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消費税率の改定に伴い
使用料等が変わります
　平成 26年４月１日から消費税（消費税・地方消費
税）率が改定されることに伴い、市の施設の使用料等
が変わります。
　消費税率が現行の５％から８％へ引き上げられるこ
とにより、電気料、燃料費等の施設管理にかかる経費
が増加することから、消費税率引き上げ分を転嫁して
使用料等を改定し、特定の行政サービスを利用する人
に応分の負担をお願いすることになりました。
　利用者の皆さんには、ご理解とご協力をお願いしま
す。

使用料改定Ｑ＆Ａ

Ｑ . どんな使用料等が改定されるのですか？

Ａ .一部の手数料と２・３ページに掲載する表の施
設使用料等です。
　市営住宅使用料、戸籍の謄抄本等交付手数料、各種
証明手数料、老人福祉センター使用料などは非課税で
すので、改定の対象となりません。　　

Ｑ . 改定後の額はどうやって決めたのですか？

Ａ .現行の額をもとに消費税引き上げ分を上乗せし
ています。

Ｑ . 改定後の額は、何円単位ですか？

Ａ .現行の額が 10円単位のものは、10円未満の端
数を切り捨て、改定後も10円単位としています。
　ただし、現行の額が 1円単位のものは、1円未満
の端数を切り捨て、改定後も1円単位としています。

Ｑ .使用料等の改定はいつから適用されるのですか？

Ａ .平成 26年４月１日以後の使用にかかる分から、
改定後の額となります（下表参照）。

〈例〉…平成 26 年４月１日以後に使用する場合は、
３月中に使用申請し、使用許可を受け、使用料を納入
しても改定後の額となります。
・放置自転車等の撤去・保管に要した費用については、
平成26年４月１日以後に返還するものから改定後の
額となります。
・弘前市立観光館駐車場の使用については、３月 31
日から４月１日にかけての夜間駐車料金は、改定前の
額となります（その後引き続き利用する分は、改定後
の額）。
・宿泊できる施設の利用については、３月 31日に宿
泊する場合は改定前の額となります（その後引き続き
宿泊する分は、改定後の額）。

Ｑ . 購入済みの定期券は使えますか？

Ａ .平成 26年４月１日より前に購入済みの定期券、
通年券、共通券などは、そのまま使用できます。
・弘前駅中央口駐輪場について、２月～３月に購入し
た３カ月定期券は、そのまま使用できます（定期券の
使用期間は、購入日にかかわらず月の初日が開始日と
なっていますので、購入時はご注意ください）。
・弘前城および弘前城植物園等の通年券、共通券は、
４月１日より前に有効期間が開始しているものは、そ
のまま使用できます。「弘前春物語　さくらキャンペー
ン」無料券なども使用できます。

Ｑ . 購入済みの回数券は使えますか？

Ａ .平成 26年 4月 1日より前に購入しているプー
ルの回数券のように、１シーズンに限るなどの制限が
ないものは、４月１日以後も未使用分を使用すること
ができます。

■問い合わせ先　各施設等の担当課（２・３ページ表
参照）へ。

消費税率の改定に伴い
使用料等が変わります

使用日 使用料等の額

使用申請・使用許可、使用料納入の日にかかわらず
３月31日まで 改定前の額

４月 1日以後 改定後の額
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施設の名称 担当課 問い合わせ先

弘前市営住宅駐車場 財産管理課 ☎35・1321
弘前市宮川交流センター 市民協働政策課 ☎35・1664
弘前市清水交流センター 市民協働政策課 ☎35・1664
弘前市千年交流センター 市民協働政策課 ☎35・1664
弘前市三省地区交流センター 市民協働政策課 ☎35・1664
弘前市町田地区ふれあいセンター 市民協働政策課 ☎35・1664
弘前市北辰学区高杉ふれあいセンター 市民協働政策課 ☎35・1664
ワークトーク弘前 市民協働政策課 ☎35・1664
サンライフ弘前 市民協働政策課 ☎35・1664
裾野地区体育文化交流センター 市民協働政策課 ☎35・1664
新和地区体育文化交流センター 市民協働政策課 ☎35・1664
岩木嶽さわやかホール 市民協働政策課 ☎35・1664
岩木常盤野コミュニティセンター 市民協働政策課 ☎35・1664
昴地区集会所 市民協働政策課 ☎35・1664
岩木ふれあいセンター 岩木総合支所民生課 ☎82・1628、内線 654
弘前市立百石町展示館 文化スポーツ振興課 ☎40・7015
弘前文化会館 文化スポーツ振興課 ☎40・7015
弘前文化センター駐車場 文化スポーツ振興課 ☎40・7015
岩木文化センター 文化スポーツ振興課岩木文化センター ☎82・3214
弘前市民会館 文化スポーツ振興課市民会館 ☎32・3374
弘前市民文化交流館 文化スポーツ振興課市民会館 ☎32・3374
弘前市運動公園 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
岩木山総合公園 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
弘前市民体育館 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
笹森記念体育館 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
河西体育センター 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
弘前市立温水プール石川 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
弘前市南富田町体育センター 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
弘前市金属町体育センター 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
星と森のロマントピア（スキー場） 文化スポーツ振興課 ☎40・7115
弘前市生きがいセンター 介護福祉課 ☎40・7114
弘前市急患診療所 健康づくり推進課 ☎37・3750
小栗山農村交流公園 農業政策課 ☎40・7102
相馬昴農園 相馬総合支所総務課 ☎84・2111
岩木カントリーエレベーター 農業政策課 ☎40・7102
岩木りんご集出荷貯蔵センター りんご課 ☎40・7105
弘前市農業用用排水施設 農村整備課 ☎40・7103
弘前市伝統産業会館 商工政策課 ☎35・1135
弘前市まちなか情報センター 商工政策課 ☎35・1135
弘前市立観光館 観光政策課 ☎35・1128
弘前市立観光館駐車場 観光政策課 ☎35・1128
岩木山桜林公園 観光政策課 ☎35・1128
岩木山百沢スキー場 観光政策課 ☎35・1128
国民宿舎「いわき荘」 観光政策課 ☎35・1128

