給　
料

市　長 104万 2,000円

副市長 85万 7,000円

報　
酬

議　長 59万 4,320円
副議長 53万 2,760 円
議　員 50万 3,500円
区　分 24年度支給割合

期 

末 

手 

当

市　長
副市長

6月期 1.35 月分

12月期 1.50 月分

 計 2.85 月分

議　長 6月期 1.35 月分

副議長 12月期 1.50 月分

議　員  計 2.85 月分

■部門別職員数の状況と主な増減理由　　　 （各年４月１日現在、単位は人、△は減）
　　 区 分
部 門 　　

職員数 対前年
増減数 主な増減理由平成24年 平成 25年

一
般
行
政
部
門

議　会
総　務
税　務
労　働
農林水産
商　工
土　木
民　生
衛　生

11
235
86
2
72
37
165
126
79

11
242
76
2
73
44
164
133
76

 0
　 7
△ 10

0
1
7

△ 1
7

△ 3

　　　
業務量増加および組織改正による増員
業務の見直しによる減員

業務量増加による増員
業務量増加および組織改正による増員
業務の見直しによる減員
業務量増加による増員
業務の一部委託化による減員

小　計 813 821 　 8
特
別
行
政
部
門

教　育
警　察
消　防

188
0
0

173
0
0

△ 15
0
0

業務の見直しおよび組織改正による減員

小　計 188 173 △ 15

公
営
企
業
等

病　院
水　道
交　通
下水道
その他

227
76
0
48
66

228
73
0
48
63

　 1
△ 3

0
0

△ 3

欠員補充による増員
業務の見直しによる減員　
　　　　

業務の見直しによる減員
小　計 417 412 △ 5

合　　計 1,418 1,406 △ 12
（注）　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職
者・派遣職員を含み、臨時職員および非常勤職員を除いています。

　市職員の給与などの状況についてお知らせします。
詳しい内容は、人材育成課人事評価担当（市役所３階、
☎35・1119）へお問い合わせください。
※市ホームページには、より詳しく掲載しているほか、
職員の任免や勤務条件などの状況について公表する
「人事行政の運営等の状況の公表」も掲載しています。

■人件費の状況（普通会計決算）
区　分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ／Ａ）
23年度
人件費率

24年度 25年３月 31日
18万 607人 755億 740万円 4億 9,392万円 92億 4,347万円 12.24％ 12.77％

（注）　人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。
■職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数（Ａ） 給　与　費 1人当たり給与
費（Ｂ／Ａ）　　給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

24年度 1,000人 37億 35万円 5億 4,149万円 12億 6,336万円 55億 519万円 550万 5,000円
（注）　１．職員手当には退職手当を含みません。
　　　２．職員数は平成24年４月１日現在の人数です。
■職員の平均給料月額および平均給与月額、平均年齢の状況　　　　　　　　　　　（平成25年４月１日現在）

区　分 一　般　行　政　職 技　能　労　務　職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

弘前市 30万 9,724円 33万 4,867円 41.8 歳 33万 6,447円 35万 9,565円 50.9 歳
国 30万 7,220円 37万 6,257円 43.1 歳 27万 2,119円 30万 9,534円 49.9 歳

■職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年４月１日現在）
区　分 弘前市 青森県 国

一般行政職 大学卒 17万 2,200円 17万 2,200円 17万 2,200円
高校卒 14万 100円 14万 100円 14万 100円

技能労務職 中学卒 12万 1,600円 12万 5,400円 ー
■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年４月１日現在）

区　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
一般行政職 大学卒 24万 2,589円 28万 8,629円 33万 8,235円

高校卒 20万 5,150円 25万 3,357円 29万 6,760円
区　分 経験年数7年～11年 経験年数12年～16年 経験年数17年～21年

技能労務職 高校卒 ー ー 26万 7,373円
■一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年４月１日現在）

区　分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計
標準的な
職務内容 部　長 部　長 ･

課　長 課　長 課長補佐 課長補佐
･主　幹

係　長・
主　査 主　事 主　事  

職員数 5人 23人 46人 49人 145人 215人 185人 139人 807人
構成比 0.6% 2.9% 5.7% 6.1% 18.0% 26.6% 22.9% 17.2% 100.0%

参考 １年前の
構成比　 0.9% 2.5% 5.9% 6.9% 19.0% 24.7% 25.1% 15.0% 100.0%

■職員手当の状況①　退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年４月１日現在）
弘前市 国

基本額 退職日の基本給月額　×　　　　　　
　　　退職理由別・勤続年数別支給率 基本額 退職日の基本給月額　×　　　　　　

　　　退職理由別・勤続年数別支給率

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.03 月分 28.7875月分 勤続 20年 23.03 月分 28.7875月分
勤続25年 32.83 月分 38.955  月分 勤続 25年 32.83 月分 38.955  月分
勤続 30年 40.67 月分 47.775  月分 勤続 30年 40.67 月分 47.775  月分
最高限度額 55.86 月分 55.86    月分 最高限度額 55.86 月分 55.86    月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
２％～20％加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

２％～20％加算
退職時特別昇給 な　し 退職時特別昇給 な　し

調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく　
加算（０～4万 5,850）円× 60カ月 調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく

加算（０～7万 9,200）円× 60カ月
１人当たり平均支給額 261万円 2,453万 6,000円  

（注）　１人当たり平均支給額は、平成24年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

■職員手当の状況④　特殊勤務手当
区　分 支給額

支給職員１
人当たり平
均支給年額
（24年度）

市立病院以外の職員 3万 2,216円
市立病院看護師等 25万 776円
市立病院医師 451万 7,536円

職員全体に占める手当支給職員の
割合　　　　　　　　　　　　　 22.2％

区　分 手当の名称

手当の名称

市立病院以外

高所作業手当
死体処理手当
有害物取扱手当
道路上作業手当
用地交渉等手当
社会福祉手当
清掃事業従事手当

市立病院
医師調整手当
夜間看護等手当
放射線取扱手当

手当の種類（手当数） 10種類

■職員手当の状況⑤ その他の手当   （平成 25年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制
度との
異同

国の制度
（当市と異
なる内容）

扶
養
手
当

配偶者 1万 3,000円

同
配
偶
者
以
外

１
人
目
配偶者無 1万 1,000円
配偶者有 6,500円

２人目以降 6,500円
※満 15歳に達する日後の最初の４月１日から満 22
歳に達する日以後の最初の３月 31日までにある子
に加算となる額　　　　　　  １人につき 5,000円

住
居
手
当

自ら居住するための住宅を借り受
け一定額（１万 2,000 円）を超え
る家賃を支払っている職員に支給 同
借家・借間（支
給限度額） 2万 7,000円

通
勤
手
当

通勤のため自動車や電車などを利
用している職員に支給

同
交通機関利用者…
　実費、支給限度額５万5,000円
自家用車等使用者…
　片道２km以上 2,000円～
　 片道 60km以上２万4,500円

市職員の

給与などの状況

■職員手当の状況③　時間外勤務手当

24年度決算 支給実績 職員１人当たり
支給年額　　　

３億3,927万円 25.4 万円
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冬を

本年度の新たな取り組み

【追従除雪】
　早朝に行うドーザなどによる一般除雪にロータリ除
雪車を追従させ、朝の通勤時前に道路幅員を確保する
方法を試験的に導入します。
　実施路線はボトルネック箇所（交通量が多く道路幅
員が部分的に狭くなる箇所）や雪置き場までのアクセ
ス道路および通学路などから選定し､ 追従の頻度は降
雪状況に応じて、一般除雪３～４回に１回程度行いま
す（試行延長：約43km）。
【地域除雪活動支援事業】
　近年多くみられる個人所有の各種小型除雪機械や地
域の空き地を利活用し、町会などが一般除雪によって
幅員の狭くなった生活道路の拡幅や排雪を行うことに
対し、市が従事者などの保険加入と燃料費の補助およ
び固定資産税の減免を行います。今冬はモデル地区と
して３町会（鶴田町会・乳井町会・鬼沢第一町会）で
実施します。
【町会雪置き場事業】
　市では、住宅地に空き地を所有している人の協力に
より、地域の雪置き場として町会に無償貸し付けした
場合（管理は町会で）に､ 固定資産税の３分の１以内
を減免します。詳細については、地区町会の除雪説明
会で説明し、モデル地区を選定することとしています。