施設の名称 担当課 問い合わせ先

岩木総合交流ターミナル 観光政策課 ☎35・1128
星と森のロマントピア（スキー場以外） 観光政策課 ☎35・1128
弘前駅中央口駐輪場 都市政策課交通政策推進室 ☎35・1124
駅前地区都市改造記念会館 区画整理課 ☎34・3233
駅前南地区都市改造記念会館 区画整理課 ☎34・3233
弘前城、弘前城植物園 公園緑地課 ☎33・8739
弘前市藤田記念庭園 公園緑地課 ☎33・8739
高長根レクリエーションの森 公園緑地課 ☎33・8739
弥生いこいの広場 公園緑地課 ☎33・8739
都市公園など（城北公園交通広場・弘前
市運動公園・墓地公園・岩木川緑地・岩
木山総合公園を除く）

公園緑地課 ☎33・8739

弘前市斎場 環境管理課 ☎40・7035
弘前霊園 環境管理課 ☎40・7035
弘前市立学校 学校企画課 ☎82・1640
弘前市教育センター 教育センター ☎26・4803
弘前市農村環境改善センター 生涯学習課 ☎82・1641
弘前市学習情報館 生涯学習課 ☎82・1641
弘前市立中央公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立中央公民館岩木館 中央公民館岩木館 ☎82・3214
弘前市立中央公民館相馬館 中央公民館相馬館 ☎84・2316
弘前市立東目屋公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立東部公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立清水公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立石川公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立堀越公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立千年公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立船沢公民館 中央公民館 ☎33・6561
弘前市立新和公民館 中央公民館 ☎33・6561
相馬ふれあい館 中央公民館相馬館 ☎84・2316
弘前市立博物館 博物館 ☎35・0700
旧伊東家住宅 文化財課 ☎82・1642
旧岩田家住宅 文化財課 ☎82・1642
旧梅田家住宅 文化財課 ☎82・1642
旧笹森家住宅 文化財課 ☎82・1642

■使用料が改定となる施設 ※下記施設の使用料等のうち、非課税
のもの、算定の結果現行と同額となる
ものは改定しません。

消費税率の改定に伴い使用料等が変わります

■改定となるその他の使用料等

使用料等の名称 担当課 問い合わせ先

放置自転車等の撤去・保管に要した費用 都市政策課交通政策推進室 ☎35・1124
温泉使用料等 観光政策課 ☎35・1128
行政財産使用料 財産管理課 ☎35・1120
道路一時占用料 道路維持課 ☎32・8555
法定外公共物一時占用料 建設政策課 ☎35・1127、内線 423
都市下水路一時占用料 建設政策課 ☎35・1127、内線 423
構造計算適合性判定を伴う長期優良住宅
建築等計画認定申請手数料および低炭素
建築物新築等計画認定申請手数料

建築指導課 ☎40・7053

■

※下記の使用料等のうち、非課税のも
の、算定の結果現行と同額となるもの
は改定しません。

■
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弘前市水道事業基本計画フォローアップ（案）へ
のパブリックコメントを実施します　　　

　弘前市水道事業基本計画（水道ビジョン）は、平成
20年度から平成 34年度までの 15年間を計画期間
としていますが、水需要の動向や社会・経済状況など、
水道事業を取り巻く環境の変化を随時反映させ、現実
に即した計画とするために、３～５年ごとの見直しを
図ることにしています。
　このたび、現状の変化を分析し、課題を見直しし、
実施方法（事業計画）について、近年の環境変化に対
応した施設整備等のハード面および運営・管理等のソ
フト面の両方から検討した水道ビジョンフォローアッ
プ（見直し）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。
▽募集期間　２月15日～３月 14日（必着）
▽計画（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧
　上下水道部総務課（茂森町、上下水道部庁舎２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本計画フォローアップ（案）に利害関係を有する人
▽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、「弘前市水道事業基本計画
フォローアップへの意見」など）を記入し、次のいず
れかの方法で提出を。
①郵送…〒 036・8217、茂森町 40の１、上下水道
部総務課あて
②上下水道部総務課へ直接持参
③ファクス…36・8110
④「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　上下水道部総務課（☎36・8100）

市民の皆さんか
ら意見や提案を
募集します

　平成26年４月１日より国の消費税率および地方消
費税率が合わせて８％に引き上げられることに伴い、
水道加入金、水道料金、下水道使用料および農業集落
排水処理施設使用料を平成 25年 12月議会において
改定しました。
　適用となるのは、水道加入金については、平成 26
年４月１日以後の申し込み分からとなります。また、

水道料金などは、平成26年５月検針分からとなりま
す。
　新しい料金表は、下表のとおりとなりますが、一般
用以外の水道料金などについては、お問い合わせくだ
さい。
　なお、下水道使用料と農業集落排水施設使用料につ
いては、旧岩木町と旧相馬村地区で、平成 24年７月
分より緩和措置が適用されており、このたびの改定で
も平成26年５月分と６月分の２カ月間が適用されま
すが、平成26年７月検針分からは旧弘前市と同じ使
用料となりますので、ご注意ください。
▽問い合わせ先　上下水道部営業課（☎36・8115）

　健康保険が適用される医療費は消費税等の課税対象
ではありませんが、健康保険が適用されない健康診断
料や予防接種の料金、入院特別室料、診断書等の文書
料などは消費税等の課税対象となります。
　そのため、平成26年４月１日から消費税率および

地方消費税率が改定されることに伴い、市立病院の入
院特別室料や文書料等は下表のとおりとなります。
　なお、入院特別室料については、利用者の増加と負
担軽減を図るため料金を引き下げました。
　適用となるのは、入院特別室料は４月１日入院分か
ら、健康診断料は４月１日実施分から、文書料は４月
１日受け付け分からとなります。
▽問い合わせ先　市立病院事務局医事課（☎ 34・
3211）

３　下水道使用料（農業集落排水施設使用料）   

用途 汚水量 ①旧弘前市 ②旧岩木町 ③旧相馬村
使用料 使用料 使用料

一般用

10㎥まで 基本使用料　1,320円 基本使用料　1,320円 基本使用料　1,320円
11～ 20㎥ １㎥につき　　177円 １㎥につき　　171円 １㎥につき　　150円
21～ 30㎥ 　　〃　　　　182円 　　〃　　　　172円 　　〃　　　　152円
31～ 50㎥ 　　〃　　　　249円 　　〃　　　　207円 　　〃　　　　186円
51～ 100㎥ 　　〃　　　　301円 　　〃　　　　233円 　　〃　　　　212円
101～ 500㎥ 　　〃　　　　309円 　　〃　　　　236円 　　〃　　　　216円
501㎥～ 　　〃　　　　322円 　　〃　　　　244円 　　〃　　　　223円

※旧岩木町・旧相馬村地区の下水道使用料は、平成24年７月分より激変緩和措置として２年間を暫定使用料で計算してい
ます。今回の改定により、平成 26年５月分と６月分を上記の表で計算します。その後、平成 26年７月検針分より旧弘前
市と同じ使用料となります。

１　水道料金
基本料金 水量料金（１㎥につき）

第１段階 第２段階 第３段階

一
般
用

13・20㎜ 10㎥まで 1,671円 11～ 20㎥
…218円

21～ 40㎥
…230円

41㎥以上
…241円25㎜ 2,190円

30㎜ 3,344円 1～ 50㎥
…230円

51～ 200㎥
…241円

201㎥以上
…253円40㎜ 6,457円

50㎜ 1万 1,187円

１～ 500㎥
…241円

501～
5,000㎥
…253円

5,001㎥以上
…264円

75㎜ 3万3,909円
100㎜ 5万4,786円
150㎜ 12万 3,874円
200㎜ 20万 459円

※水道料金および下水道使用料は、平成26年５月検針分より適用となります。

料金など
用途・口径

消費税率の改定に伴い使用料等が変わります

　市民会館に新たに導入されたピアノ（スタインウェ
イ社製）とドイツでオーバーホール（分解整備）した
ピアノ（市民会館メモリアルスタインウェイ）の２台
の弾きこみに協力できる人を募集します。
　弾きこみは、音響反射板を設置し、ピアノリサイタ
ルの環境で実施します。
▽実施日　３月１日・２日
▽時間（両日とも）　①午前 10時～正午／②午後１
時～３時
▽申し込み方法　２月18日（火）から、電話で市民
会館（☎32・3374、受付時間は午前９時～午後５時）
へ。

スタインウェイピアノのエイジング（弾きこみ）
をしてみませんか

協力できる人は
ぜひお申し込み
ください

※定員になり次
第終了。
※申し込みは個
人に限り、団
体・グループ等
は受け付けしま
せん。
　なお、今後も

２　水道加入金
メーターの
口径 金額

13㎜ 4万 8,600円
20㎜ 12万 9,600円
25㎜ 22万 6,800円
30㎜ 48万 6,000円
40㎜ 68万 400円
50㎜ 104万 7,600円
75㎜ 253万 8,000円
100㎜ 432万円