◎上記取り組みの結果については、広報ひろさきなど
でお知らせします。

その他の取り組み

【小型除雪機の貸し出し】
　生活道路の除雪作業や高齢者世帯の間口の寄せ雪処
理などを行う目的で、小型除雪機を町会に貸し出して
います（平成25年度貸出町会数：58町会）。
【町会等除雪報償金】
　市が除雪作業を行う路線以外の生活道路の除雪を個
人の除雪機械などを使用して行う町会に対して､ 報償
金を支給します。
【間口除雪報償金】
　市が実施する道路除雪による寄せ雪に関し、高齢や
障がいなどで自ら除雪を行うことが困難な世帯を対象
に、地域のボランティアによる間口除雪を実施した町
会等に対して、報償金を支給します。
■問い合わせ先　道路維持課（☎32・8555）
【ホームページで雪に関する情報を提供】
　ホームページでは雪に関する以下の情報を提供して
います。
□除排雪工区検索
□除雪についてのお願い
□消流雪溝の利用方法
□雪置き場情報
□除雪計画
□除排雪担当業者
□降・積雪と除排雪経費
□除雪要望等の件数
□弘前市気象・除雪情報（弘前市 ICTポータルサイト）
【弘前市ＩＣＴポータルサイト】
○市内の観測点での最新の路面状況や積雪状況をパソ
コンや携帯電話で誰でも確認できます。
○地域の除雪車出動をパソコンや携帯電話で誰でも確
認できます。また、除排雪に関する意見や要望を、携
帯電話から写真付きメールで市へ送信できます。
※詳しくは、広報ひろさき 11月 15日号をご覧くだ
さい。

効率的な除排雪作業にご協力を

　通勤・通学時間帯に交通渋滞を起こさないよう、通
常行う一般除雪は深夜から早朝にかけての作業となり
ます。騒音や振動などで、ご迷惑をお掛けします。
　また、除雪作業を円滑に進め、作業中の事故を未然
に防止するため、次のことについて、ご協力をお願い
します。
○路上駐車はしない…一台でも駐車車両があると、除
雪作業がストップし、その地域の除雪が後回しになっ
たり、除排雪ができなくなったりします。
○除雪した道路に雪を出さない…交通の妨げや、交通
事故の原因にもなりますので、マナーを守ってくださ
い。
○屋根雪を道路などへ落とさない…交通を遮断するだ
けでなく、人命に関わることがありますので、危険な
場所については、屋根雪の落下防止の措置を講じたり、
雪下ろしをしたりするなど、十分注意してください。

□一般除雪（作業時間帯：午前１時～６時）
○出動基準…午前０時の降雪量が、10㎝以
上に達した時
※安全で円滑な車両走行ができない路面状況
が発生した場合など。
○除雪延長…約996㎞
□歩道除雪（作業時間帯：午前５時～７時）
○実施基準…降雪量が10㎝以上に達した時
○総延長…通学路を主体に約117㎞
□交差点排雪　交差点や横断歩道の雪山の除
去など、歩行者が安全で安心して歩ける歩行
空間の確保。
□小路排雪　パトロール体制を充実し、積雪
や路面状況を把握して適期に排雪を実施。
□拡幅除雪・運搬排雪　路肩などの雪山に
よって、道路が狭くなり、車や歩行者の通行
および安全性に支障を来す目安となる積雪深
や累計降雪量となった場合は、ロータリ除雪
車などで実施。
□スリップ対策　本町坂、辻坂、加藤坂など
の市道15カ所と、県道４カ所の坂道に、ロー
ドヒーティングを整備。また、そのほかの坂
道、カーブおよび主要交差点には、朝夕に凍
結抑制剤を散布。

平成 25 年度 除雪計画

大和沢川大和沢川

堀越
雪置き場

千年橋

堀越橋堀越橋
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前
川
前
川

鷹匠橋鷹匠橋

堀越城跡堀越城跡

堀越橋千年橋 堀越橋

館田橋館田橋
至
平
川

至
平
川
市

平
川
平
川

堀越
雪置き場

国
道
７
号

国
道
７
号

　いよいよ雪の季節となりました。
　２年続けての豪雪を踏まえ、今冬は除排雪の新たな取り組みを試験的に取り入れる
こととしていますが、安全・安心な冬道の確保と快適な雪国生活のためには、実際に
除雪作業を行う市や除雪業者に加えて、市民一人一人の協力が必要です。道路脇に寄
せられた雪の処理や流雪溝等への投雪などにご理解・ご協力をお願いします。
　また、高齢者や障がい者などの除雪困難者を対象とした間口除雪や通学路の除雪は、
地域の皆さんや弘前大学の学生ボランティアなどの協力を得ながら、取り組んでいき
ますので、皆さんの積極的な参加をお願いします。

あずましい

過ごすために

あずましい

過ごすために
除雪は市民・行政・業者の共同作業で快適に除雪は市民・行政・業者の共同作業で快適に

○歩道と車道の段差に架けてある鉄板などを除去する
○用水路・排水路に雪を捨てない
○除雪車が作業中のときは近寄らない

雪置き場を利用する

　市では、市内４カ所に雪置き場を設けています（下
図を参照）。悪戸・堀越雪置き場は夜間も利用できます。
▽搬入期間　12月下旬～２月 28日（積雪状況によ
り変更の場合があります）
▽利用時間　午前９時～午後５時（堀越雪置き場は午
後５時半、紙漉沢雪置き場は午後４時まで）
▽夜間の利用
○悪戸雪置き場…月・水・金曜日の午後６時半～９時
○堀越雪置き場…火・木・土曜日の午後７時～10時
※搬入する雪には、ごみや建設廃材など、異物が混入
しないよう、十分注意してください。異物が混入して
いる場合は、持ち帰ってもらうことになります。
◆流雪溝・消流雪溝を利用するときは…次のことを守
り、地域みんなで有効に利用しましょう。
○凍った投雪口は、お湯で溶かしてから開ける
○固くて大きな塊は、細かく砕いてから捨てる
○内側に凍り付いた雪は、必ずかき落とす
○作業終了後は、投雪口を必ず閉める
○事故が起こらないよう、歩行者や車に注意する
◆消流雪溝の今後の計画…消流雪溝の整備について
は、水源・水路こう配・流末の条件が整う地区の整備
を進めており、現在、平成 23年度から平成 29年度
までの第２次面的整備Ⅲ期計画の中で、時敏地区・朝
陽地区・北地区の各一部を整備する予定です。
◆お願い…除雪車が通った後は、どうしても玄関前に