150㎜以上 管理者が別に定める額
※水道加入金は、平成 26年４月
１日申込分より適用となります。

使用料および手数料一覧表  

区　分 金　額

入院特別室料
１等個室 １日につき　4,860円
２等個室 　　〃　　　2,700円
３等個室 　　〃　　　2,160円

健康診断料 １件につき　健康診断の項目に応じて管理者が定める額×1.08
死体検案料 　　〃　　　算定方法に定める初診料の額×1.08

文書料

普通のもの １通につき　2,160円
複雑なもの 　　 〃　　　4,320円

介護保険主治医意見書

新規申請者（在宅） 　　 〃　　　5,400円
継続申請者（在宅） 　　 〃　　　4,320円
新規申請者（施設） 　　 〃　　　4,320円
継続申請者（施設） 　　 〃　　　3,240円

その他証明書 　　 〃　　　 324円　
自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に係る診療 １点につき　 15円

■水道加入金、水道料金、下水道使用
料および農業集落排水処理施設使用料
の改定について

■市立病院の入院特別室料、健康診断
料および文書料等の改定について
■ ■

月に２日程度の頻度で行う予定です。日程などについ
ては、市民会館の掲示板およびホームページでお知ら
せします。
▽問い合わせ・申込先　市民会館

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
式
典
時
の

演
奏
の
様
子
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　成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい
などにより判断能力が十分でない人（本人）の権利や
財産を守るためのもので、次の２種類があります。
①法定後見　既に本人の判断能力が低下している場合
に、支援者として家庭裁判所に選ばれた人（成年後見
人等）が本人に代わって財産管理をしたり、必要に応
じて契約を結んだりします。この場合、預貯金の払い
戻しや解約、遺産分割の協議、不動産の売買などに際
し、本人に不利益な結果を招かないよう保護・支援し
ます。また、本人が結んだ不利益な契約を取り消すこ
とができる場合もあります。
※日常生活の世話や介護などは成年後見人等の職務に
含まれません。
▽申込先　青森家庭裁判所弘前支部（下白銀町、☎
32・4321）
②任意後見　将来、判断能力が衰えたときに備えて、
「誰に」「どのような援助をしてもらうか」についてあ
らかじめ決めておき、判断能力が十分なうちに契約し
ておくものです。
▽申込先　弘前公証役場（新町、☎34・3084）
【成年後見支援センター】
　制度がよく分からない、どのように制度を利用した

▽支給対象者　後期高齢者医療制度に加入し、医療費
と介護サービス費の両方を負担している人
※世帯内に後期高齢者医療制度に加入している人が複
数いる場合は、世帯で合算します。
▽計算対象期間　毎年８月１日から７月31日までの
１年間
▽支給額　医療保険と介護保険の自己負担額の合計
が、所得区分に応じた自己負担限度額（下表参照）を
超えた場合に、その超えた額が支給されます。
　ただし、超えた額が 500円以下の場合は支給対象
となりません。

▽支給申請　支給を受けるには申請が必要です。
　なお、支給の要件に該当すると思われる世帯には、

２月下旬に青森県後期高齢者医療広域連合から支給申
請のお知らせを送付します。届いた人は担当窓口に申
請してください。
　また、対象期間の途中に後期高齢者医療制度に加入
した人や、転入してきた人などがいる世帯、７月 31
日時点で死亡・生活保護受給などにより後期高齢者医
療被保険者の資格を喪失している人がいる世帯には、
支給対象となる世帯であっても、申請のお知らせが送
付されない場合もありますので、対象になると思われ
る人はお問い合わせください。
▽申請に必要なもの　支給申請書／後期高齢者医療被
保険者証／介護保険被保険者証／印鑑（認め印）／通
帳（コピー可）など、口座情報の分かるもの
※被保険者が亡くなっている場合は、受領申立書の提
出が必要です（事前に提出した場合は不要）。
※被保険者以外の人が申請または受領する場合は、委
任状が必要です。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている場合は、
市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に国民健康保険などの医療保険や介護保
険に加入歴があり、自己負担額がある場合は、それら
の保険の自己負担額証明書が必要です。
▽問い合わせ・申請先　国保年金課後期高齢者医療係
（市役所１階、窓口156、☎ 40・7046）

後期高齢者医療の高額医療・高額介護合算療養費支給申請を受け
付けます

所 得 区 分 自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一　　　　　般 56万円
低　所　得　Ⅱ 31万円
低　所　得　Ⅰ 19万円

低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人
低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税の人のうち、世帯員
全員の各所得が０円の人
※自己負担額は支払った額から高額療養費や高額介護（予
防）サービス費を除いた額です。

らいいのか、手続きのことなど、総合的な成年後見制
度の相談に応じていますので、ご利用ください。
▽とき　月～土曜日の午前９時～午後４時（年末年始
を除く）
▽ところ　茂森町25の１、エスケイビル102号室
■問い合わせ先　成年後見支援センター（☎ 31・
0430）
【成年後見制度利用支援事業】
　成年後見制度（法定後見）を利用する際に必要とな
る「申し立て費用」や「成年後見人等への報酬」を支
払うことが困難な場合、その全部または一部を市が助
成します。
▽対象　次の①・②両方を満たす人で、成年後見制度
の利用が本人の福祉を図るために不可欠と判断された
人
①経済的要件　生活保護受給者やそれに準ずると認め
られる人
②住所要件　弘前市に住所を有し、現に居住する人
※他市町村に住所がある人でも、弘前市の介護保険に
加入している人は対象になる場合があります。
▽問い合わせ先　福祉政策課総務係（☎40・7037）

成年後見制度をご存じですか～認知症や知的・精神
障がいのある人の権利や財産を守るために～

支援センターや
支援事業があり
ます

市政情報
Town Information 環境ニュース

環境ニュース環境ニュース
エコストア・エコオフィス認定制度

　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援していこうというもので
す（市が認定している店舗や事務所は下表のとおり）。
　事業者と市民が「協働ではぐくむあずましいまち」
を実現していくため、あなたの店舗や事務所もエコス
トア・エコオフィスになってみませんか。申請手数料
などは一切掛かりませんので、ぜひ申請を（詳しくは、
市ホームページをご覧ください）。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

▲エコストア・エコオフィス認定マーク

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前城南センター

１ S･K･K情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン東北営業本部
青森支社弘前営業部

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ニチロサンパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部

15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18 キヤノンプレシジョン本社・北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成弘前工場
25 ニッカウヰスキー弘前工場
26 特別養護老人ホームおうよう園

※表はともに平成 25年 12月末現在のものです（登録順）。　
※６年間継続して認定を受けているエコストア・エコオフィスを「優良認定事業所」としています。

優良認定事業所
エコストア

１ さとちょう浜の町店
２ Uマート桔梗野店
３ Uマート弘大前店
４ ソフトバンク安原
５ ソフトバンクイオンタウン弘前
６ ソフトバンク弘前駅前
７ auショップ弘前西
８ ドコモショップ弘前駅前
９ 小山内バッテリー社カーオール
10 小山内バッテリー社弘前店
11 ユニバース松原店

優良認定事業所
エコオフィス

エコオフィス認定事務所

１ 青森銀行弘前市役所出張所
２ 特別養護老人ホーム白寿園
３ デイサービスセンター白寿園
４ 生活支援ハウス　白寿の園
５ 豊産管理弘前営業所
６ 青森銀行弘前支店ほか12店舗
７ アペックス弘前営業所
８ 音羽電機工業弘前工場
９ 東管サービス
10 大成コンサル
11 日本パルスモーター岩木工場
12 障害者支援施設　千年園

13 北村技術
14 弘前農園
15 共立設備工業
16 共立寝具神田工場
17 弘前ドライクリーニング工場
18 田中工務店
19 東奥信用金庫本店ほか 12店舗
20 富士建設
21 東北クリーン

22 みちのく銀行弘前営業部ほか11店舗
23 介護老人保健施設　平成の家

エコストア認定店
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 【モニター参加者の感想（一部）】

環境ニュース

街灯（防犯灯）の LED化作業が完了しました

２月は省エネルギー月間
　寒さの厳しいこの季節は、暖房機器や給湯器の使用
などでエネルギー消費が増大する時期です。
　限りあるエネルギー資源を大切にするとともに、地
球温暖化防止のため、身の回りでできる省エネルギー
対策を実践していきましょう。
○暖房は、室温20度を目安に温度設定し、寒いとき
は衣類で調節しましょう。
○暖房や電気カーペット、電気こたつはこまめに温度
調節をし、使用しないときは電源を切りましょう。
○給湯器は目的に合わせて温度設定をしましょう。

○お風呂は間隔を空けずに入り、追いだきをしないよ
うにしましょう。
○冷蔵庫内は季節に合わせて温度調整をし、ものを詰
め込み過ぎないようにしましょう。
　このほかの省エネルギー対策については、「弘前市
地球温暖化対策地域アクションプラン」ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kankyo/ondanka/index.html）をご覧ください。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

　市では、弘前市アクションプラン2013に掲げる「魅
力あるまちづくり」を進める中で「街なかカラス対策
の強化」に取り組んでいます。この中で、カラスによ
るごみ集積所での食い荒らし対策として、防鳥効果の
高いごみ集積ボックスの設置を促進するため、設置事
業主体である町内会などに対して、設置にかかる費用
の一部を補助する事業を平成25年度の新規事業とし
て実施しました。
　事業の実施状況については、昨年６月の補助申請受
け付け開始から 11月末の受け付け終了までに、38
町内会から 60基の申請があり、１月末時点で 60基

すべてが設置済みとなっています。
　新たにごみボックスを設置した町内会からは、「カ
ラス対策として大変有効な事業であり、集積所を利用
している住民からの評判も良い」との声も聞かれまし
た。
　市では、平成26年度も本補助事業を継続して実施
し、引き続きカラス対策の強化を図りたいと考えてい
ます。事業の実施が決定し次第、広報ひろさきなどで
お知らせしますので、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）