岩木橋岩木橋

上岩木橋上岩木橋
アップル
　ロード
アップル
　ロード

駒越町駒越町

紺屋町紺屋町

樋の口
雪置き場
樋の口
雪置き場

浄水場浄水場
悪戸雪置き場悪戸雪置き場

西
バ
イ
パ
ス

西
バ
イ
パ
ス

岩木茜橋岩木茜橋

富士見橋富士見橋

紙漉沢
雪置き場
紙漉沢
雪置き場 相

馬
川
相
馬
川

水星橋水星橋

紙漉沢橋紙漉沢橋

相馬
中学校
相馬
中学校

岩
木
川

岩
木
川

雪が残ります。片付けは
各家庭でお願いします。
■除雪に関する問い合わ
せ先
○市道…道路維持課（☎
32・8555）
○県道…中南地域県民局
地域整備部道路施設課
（☎32・0800）
○国道…国土交通省弘
前国道維持出張所（☎
28・1315）
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弘前市都市計画審議会の委員募集市民の皆さんから
公募します

　弘前市都市計画審議会は、都市計画法の規定に基づ
き設置される審議会で、主に市が都市計画を定める場
合に、その都市計画案について調査・審議する機関で
す。
　都市計画審議会の公正な運営の確保と透明性の向上
ならびに、広く市民の皆さんからご意見をいただくた
め、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　２人
▽募集期限　１月10日（必着）
▽委員の任期・会議の開催　任期は委嘱の日から２年
間。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１万円と交通費
（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、ファクスまたは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
② 400 字程度の応募理由（志望動機、抱負、自己
PRなど）
※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、都市政策課（市役所５階）、
岩木・相馬の各総合支所、各出張所で配布しています。
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・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
し、結果は応募者全員に通知します。
※応募用紙に記載された個人情報は、選考事務のみに
使用し、その他の利用・公表等はしません。ただし、
委員になった人については、その氏名等を委員名簿に
掲載し、公表します。
▽問 い 合 わ せ・ 提 出 先　都市政策課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1134、ファク
ス 35・3765、 Ｅ メ ー ル toshiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp）

屋根の雪下ろし用命綱などを貸し出します事故を未然に防ぐ
ために

　屋根の雪下ろし中の事故を未然に防ぐため、命綱な
どを貸し出します。
　貸出数には限りがありますので、事前にお問い合わ
せください。
▽貸出期間　１月６日～２月28日
※雪の状況次第では、貸出期間の前倒し・延長を行い
ます。
※一式当たりの貸出期限は、貸出日から原則５日間と
します。
▽貸出用品　命綱、安全帯およびヘルメット一式
▽貸出場所・問い合わせ先
○市民協働政策課（市役所２階、☎35・1664）
○岩木総合支所民生課（賀田１丁目、☎82・1628）
○相馬総合支所民生課（五所字野沢、☎ 84・2111、

内線 808）
※受付時間は、いずれも午前８時半～午後５時。土・
日曜日、祝日は、市民協働政策課に限り受け付けます。

ひろさき多子家族応援パスポート冬休みに利用しま
せんか

　市では、18歳未満の子どもが
３人以上いる家族の親子を対象
に、市の公共施設が無料になるパ
スポートを発行しています。
　冬休みに利用してみませんか。

▽対象施設　市の文化・体育・社会教育施設など
※詳しくは、市ホームページ掲載の「ひろさき多子家
族応援パスポート事業対象施設リスト」をご覧になる
か、お問い合わせください。
▽対象　平成７年４月２日以降に生まれた子どもが３
人以上いる家族の親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所１階）
▽申請に必要なもの　対象者全員分の保険証など
▽問い合わせ・申請先　子育て支援課子育て戦略担当
（☎40・7038）

平成 26 年度申告受付期間および受付会場
地区名 受付期間 受付会場 受付時間

全地区（期間前） １月30日（木）～２月10日（月） 市役所２階大会議室 午前８時半～午後４時本庁地区（期間内） ２月12日（水）～３月17日（月）
相馬地区 ２月18日（火）～24日（月） 相馬庁舎多目的室 午前９時～午後４時岩木地区 ２月25日（火）～３月17日（月） 岩木庁舎１階会議室
城東地区 １月30日（木）・31日（金） 総合学習センター

午前９時半～午後４時

裾野地区 １月30日（木） 裾野地区体育文化交流センター
船沢地区 １月31日（金）・２月３日（月） 船沢公民館
新和地区 ２月４日（火）・５日（水） 新和地区体育文化交流センター
高杉地区 ２月６日（木）・７日（金） 北辰学区高杉ふれあいセンター
東目屋地区 ２月10日（月） 東目屋公民館
石川地区 ２月12日（水）～14日（金） 石川公民館
※受付期間については、土・日曜日を除きます。

収入が年金のみの人の申告について
　収入が年金収入のみの人で、年金支払者から市に対
して公的年金等支払報告書（源泉徴収票と同じもの）
が提出されている場合（注１）、申告は原則不要ですが、
次に該当する人は申告が必要です。
○障害年金・遺族年金を受給している人（注２）
○市外から転入してきた人で年金支払者に届け出てい
ないため、当市に公的年金等支払報告書が提出されて
いない人
○源泉徴収票の内容に変更・訂正がある人（扶養して
いる人の変更など）
○各種控除（医療費控除、扶養控除など）を受けよう
とする人（注３）
注１　市に公的年金等支払報告書が提出されている主
な年金の種類は次のとおりです。
◆老齢年金…国民年金、厚生年金、共済組合の年金（国
家公務員共済組合、地方公務員共済組合、公共企業体
職員等共済組合、私立学校共済組合）／◆企業年金

注２　障害年金・遺族年金のみの人でも、介護保険料
や国民健康保険料などの算定に使用するため、市県民
税の申告が必要です。
注３　公的年金収入が 400万円以下で、そのほかの
所得が20万円以下の人は確定申告は不要ですが、各
種控除を受けようとする場合は、市県民税の申告が必
要です。

期間前申告について
　申告期間中の混雑を緩和して待ち時間の短縮を図る
ため、次に当てはまる人については、申告期間前の１
月 30日から２月 10日（土・日曜日を除く）まで、
市役所で申告を受け付けします。
○収入が給与収入または年金収入のみの人で、各種控
除を受けようとする人
○収入がなかった人や障害年金・遺族年金などの非課
税収入のみの人
■問い合わせ・連絡先　市民税課市民税第二・第三係
（☎40・7025、40・7026）

市民税課から申告についてのお知らせです不明な点は問い
合わせを

　e-Tax（イータックス）を利用すると、自宅や事務
所からインターネットを通じて国税の申告や納税、申
請・届出などができます。
　所得税や消費税の確定申告のほか、法定調書の提出
などもできますので、ぜひご利用ください。

【e-Tax のメリット（個人の場合）】
①国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
から直接 e-Tax で申告できます。
②医療費の領収書や源泉徴収票などの添付を省略でき
ます。
③還付申告の処理期間が３週間程度に短縮されます。

【e-Tax の利用に必要なもの】
①電子証明書付きの住民基本台帳カード
※市役所市民課で発行（住民基本台帳カード・電子証
明書手数料として各500円が必要）。詳しくは市民課
受付係（市役所１階、☎35・1113）へ。
②ＩＣカードリーダライタ

▽問い合わせ先　弘前税務署（本町、☎32・0331）
※詳しくは、e-Tax ホームページ（http://www.
e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。

１月から記帳・帳簿などの保存制度の
対象者が拡大されます
　個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年
分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計が
300 万円を超える人に必要とされていた記帳と帳簿
書類の保存が、１月からは、これらの所得を生ずべき
業務を行うすべての人（所得税および復興特別所得税
の申告の必要がない人を含む）について必要となりま
す。記帳・帳簿などの保存制度や記帳内容の詳細は、
国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）を
ご覧になるか、最寄りの税務署に問い合わせを。
▽問い合わせ先　弘前税務署（☎ 32・0331）
※自動音声の案内に従って番号の２を押してくださ
い。

申告は e-Tax で
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 イベント

　   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

いつ・もの・こと弘前版読者カフェ
「読み聞かせ：
セロ弾きのゴーシュ」
　絵本の読み聞かせを通じて親子の
コミュニケーションを見直してもら
おうという企画です。
　JPIC読書アドバイザーの髙嶋敬
子さんを絵本の読み手に招き、弘前
交響楽団所属のチェロ奏者・藤田豊
彦さんによる生演奏をBGMに「セ
ロ弾きのゴーシュ」の読み聞かせを
行います。
▽とき　12月22日（日）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　圓明寺（新寺町）
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問 12月 19日までに、電話で毎日
新聞ローカル「いつ・もの・こと弘
前版」（工藤さん、☎ 050・3694・
5155）へ。

第２回ひろさき交通フォーラム

　現在、全国の地方鉄道が厳しい経
営状況にあり、存続の危機にさらさ
れています。
　地域住民の熱意やアイデアなど

で、特色ある取り組みを行っている
和歌山電鐡や津軽鉄道のお話を聞き
ながら、通勤、通学、通院や買い物
など、私たちの日常生活に欠かすこ
とのできない、地域に根差した大切
な公共交通機関の一つである弘南鉄
道について、一緒に考えてみません
か。参加者を交えた意見交換や粗品
の進呈もありますので、ぜひご参加
ください。
▽とき　12月 23日（月・祝）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　地域鉄道活性化に向けた和
歌山電鐡、津軽鉄道の取り組みなど
の紹介／礒野省吾さん（和歌山電鐡
代表取締役専務）、白鳥泰さん（津
軽鉄道総務課長）、鹿田智嵩さん（路
地裏探偵団団長）による対談／参加
者との意見交換
▽入場料　無料
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）
※公共交通に関するフォーラムです
ので、なるべく公共交通機関のご利
用をお願いします。

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」
　中国、フランス、ハンガリー、
ニュージーランド…いったいどんな

国なんだろう？
　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、日本語で自
分の国を紹介します。会場内を自由
に移動して、いろいろな国のお話を
聞いたり、日本語で質問したりする
こともできます。留学生とお話しし
ながら外国のことを知って、楽しい
時間を過ごしてみませんか。
▽とき　１月18日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　留学生による出身国の紹
介、留学生とのお話し（どちらも日
本語）
▽対象　各国の留学生と話してみた
い人、世界の国々に興味のある人
▽参加料　無料　
※事前の申し込みが必要。
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）
※弘前大学国際交流センターと中央
公民館が協力して実施する国際交流
事業です。

平成25年度
弘前市社会福祉大会
　弘前市社会福祉協議会では、「ふ
れあいのまちづくり」をスローガン
に平成 25年度弘前市社会福祉大会
を開催します。
▽とき　１月24日（金）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　①午後０時半～＝オープニ
ングアトラクション（みのり第２保
育園・桔梗野みのり保育園による創
作演舞とつがるよさこい演舞）／②
午後０時 55分～＝福祉協力校活動
体験発表（三省・堀越・青柳小）／
③午後１時 45分～＝記念講演…講
師・齋藤春香さん／④午後３時～＝
式典（社会福祉事業の功労者表彰）
※会場ロビーでは、福祉施設で作っ
た野菜や加工品などの即売をしま
す。
▽入場料　無料
■問弘前市社会福祉協議会（☎ 33・
1161）

　元三重県知事で現在、早稲田大学マニフェスト研究
所所長を務める、北川正恭さんを講師に招き、地域経
営をテーマにしたフォーラムを開催します。
▽とき　１月11日（土）、午後１時～
▽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）
▽内容　基調講演「マニフェストの共有による自立した地域経営」…講師・北
川正恭さん／事例報告…報告者・弘前市長、ユースサミット弘前、弘前レポー
ターズ／パネルディスカッション
▽参加料　無料
■問電話、ファクスまたはＥメール（氏名・電話番号・所属団体名を記入）で行
政経営課（☎ 35・1123、■Ｆ 35・7956、■Ｅ gyoseikeiei@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
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地域経営フォーラム in弘前
 ～地域経営で挑む新たなまちづくり～

　例年、燃料タンクの配管破損やポリタンクなどに小
分けにするときの不注意が原因で、灯油などを流出さ
せる事故が多く発生しています。油の流出事故は、河
川や農業用用排水路を汚染したり、上水道の取水が停
止したりするなど大事故につながる恐れがあります。
また、場合によっては、原因者が多額の費用を負担し
なければならないこともあります。事故を未然に防ぐ
ためにも、次のことを心掛けましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに小分けにするとき
は、最後までその場を離れない
②燃料タンクの配管を除雪機などで傷つけないため

に、雪が積もっても配管の位置が分かるように目印を
付ける
③燃料タンク内の減り具合が早いときや、燃料タンク
の周囲で油のにおいがするときは、油が漏れていない
か調べる
④燃料タンクの周りに防油堤を付ける
　万が一、油が漏れても、決して中和剤や洗剤などは
使わずに、速やかに環境管理課または消防本部にご連
絡ください。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）／消防本部予防課（☎32・5104）

　環境省が提唱・実施している「ウォームビズ」とは、
暖房時の室温を 20℃にし、寒い時は着る、過度に暖
房機器に頼らないという「働きやすく暖かいビジネス
スタイル」のことをいいます。
　暖房に必要なエネルギー使用量を削減することは、
地球温暖化の原因となっている二酸化炭素（ＣＯ２）
の排出を抑えることにつながります。
　雪国では、暖房の使用とともに電力の使用量が増加
することから、冬期間も節電の取り組みが必要です。
室温を 20℃にしようとしても、天井に近い方が暖か
く、床に近い方が寒くなる場合があります。そのよう
な場合は、部屋全体の空気を循環させる工夫や、足元
を暖める工夫も必要です。また、太陽の光を取り入れ
て壁や床を温めたり、夜間にカーテンを閉めて熱を
遮ったりすることも効果があります。
　市では今冬も「ウォームビズ」を実施し、市の施設
の室温は、特に事情がない限り 20℃とすることにし

ましたので、ご理解をお願いします。

今年の冬は「ウォームビズ・プラス・ワン」
　今までの
ウォームビ
ズにさらに
ちょっとし
たアイデア
をプラスすることで、より快適に楽しく、暖かく過ご
すことができます。それが、「ウォームビズ・プラス・
ワン」。みんなであっと驚くアイデアを一緒に考え、
ウォームビズの輪を広げていきましょう。
　また、一人ひとりが暖房を使うのではなく、みんな
で暖かいところに集まることでエネルギー消費の削減
につなげる「ウォームシェア」も心掛けましょう。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

　10月 16日、松原小学校父母と教師の会に対して、
ユニバースからの平成 25 年度資源ごみ回収ステー
ション設置に係る寄付金の贈呈式が行われました。
　これは、青森県が提唱する「もったいない・青森県
民運動」の趣旨に賛同した同社が平成22年度より実
施している事業で、応募のあった県内各団体の「古紙
等の資源ごみ回収ステーション」設置に対して寄付を
行っているものです。
　これまでの当市における同事業の累計設置数は２件
となっています。同事業は、来年度以降も実施される
予定ですので、興味のある団体は気軽にお問い合わせ

ください。
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

10月 16日、松原小学校で行われた贈呈式

灯油などの流出事故に注意を！

環境ニュース

環境ニュース環境ニュース

ウォームビズ（WARM BIZ）の実施
皆さんもウォームビズを始めませんか～ 12 月は地球温暖化防止月間です～

資源ごみ回収ステーション整備に寄付金を贈呈



 