　市では、平成 23年度から生ごみ減量化事業の一環
として「ダンボールコンポストモニター事業」を実施
しています。本年度は 200人のモニターを募集した
ところ、定員に達し、ごみ減量に対する市民皆さんの
関心の高さがうかがえました。
　今回の事業でモニター参加者がダンボールコンポス
トに投入した生ごみの量は、３カ月間で推計3,090kg
でした。これは、本来焼却処分されるはずの生ごみ約
3.1t を減量し、堆肥（たいひ）として再利用したこ

とになります。
　モニターの皆さんに答えてもらったアンケートの中
で寄せられたさまざまな意見については、今後の取り
組みに生かしていきます。
※アンケート結果については、市ホームページに掲載
しているほか、環境管理課（市役所２階）でも配布し
ています。
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

　市では、街灯ＬＥＤ化エスコ事業で省エネルギーの
推進や町会等の負担軽減のため、町会が管理し市に譲
渡することの同意が得られた街灯のＬＥＤ化工事を平
成 25 年９月 21 日に着工し、約１万 7,800 灯の街
灯をＬＥＤ化してきました。
　約３カ月の工事期間を経て、このたび平成 25 年
12 月 24 日をもってＬＥＤ化工事が完了しました。
　なお、今回のＬＥＤ化事業とは別に、ＬＥＤ防犯灯
170 基の新設工事を現在行っており、この工事は３
月下旬までに完了する予定です。
　長寿命で消費電力が少ないＬＥＤに切り替えること
で、市民にとっての安全・安心な夜間の明るさを確保
しながら、電気代や修理費用の削減、温暖化防止効果
などの利点がもたらされることになります。
　ＬＥＤ化に当たっては、町会の皆さんをはじめ市民
の皆さんのご理解・ご協力をいただき、ありがとうご
ざいました。

街灯（防犯灯）の故障や球切れを
見つけたときは
　今回のＬＥＤ化エスコ事業により設置されたＬＥＤ
防犯灯は、市の『管理番号』で管理することになりま
した。

　故障や球切れを見つけたときは、灯具の先端に付い
ている管理シールの番号を確認の上、市が維持管理を
委託している弘前地区電気工事業協同組合にご連絡く
ださい。
　なお、管理シールが無い場合は、市民協働政策課に
ご連絡ください。

平成25年度ダンボールコンポスト
モニター事業の実施結果について　

家庭菜園に使ってみると野菜の出来
がよく、やって良かったと思いまし
た。経済的にもお金をかけずに土づ
くりができ、おいしい野菜が実った
ので野菜作りに目覚めました。ごみ
も減量でき環境にもいいと思いま
す。みんなにも教えてあげたいです。

子どもと一緒に生ごみを投入しまし
た。野菜くずで堆肥ができるのを楽
しみにしながら分解されていくのを
不思議そうに見ていました。とても
良い勉強になりました。

■問い合わせ先　
○ＬＥＤ防犯灯の故障や球切れについて…弘前地区電
気工事業協同組合（☎37・1011）
○管理シールが無い場合…市民協働政策課（☎ 35・
1664）

平成25年度ごみ集積ボックス設置
事業費補助金の実施状況について　

ボックス設置前（黄色防鳥ネットを使用） 新規ボックス設置後

←ＬＥＤ防犯灯

管理シール→

限りある資源をなるべくごみにしないで
リサイクルに回してまた使うということ
が大切だと思いました。身近な生ごみを
堆肥に変えると有効に使用でき、さらに
野菜の花の栄養となりぐんぐん成長して
いく過程を見ているとうれしくなりまし
た。また、ペットがいない私の家庭です
が、毎日生ごみをダンボールにかき混ぜ
るだけで、次の日生ごみが消えてなく
なっているのが不思議で楽しく、子ども
も毎日エサをやりたいと言って楽しくす
ることができました。

利用することで燃やせるごみの日の
ごみ出しが楽でした。

堆肥を作りました。肥料としてプラ
ンターに入れていましたが、そこか
らかぼちゃやトマトの芽が出て大き
くなるのを見て、ごみとして捨てて
いたらまた芽を出すことはなかった
んだなと思うと…やって良かったと
思います。

とにかく楽しかったです。毎日ダン
ボールに手を入れる時のワクワク
感。温度が高く温かい時はうれし
かったです。

昨年作った堆肥を使用したところ、
数株のバラが見事に咲いてくれたの
で知人にも勧めたら、ぜひやってみ
たいと話し、この輪が広がったこと
がとてもうれしく思いました。一人
一人の気づきと心掛け次第で生ごみ
が減ってくれたらと思います。
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平成25年度岩木健康増進
プロジェクト結果報告会
　健康のレベルアップに役立つ最新
情報や実践例について弘前大学の医
師などがお話しします。
▽とき　３月１日（土）　　
　　　　午前９時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）２階大ホール
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院医学研究科社会医
学講座（☎ 39・5041）／岩木保
健福祉センター（☎82・3535）