キッズスポーツひろばwith

　みんなで気軽に楽しめるレクリ
エーション・スポーツで、体力づく
り、仲間づくりをしましょう。
▽とき　毎週土曜日、午前 10時～
正午
▽ところ　南富田町体育センター
▽対象　主に小学生
▽参加料　１回200円（当日徴収。
初回無料体験あり）
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　内履き、動きやすい服装、
汗ふきタオル、飲み物
■問スポネット弘前事務局（☎ 32・
6523、日曜日を除く、午前９時～
午後９時〈水・木曜日は正午から〉）

第１回我（わ）の絵馬コンテスト
参加者募集
　絵馬板に絵や文字などを描いて応
募してみませんか。
▽テーマ（部門）　①干支部門＝課
題「午（うま）」　②自由課題部門
▽応募方法　コンテスト指定の絵馬
板を購入し、絵馬板に「絵」や「文
字（絵と文字）」などを描いて、津
軽絵馬研究会事務局に持参または送
付してください。
※絵馬板は１枚 500円で同事務局
にて販売。
▽賞　グランプリ各１作品、特選各
１作品（このほか、多数の賞あり）
▽応募期限　２月15日（土）必着
▽審査方法　主催者が審査
▽発 表・ 表 彰 式　とき…３月４
日（火）、午前 10時～／ところ…
ANEKKO（宮地字川添）
▽作品展示　とき…３月４日～４月
６日／ところ…ギャラリーあねっこ
（直売所野市里〈ANEKKO〉内）
※作品は展示終了後、高照神社に奉
納し、返却しませんので、ご了承く
ださい。
▽応募先　津軽絵馬研究会事務局
「我の絵馬コンテスト」係（〒036・
1341、 宮 地 字 川 添 77 の ４、
ANEKKO 内、担当・村上さんか
船木さん、☎ 82・1055、■Ｆ 82・
1060）

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　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、12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）

ベテランズセミナー

▽とき　１月16日（木）
　　　　午前10時～11時半
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）視聴覚室
▽テーマ　シリーズ体験学習①「プ
ラネタリウムの楽しみ方」
▽内容  プラネタリウムの観覧と初
心者向けの解説…素朴な疑問にお答
え、プラネタリウムのここが面白い、
“星空”を動かす機械を拝見、星座
を知る入口は物語からほか
▽講師　中央公民館職員
▽対象　おおむね60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
▽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。
※同シリーズ２回目は２月 20日、
３回目は３月６日に実施予定。

弘前市民健康推進協議会
「大人のためのブラッシング講座」
　毎日行っている歯磨きのこと、気
になりませんか。
　本講座では、歯科衛生士による正
しいブラッシング指導のほか、お口
のマッサージの仕方、歯周病・お口
の健康にまつわる講話を行います。
参加者には歯ブラシをプレゼントし
ますので、この機会に正しいブラッ
シングを身に付けてみませんか。
▽とき　１月17日（金）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）

▽対象　弘前市に住所を有する 20
歳以上の人＝25人（先着順）
▽持ち物　タオル１枚
■問 12 月 20 日～ 26 日に、電話
で弘前市保健センター（☎ 37・
3750、受付時間は午前８時半～午
後５時）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①１月 18日、午前
10時20分～11時50分＝「フリー
ウエアで学ぶ心理学実験講座」／②
１月 25日、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高校生以上＝５人（先着
順）／②食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円
■問東北女子大学公開講座係（☎
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。

シンフォニー「成年後見
制度を考える会」公開講座
　成年後見の実際について、一つの
事例を時系列に沿って説明し、日々
の活動から終了手続きまで分かりや
すく解説します。
▽とき　１月18日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽テーマ　「成年後見人」の仕事と
は
▽講師　三上富士子さん（社会福祉
士）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　300円（当日徴収）
■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。
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市立博物館リニューアル
オープン記念イベント
「市民の博物館」
　ひろさき
環境パート
ナーシップ
21 と市教
育委員会の
主催により、改装後の博物館におい
て、普段は見られない博物館内部を
見学するイベントを開催します。新
しい機能を持った展示ケースや照明
についての説明・体験のほか、館長
や学芸員、博物館スタッフとのディ
スカッションも予定しています。
▽とき　３月８日（土）、午後１時
～３時半（開場は午後０時半）
▽対象　小学生以上　
▽定員　60人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　往復はがきの往信
欄裏に、住所・氏名・博物館および
展示についての希望や質問を、返信
欄表に、住所・氏名を記入の上、１
月31日（必着）までに、市立博物館
（〒036・8356、下白銀町１の６）へ。
※はがき１枚で２人まで。参加の可
否は返信はがきでお知らせします。
■問市立博物館（☎ 35・0700、■Ｅ
hakubutsu@hi-it.jp）

The津軽三味線2014　春

　津軽三味線の音色が流れる街・弘
前で「津軽三味線2014　春」を開
催します。
　津軽三味線 300 人大合奏をメー
ンに繰り広げられる魅力満載のス
テージは、民謡や手踊りを織り込み、
津軽三味線本来の姿を追求する本場
ならではの迫力と感動を体験できる
イベントです。本場のだいご味を心
ゆくまでお楽しみください。
▽とき　３月８日（土）、昼の部＝
午後２時～／夜の部＝午後５時半～
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料（全席指定） 　昼・夜の部
ともにＳ席 2,000 円、Ａ席 1,500
円
▽チケット販売所　JR東日本びゅ
うプラザ、ヒロロ、イトーヨーカドー
弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘
前中三、メディアイン城東店・樹木

店、市立観光館、まちなか情報セン
ター、弘前商工会議所
■問 The 津軽三味線実行委員会（弘
前商工会議所内、☎33・4111）

二十歳の祭典

▽とき　１月12日（日）
　　　　午前11時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成
人祭（式典終了後）
▽対象　平成５年４月２日～平成６
年４月１日に生まれた人
※市内に住所のある対象者には開催
１カ月前までに案内はがきを郵送し
ます。なお、転出などで案内はがき
が届かない人も参加できますので、
当日直接会場へおいでください。
▽その他　当日は周辺の道路が大変
込み合いますので、時間に余裕を
持っておいでください／駐車場は、
市役所駐車場、または市立観光館駐
車場（有料）をご利用ください
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

第７回北の文脈文学講座

▽とき　12月 21日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽テーマ　三浦雅士『出生の秘密』
▽講師　舘田勝弘さん
▽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。

かけっこ教室

▽とき　１月８日～２月７日の毎週
水・金曜日、午後４時半～５時半
▽ところ　河西体育センター（石渡

１丁目）
▽内容　用具を取り入れながら、走
る・跳ぶ・ける・投げるなどの全身運動、
ラダー・ミニハードルを使って足を
細かく速く動かすトレーニング
▽対象　走りが苦手な小学校１年
生・２年生＝20人
▽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、
室内用シューズ
▽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、12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）

リサイクルそり作り教室

　木材と竹ざおの切れ端を使ってそ
りを作ってみませんか。
▽とき　１月11日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽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　尾崎行雄さん
▽定員　15人（親子での参加も可。
１家族１台まで）
▽参加料　無料
▽持ち物　金づち、軍手、ぞうきん
１枚、そりに付けるひも（直径５㎜
程度のものを約３ｍ）
▽その他　そりを作った後は屋外で
そりを使って遊びます。参加する人
はスキーウエアなどを持参してくだ
さい。
▽ 休 館 日　12 月 16 日・24 日、
29日～１月３日、６日
▽受け付け開始　12月 17日～
■問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）

筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室
▽とき　１月９日～２月13日の毎
週木曜日、午前10時半～11時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水中ウォーキングの基本か
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▽持ち物　母子健康手帳
▽その他　駐車場はヒロロ駐車場
（３時間無料）または、おおまち共
同パーク（２時間無料）をご利用く
ださい。
■問１月６日～ 15日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
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。
▽１月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
10 日・26 日の午前 10 時～午後
３時
〇弘前市保健センター会場（野田２
丁目）＝ 20日の午前９時～午後３
時半
▽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）

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
事務所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　１月８日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森相
談 事 務 所（ ☎ 青 森 017・752・
6755）

平成26年度
体育施設の利用計画受付
▽対象施設　市民体育館、運動公園
（克雪トレーニングセンター）、弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター、笹森記念体育
館、河西体育センター、温水プール
石川、千年庭球場、弘前公園庭球場、

小沢運動広場、悪戸・加藤川・境関・
石川・栄町の各河川敷運動施設、第
２・第３市民プール、城北ファミリー
プール、岩木山総合公園、岩木Ｂ＆
Ｇ海洋センター、相馬球場
※運動公園は来年度改修工事を予定
しているため、希望に添えない場合
があります。
▽対象　各種スポーツ大会・催し
※対象以外は通常予約です。
▽受付期間　12 月 16 日～１月６
日
▽申し込み方法　文化スポーツ振興
課および各体育施設に備え付けてい
る利用計画書に必要事項を記入し、
文化スポーツ振興課へ提出してくだ
さい。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は、大会規模などによ
り調整し、２月上旬に結果をお知ら
せします。
■問文化スポーツ振興課（市役所２階、
☎40・7115）

「簡素な給付措置」を装った
「振り込め詐欺」や「個人情
報の詐取」にご注意を
　10月１日に閣議決定された「簡
素な給付措置」については、現在、
申請手続きを含めた具体的な給付方
法などは国で検討中であり、まだ市
民の皆さんへ連絡や給付を行う段階
ではありません。具体的な給付方法
などが決まり次第、速やかにお知ら
せしますので、「振り込め詐欺」や「個
人情報の詐取」にご注意ください。
○市や厚生労働省などがATMの操
作をお願いすることは、絶対にあり
ません。
○市や厚生労働省などが、「簡素な
給付措置」のために、生年月日や家
族構成、口座番号などを電話や手紙
で照会することは、絶対にありませ
ん。
　「簡素な給付措置」を口実とした
不審な電話があった場合は、最寄り
の警察署や市役所へ連絡を。
■問 福祉政策課総務係（☎ 40・
7037）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「書道

愛好会」の会員を募集しています。
初心者だけでなく、経験者も歓迎し
ます。まずは見学においでください。
▽活動日　第２・４水曜日の午前
10時～正午
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や詩
語などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽定員　若干名
▽会費　月額 3,700 円（テキスト
代含む）
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、火曜日は休み）

台風18号による浸水世帯
し尿くみ取り事業費補助金
▽対象　台風 18号により、現に居
住する家屋が浸水被害を受け、９月
16日～ 24 日にし尿をくみ取った
人で、市のり災証明を受けられる人
▽補助対象経費　し尿くみ取り費
▽補助金額　実支出額（１回分）
▽申請方法　申請書にくみ取り料金
の領収書（レシート可）の原本と、
市発行のり災証明書を添えて申請
を。また、印鑑（認め印可）、振込
口座が分かるものを持参してくださ
い。
※申請書は、環境管理課（市役所
２階）、岩木・相馬総合支所、各
出張所に備え付けているほか、市
ホームページ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kakuka2/
HSC01-0000001869/index.
html）からダウンロードできます。
▽申請期間　１月31日まで
▽申請先　環境管理課、岩木・相馬
総合支所、各出張所
■問環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

消費税および地方消費税が
変わります
　平成 26年４月１日から消費税お
よび地方消費税の税率が８％に引き
上げられます。
　また、今回の引き上げに際し、消
費税の円滑かつ適正な転嫁を確保す
るため、消費税転嫁対策特別措置法
によって、次の措置が設けられまし

た。
①総額表示義務の特例…税込価格で
あると誤認されないための措置を講
じていれば、税込み価格による表示
をしなくてもよいとする特例（表示
例…100円〈税抜き〉）
②転嫁拒否等に関する措置…事業者
間の取引で、税率の引き上げ分の転
嫁を拒んだり、チラシや店頭で転嫁
を阻害する表示（例…「消費税は転
嫁しません」などの表示）を規制す
る措置
　詳しくは、国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp/）をご覧
ください。
■問弘前税務署（☎32・0331）
※自動音声の案内に従って番号の２
を押してください。

差し押さえ財産の公売

　県では、不動産や動産などの差し
押さえ財産について、インターネッ
トオークションで売却するインター
ネット公売システムを利用して公売
を行っています。
　公売情報や入札方法は、随時県
ホームページで公開しています。詳
細は、県ホームページをご覧になる
か、中南地域県民局県税部までお問
い合わせください。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（蔵主町、☎32・4341）

冬期労働災害防止運動

　冬期間は、降雪・低温および強い
季節風などの冬期特有の気象条件の
影響で、積雪・凍結・寒冷による転
倒災害や屋根除雪中の墜落災害など
が多発していますので、これら災害
の防止に取り組みましょう。
〇墜落災害の予防策…滑りにくい靴
やヘルメットの着用、高所作業時の
安全帯の使用など
〇交通災害の予防策…控えめな速
度、長めの車間距離、急ハンドルや
急ブレーキをしないなど
※冬期間における労働災害防止に関
する資料を青森労働局ホームページ
（http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/_home.html）
に掲載しています。
■問青森労働局（青森市新町、☎青
森 017・734・4111）／弘前労
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働基準監督署（南富田町、☎ 33・
6411）

ガスを安全に

　ガスを安全に使用するため、取り
扱いの際は次のことに気を付けま
しょう。
○点火・消火は目で確認する／ゴム
ホースは必ず赤い線まで差し込み、
ホースバンドでしっかり止める／未
使用のガス栓にはゴムキャップを取
り付ける／給排気の点検を行い、ガ
ス器具の使用時は換気に十分気を付
ける／ガス漏れ警報器などの安全対
策の装置を取り付ける／器具の故障
の場合は専門家に依頼する／不完全
燃焼防止装置付・立ち消え安全装置
付の器具を使用する
■問ガスに関すること…ガス供給事業
所／火災予防に関すること…最寄り
の消防署・分署

平成25年工業統計調査を
実施します
　経済産業省・県・市では、12月
31日現在で、工業統計調査を実施
します。
　この調査は製造業を営む事業所を
対象に、その活動状況を明らかにす
ることを目的として毎年行われてお
り、調査結果は、中小企業施策や地
域振興など、国および地域行政施策
のための基礎資料として利活用され
ます。　
　調査の実施に当たり、12月下旬
から調査員が事業所などに伺います
ので、ご協力をお願いします。
※皆さんから提出された調査内容に
ついては、統計法に基づき秘密は厳
守されます。
■問行政経営課統計情報分析担当（☎
40・7016）

市立郷土文学館の臨時休館

　市立郷土文学館では、展示替えな
ど館内整理のため、次の期間、臨
時休館します。なお、１月 12日か
らは、第 38回企画展「『まるめろ』
の飛翔 高木恭造展」を開催します。
▽期間　１月４日～11日
※年末年始の 12月 29日～１月３
日は開館します。
■問市立郷土文学館（下白銀町、追手
門広場内、☎37・5505）