ＰＥＣＳロゴステッカー拡散
プロジェクト！講演会＆報告会
　ＰＥＣＳは、ＡＳＤ（自閉症スペ
クトラム障がい）をはじめとするコ
ミュニケーション障がいを持つ人の
ために開発された絵カードなどを使
用した代替コミュニケーションの指
導プログラムで、ＡＳＤの人のコ
ミュニケーションツールとして、世
界的に広く使用されています。
　多くの人にＰＥＣＳについて知っ
てもらうため、ＰＥＣＳに関する講
演会と市内で実施された事業の報告
会を開催しますので、ぜひおいでく
ださい。
▽日程と内容　２月23日（日）　
○午後３時半～ 4時半＝講演「地

域社会におけるＰＥＣＳの可能性」
…講師・門眞一郎さん（京都市児童
福祉センター・児童精神科医）
○午後４時 40 分～５時半＝プロ
ジェクト報告会…「模擬体験」の状
況報告（ビデオ上映）／座談会「模
擬体験を終えて…感じたこと、思っ
たこと、今後に向けて！」／総評
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
■問２月 19日までに、電話であおも
りＰＥＣＳ研究会弘前支部（光の岬
福祉研究会内、佐藤さん、☎兼■Ｆ
37・6546）へ。
※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。

津軽の伝統×ＤＥＳＩＧＮ展

　津軽地方に伝わる素晴らしい伝統
工芸の業を未来へつなげるため、平
成 23年度から活動をスタートした
若手職人による研究会の成果発表会
を開催します。
▽とき　３月１日～３日、午前 10
時～午後７時（最終日は午後５時ま
で）
▽ところ　百石町展示館
▽入場料　無料
■問中南地域県民局地域支援室（☎
32・2407）

子どもの夢応援関係事業報告
会・川口淳一郎教授講演会
　市では、子どもの夢を応援する事
業を実施しています。
　今回、この事業に参加した生徒に

よる報告会を合同で行うとともに、
川口淳一郎教授による特別講演会を
開催します。
▽とき　３月２日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）
▽内容　①中学生を対象とした国際
交流関係事業（アメリカ、台湾への
訪問）の報告　②高校生を対象とし
た夢に向かって挑戦することを応援
する事業の報告　③川口淳一郎教授
による「（仮題）夢の軌跡～弘前か
ら世界へ～」をテーマとした講演
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽入場料　無料　
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（住所・氏名・電話番号〈小・
中学生、高校生は学校名と学年も〉
を記入）で、学校教育改革室（■Ｆ
82・5899、■Ｅ kyouikukaikaku@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　市立第三中学校に駐車す
るか、公共交通機関をご利用くださ
い／応募多数の場合は、小・中学生、
高校生を優先しますので、ご了承く
ださい
■問学校教育改革室（☎82・1645）

弘大津軽三味線サークル自主公
演「彩糸～糸で彩る津軽の心～」
　弘前大学津軽
三味線サークル
による年に１度
の自主公演で
す。約 50 人の
大合奏や、民謡、
お囃子（はやし）
とのコラボレー
ション作品、新たに作成したオリジ
ナル曲などをお楽しみください。
▽とき　３月９日（日）、午後１時
半開演（午後１時開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽曲目　津軽じょんから節、津軽の
四季、サークルオリジナル曲ほか
▽入場料　500 円（当日のみ・全
席自由）
■問弘前大学津軽三味線サークル
（田崎さん、☎携帯 090・2318・

 イベント
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ふれあい高齢者
ゲートボール親善大会
　冬期間の健康保持と参加者の親善
を深めることを目的に開催します。
▽とき　３月15日（土）
　　　　午前９時～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　予選リーグ戦および決勝
トーナメント戦
▽対象　60歳以上の市民
▽参加料　１チーム（７人以内）
1,500円
※当日納入してください。
■問２月 28 日までに、弘前市社会
福祉協議会（☎ 33・1161）か、
弘前市ゲートボール協会（☎ 73・
3066）へ。

「津軽の音」キッズワーク
ショップ参加者募集
　参加者には、同日午後３時開演の
｢津軽の音｣ コンサート親子無料鑑
賞券を差し上げます。
▽とき　３月30日（日）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）内各室
▽ジャンル
①津軽笛＆津軽三味線…講師・佐藤
ぶん太、さん、渋谷幸平さん
②箏曲（琴）＆着付け…講師・木庭
袋靖子さん、青森わごころの会
③昔っこ＆ラジオＤＪ…佐藤ツリさ
ん、高瀬まみさん
④民謡手踊り＆ヒップホップダンス
…講師・太田清廣さん、太田伸廣さ
ん、ファンキースタジアム
※時間はいずれも90分間。
▽対象　小学校３年生～中学校３年
生＝各10人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話、ファクス、
または Eメール（住所・氏名・電