河西体育センター
室内プールの臨時休業
　河西体育センターでは、プール水
の交換清掃および機械設備の保守点
検のため、次の期間、室内プールを
休業します。
▽期間　12月 16日～１月４日
■問河西体育センター（石渡１丁目、
☎38・3200）

ベビーレッスン

▽とき　１月 19 日（日）、午前の
部＝ 10時半～正午、午後の部＝１
時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、パパの妊婦体
験、マタニティ相談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の人とそ
の家族＝各４組（先着順）
▽参加料　無料
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人の動き PopulationPopulation

・人口　  179,796 人　 （－35）
　 男　　  82,385 人　 （－10）
　 女　　  97,411 人　 （－25）
・世帯数　 72,480 世帯（＋20）
平成 25年 11月１日現在（推計）

 

「弘前市長
　　新春に語る」

周波数は
78.8MHz  
ＦＭアップルウェーブ

新春特別番組

■とき　１月１日（水）、正午～



 暮らしのinformation ●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

大鰐町

だより “津軽”の話題満載

「大鰐温泉スキー場」がオープン

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。

市
町
村
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ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
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１
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
１日 常盤八幡宮年縄奉納行事 元日の朝、巨大な年縄を奉納し、新しい年の五穀豊穣や家内安全を祈願

する伝統行事
藤崎町常盤地区コミュニティセン
ター（☎65・2959）

１日 元旦マラソン（板柳町） 元日の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会もあります 板柳町生涯学習課（☎72・1800）
２日 こけし初挽き 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が新年最初のこけしを作ります 津軽こけし館（☎ 54・8181）
19日 蕎麦・うどん打ち教室 そば・うどんの手打ち体験ができます 田舎館村総合案内所「遊稲の館」

（☎ 58・4689）

上旬～下旬 雪の降るさと2014 たくさんの雪だるまにともされたろうそくが会場を彩ります 津軽伝承工芸館（☎ 59・5300）
１日 板柳はしご酒らりー どの店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当たる抽選会もあります 板柳町商工会（☎ 73・3254）
２日 旧正マッコ市 参加店で買い物をするとマッコ（お年玉）がもらえます。恒例の福まきも大人気 黒石商店街協同組合（☎53・6030）
６日 猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ち付け出来秋の豊凶を占う柳からみ神事やごまのも

ちまきが行われます
猿賀神社（☎57・2016）

７日 平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された軒数をはしごし、ゴール後豪華賞品が当たる
抽選に挑戦

同実行委員会事務局（☎ 44・
3055）

８日～11日 弘前城雪燈籠まつり 大小さまざまな雪燈籠や大雪像、大型滑り台など。夜はライトアップで幻想的に演出 弘前市立観光館（☎ 37・5501）
８日 全日本ずぐり回し選手権大会 津軽地方の冬の遊び「ずぐり回し」の全国大会。子どもから大人まで優

勝を競います
黒石こみせまつり実行委員会（黒
石商工会議所内、☎52・4316）

11日 りんごの里いたやなぎ雪まつり 雪上ゲーム大会、もちつき、みかんまきなど、雪に親しみ冬を楽しむまつりです 板柳町経済課（☎ 73・2111）
14日 沢田ろうそくまつり 相馬地区の沢田神明宮で行われる豊凶占いの伝統行事。イベントや出店もあり 弘前市立観光館（☎ 37・5501）
15日 黒石じょんから宵酔酒まつり 飲みどころ「よされ横丁」周辺の店を回りゴールすると抽選で豪華景品

が当たります
同実行委員会（黒石観光協会内、
☎52・3488）

16日 第20回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、ステージショーが催されます 目屋観光協会（☎ 85・2800）
16日 なべ-ワングランプリ 各店自慢の鍋料理を販売し、1番を決める鍋の祭典 藤崎町商工会（☎75・2370）

２
月

　「大鰐温泉スキー場」の今シーズンのオープンは 12月
21日、営業エリアは国際エリアです。
▽営業期間　12月 21日～３月 16日（予定）
※大会期間中は、一部コースの利用制限あり。
▽営業時間　午前８時半～午後５時　
※気象状況、その他により、営業開始時間および営業終了
時間の変更あり。
▽リフト料金　リフト１回券…300 円（中学生以上）、
250円（小学生以下、60歳以上）

　このほか、11 回券や
１日券、５時間券、シー
ズン券もあります。毎週
土曜日は中学生以下１日
券が 500 円です。シー
ズン券には、ジュニア、大人、シニア、無記名のものがあ
りますので、詳しくはお問い合わせください。
■問大鰐スキー場管理事務所（☎ 49・1023、■Ｈ http://
www.owani-ski.com/）
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▽割引後の料金　大人、小人とも
5,000 円（通常料金は大人１万
5,000円、小人 8,000円）
※購入を希望する人は、顔写真（縦
３㎝×横2.4㎝）２枚と住所を証明
できるものをそうまロマントピアス
キー場へ提出してください。即日交
付します。
■問そうまロマントピアスキー場（☎
84・2020）

東目屋スキー場（黒土）

　滑走コースは約 350 ｍと小ぶり
ですが、ナイター設備やロープトウ、
小休憩室があり、初心者から楽しめ
ます。
▽営 業 期 間　12 月 27 日～３月
16日
▽営業時間　火・木・金・日曜日（冬
休み中は月曜日も）＝午前９時～午
後５時／水・土曜日＝午前９時～午
後９時（ナイター営業あり）
▽ロープトウ使用料　１回券＝ 50
円／７回券＝ 300 円／半日券＝
550円／１日券＝ 870円（午後５
時まで）
※ 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。
▽休み　毎週月曜日（冬休み中は無
休）
■問東目屋スキー倶楽部（三上さん、
☎86・2205）

岩木山百沢スキー場

　本年度の岩木山百沢スキー場の営
業期間などは次のとおりです。今冬
もいろいろなイベントが盛りだくさ
ん！みんなでスキー場に飛び出して
冬と雪を楽しみましょう。
▽営 業 期 間　12 月 27 日～３月
16日
▽営業時間　冬休み期間・土・日曜
日、祝日＝午前９時～午後４時（１
月 14日以降の平日は午前 10時か
ら）／ナイター営業…火・木・金・
土曜日＝午後４時～９時
【イベント案内】
◎もちつき大会…皆さんと一緒にも
ちつきを行い、おしるこにして振る
舞います。
▽とき　１月２日（木）
　　　　午後３時～

▽参加料　無料
◎宝探し大会…雪の中から宝物を探
し出します。
▽とき　１月３日（金）
　　　　午後３時～
▽対象　リフト券を購入している小
学生以下
◎節分豆まき大会…節分にちなみ、
お菓子まきで福を呼び込みます。
▽とき　２月４日（火）
　　　　午後７時～
▽参加料　無料
◎雪遊び体験…スキー、スノーボー
ドの初級者の体験コースです。
▽開催日　営業期間中随時
▽講習時間　午前 10 時半～正午、
午後１時半～３時、午後６時半～８
時
▽受付　講習開始30分前まで
※夜間のみ要予約。
▽受講料　500 円（別途リフト代
が必要）
【お助けサービス】
◎無料シャトルバス
▽期間　12 月 28 日～１月 13 日
（以降は土・日曜日、祝日の運行）
※詳細は問い合わせを。
◎シニア（50 歳以上）レンタル無
料…50歳以上の人はレンタル用品
がすべて無料で利用できます（身分
証明書の提示を）。
▽期間　営業期間中随時
◎無料お預かりサービス…シーズン
期間中、無料でスキー、スノーボー
ドを預かります。預かったスキー、
スノーボードは軽いワクシングサー
ビスをします。
◎ファミリー（親子）企画…アン
ケートに答えた人に、車用オリジナ
ルバッジの会員証をプレゼントしま
す。前日までに予約すると、第一駐
車場のファミリー専用スペースを確
保でき、混雑時でもゲレンデ前に
楽々駐車できます（１人での利用は
できません）。
■問岩木山百沢スキー場（☎ 83・
2224）

［スキー教室］
市民・少年少女スキー教室
（大鰐会場） 　

　
▽とき　１月４日・５日・11 日・
12日の午前 10時～午後３時
※受け付けは午前９時～。

 

▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※受付場所は雨池スキーコミュニ
ティセンター２階。
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽参加料　5,000 円（傷害保険料
を含む）
▽その他　スキー用具・リフト券な
どは各自で準備を。
▽申 し 込 み 方 法　12 月 16 日～

24日に、参加料を添えて弘前市体
育協会（下白銀町、笹森記念体育館
内）かタケダスポーツ弘前バイパス
店（城東北４丁目）、またはスーパー
スポーツゼビオ弘前高田店（高田５
丁目）へ。
■問弘前スキー倶楽部事務局（加藤さ
ん、☎携帯080・4519・2611）

高長根レクリエーションの森
ファミリースキー場の教室
▽と き　１月 18 日・19 日・25

日・26日（18日は正午～午後３時、
19 日と 26 日は午前 10 時～午後
３時、25日は午後１時～３時）
▽対象　小学生以上＝ 70人（先着
順）
▽参加料　小・中学生＝ 3,500 円
／高校生以上＝ 4,000 円（４日分
の受講料および傷害保険料を含む）
■問 12 月 17 日～ 27 日に参加料を
添えて、みどりの協会（弘前公園内、
☎ 33・8733）、または高長根レク
リエーションの森（高杉字神原、☎
97・2627）へ。

［スキー場情報］
高長根レクリエーションの森
ファミリースキー場（高杉）
　ナイター設備と２基のロープト
ウ、電車を改造したヒュッテがあり、
家族で楽しめます。
▽営業期間　12 月 21 日～３月９
日
▽営業時間　火・水・日曜日（冬休
み中は月曜日も）＝午前９時～午後
５時／木・金・土曜日＝午前９時～
午後９時（ナイター営業あり）
▽ロープトウ使用料　１回券＝ 50
円／７回券＝ 300 円／半日券＝
520円／１日券＝ 840円（午後５
時まで）
※ 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。
▽休み　毎週月曜日（冬休み中は無
休）
■問高長根ビジターセンター（☎
97・2627）

そうまロマントピア
スキー場（水木在家）
　斜度は10度～25度で、ナイター
設備、ペアリフト１基を設置してい
ます。初心者から上級者まで楽しめ
る２コースがあります。
▽営 業 期 間　12 月 27 日～３月
16日
▽営業時間　月・水・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業）／火・木・日曜日＝午前 10時
～午後５時
※冬休み期間（12 月 27 日～１月
14日）および土・日曜日、祝日は
午前９時から。３月３日以降の平日
はナイターのみ（午後５時～９時）
の営業。
▽リフト利用料　１回券＝ 200 円
（小人 150 円）／１日券＝ 2,000
円（小人 1,000円）
※このほか、半日券、シーズン券な
どがあります。
【シーズン券市民割引】　
▽対象　市内に在住する人

スキー場情報
など
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外　科
１／5 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
12 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
13 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
19 北都クリニック（相良町）☎32・1335
26 西弘前クリニック（中野１）☎32・4121

内　科
１／5 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

12 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
19 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／31

福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032
松本眼科（三岳町） ☎31・3211

１／１ よしだ耳鼻科・小児科（中野２）☎33・2306
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

２ 坂本耳鼻咽喉科医院（南
瓦ケ町）

☎33・6373

加藤眼科クリニック（田町５）☎31・3711
３ やすはら耳鼻咽喉科（安原３）☎88・0087

ESTクリニック（福村） ☎29・5500
12 斎藤耳鼻咽喉科医院（城東２）☎26・0033
26 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456

歯　科
12
 ／31

大開歯科医院（大開１） ☎88・1355
おおしみず歯科クリニック
（大清水１）

☎28・5211

１／１ 中村歯科医院（住吉町） ☎34・1433
なかざわ歯科（北川端町）☎35・0601

２ 木村歯科医院（品川町） ☎32・3894
平山歯科診療所（本町） ☎32・3705

３ 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
柴田歯科医院（賀田１） ☎82・5322

5 成田歯科クリニック（八
幡町２）

☎34・2977

12 桔梗野歯科（桔梗野２） ☎35・8177
13 楠美歯科クリニック（中野２）☎34・1182
19 弘前インター歯科クリニッ

ク（石川）
☎55・8214

26 明本歯科医院（大町３） ☎35・4774

▽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。

　年末年始の家庭ごみの収集は、収
集日程表のとおり行います。収集日
を確認してごみを出してください。
　なお、ごみ処理施設は下記の日程
で休業します。直接、ごみを搬入す
る際はご注意ください。
【ごみ処理施設の休業日】
◆環境整備センター（町田字筒井）
＝ 12月 31日の正午～１月３日…
燃やせるごみ・燃やせないごみ・大
型ごみ・容器包装ごみ
◆南部清掃工場（小金崎字川原田）
＝ 12月 31日の正午～１月３日…
燃やせるごみ
■問い合わせ先　環境整備センター
（☎36・3883）／南部清掃工場（☎
92・2105）／環境事業所（樹木
３丁目、☎ 32・1952）／環境管
理課（☎35・1130）

施設名 ところ 開館時間 問い合わせ先／備考
市立観光館・山車展示館・
旧東奥義塾外人教師館

いずれも下白銀町
（追手門広場内） 午前９時～午後５時 市立観光館（☎ 37・5501）

市立観光館地下駐車場 下白銀町（追手門
広場内） 午前８時～午後６時 市立観光館（☎ 37・5501）／駐車料金は通常どおり必要

市立郷土文学館 下白銀町（追手門
広場内） 午前９時～午後５時 市立郷土文学館（☎ 37・5505）／入館料は通常どおり必要。

１月４日～11日は臨時休館

旧弘前市立図書館 下白銀町（追手門
広場内） 午前９時～午後５時　 文化財課（☎ 82・1642）

弘前市観光案内所 表町（弘前駅内） 午前８時45分～午後５時 弘前市観光案内所（☎ 26・3600）
旧藤田家住宅
（太宰治まなびの家） 御幸町　 午前 10時～午後４時　 文化財課（☎ 82・1642）

りんご公園 清水富田字寺沢 午前９時～午後５時　 りんご公園（☎ 36・7439）

藤田記念庭園 上白銀町 午前９時～午後５時　
藤田記念庭園（☎ 37・5525）／そのほかの開館日…２月
28日までの土・日曜日、祝日。１月 21日～ 2月 2日、2
月８日～ 11日、３月１日～ 31日

旧伊東家住宅・旧岩田家住宅・
旧笹森家住宅 いずれも若党町 午前 10時～午後４時　 文化財課（☎82・1642）／そのほかの開館日…３月31日まで

の土・日曜日、祝日。１月21日～2月2日、2月8日～11日

　　 　　市の施設を
 年末年始などに開館

　当市を訪れる観光客へのサービス向上のため、市の施設の
一部を年末年始（12月 29日～１月 3日）に開館しますの
でご利用ください。なお、１月 4日からは通常どおりの開
館となります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

※上記の施設を除くほとんどの施設が 12 月 29 日～１月 3 日はお休みとなります。詳しくは、各施設へお問
い合わせください。

年末年始
お役立ち情報

ごみの収集
年末年始・
１月の
休日在宅当番
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