話番号・学校名・学年・希望のジャ
ンル〈①～④から選び第２希望ま
で〉を記入）で、３月20日までに、
津軽の音実行委員会事務局（木庭
袋〈きばくら〉さん、☎兼■Ｆ 27・
8738、■Ｅ tsugarunooto@koto-
kibakura.com）へ。
■問津軽の音実行委員会事務局

中級古文書読み方講習会

　弘前図書館では、津軽家文書（も
んじょ）をはじめとする数多くの郷
土に関する古文書を所蔵していま
す。これらは藩政時代の政治・経済
や当時の人々の暮らしを知るための
貴重な資料であり、後世に引き継ぐ

べき大切な財産であることを市民の
皆さんに知ってもらうため、当館所
蔵の藩政時代の古文書を活用した、
読み方講習会を開催します。
▽とき　３月１日・８日・22 日・
29日（計４回）の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問２月28日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

 

教室名 主な活動日程 定 員
 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時半～３時半 35人
 クレヨン画教室  毎月第１・３水曜日、午前10時～正午 40人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前10時～正午 20人
 茶道教室（表千家）  毎月第１・３木曜日、午前10時～正午 15人
 茶道教室（裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前10時～正午 15人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前10時～午後１時 25人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前10時～午後１時 25人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前10時～正午 25人

 歌謡（カラオケ）教室  毎月第２日曜日の午後３時～５時と毎月
 第４日曜日の午後２時～５時 40人

 社交ダンス教室  毎月第１・３日曜日、午後１時半～３時半 男性＝15人女性＝25人

　各教室の受講者を募集します。期間はいずれも４月～平成27年３月の
１年間です。
▽ところ　生きがいセンター（南袋町）
▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材費が必要）
▽申し込み方法　はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号・教室名（１人２つまで。健康料理教室は①または②のいずれか１つ）
を記入し、２月28日（当日消印有効）までに、生きがいセンター（〒036・
8272、南袋町１の20）へ。電話での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合は、抽選で決定。より多くの市民に参加
してもらうため、同じ教室での受講が連続して３年を超えない人を優先し、
結果は後日通知します。
■問生きがいセンター（☎38・0848、月曜日と祝日の翌日は休館日）

生きがいセンターの教室

 教室・講座
 

市のテレビ番組

　20年後の弘前市は？
　地域経営フォーラムの様子や新しい弘前市総合計画について紹介します。
○放送日　２月27日（木）、午後３時55分～４時 10分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）

弘前のこれまで、これから
えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”
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▽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、２月 26 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）

かっこいい大人養成講座６
「大人の保健体育」
　自分のからだは今どんな状態なの
か、妊娠・出産・子育てとは、これ
から年齢を重ねるにつれてどのよう
にからだは変化していくのか。今後
健やかに暮らしていくために、自分
のからだについて必要な知識を学
び、考えていきます。また、同時に
参加者同士の交流の場とします。
▽とき　３月７日（金）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽講師　三崎直子さん（弘前大学大
学院保健学研究科准教授）
▽対象　市内に在住、または勤務の
18歳～50歳の人＝15人（先着順）
▽参加料　無料
■問３月３日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.

lg.jp、火曜日は休み）へ。

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　３月８日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽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　「63 歳！人生で初めての
ボランティア体験」をテーマに、退
職後にボランティア活動を始めた講
師が、そのきっかけや仕事の中では
味うことができない充実感などにつ
いてお話しします。
▽講師　蔦谷昌一さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（元寺
町、市民参画センター内、☎ 38・
5595）

ラケットテニス体験教室

▽とき　３月10日・17日・24日・
31 日の毎週月曜日、午前 10 時～
正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　ラケットテニスの基本、ス
トロークからゲームまで
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　シューズ、タオルなど（ラ
ケットは貸し出しします）
▽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、２月 28 日（必
着）までに、運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目３）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。
■問はるか夢球場事務室（☎ 27・
6411）

ウルトラ☆キッズ
アスリート教室
　あらゆるスポーツ運動に適応でき
る身体能力を身に付けるためのコー
ディネーショントレーニングなどを
行います。
▽とき　毎週水曜日、午後７時～８
時半
▽ところ　福村小学校（福村１丁目）
体育館
▽対象　小学生＝20人程度
▽参加料　月額 2,000 円（当日徴
収）
※初回無料体験あり。
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ、動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎ 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〉）

あおもりいのちの電話
公開講座
▽とき　３月15日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽テーマ　「ＨＵＧのとき…誰かを、
そして自分を抱きしめよう」
▽講師　落合恵子さん（作家、東京
家政大学人間文化研究所特任教授）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　ファクスで、あお
もりいのちの電話（■Ｆ 38・5355）
へ。
■問あおもりいのちの電話（☎ 38・
4343）

 暮らしのinformation

膚科講師）／「子供の喘息について」
…講師・黒沼忠由樹さん（国立病院
機構青森病院アレルギー科医長）／
「喘息の上手な日常管理～発作ゼロ
の生活を目指して～」…講師・山本
勝丸さん（国立病院機構弘前病院呼
吸器科医長）／質問コーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ＭＳＤコールセンター（☎フリー
ダイヤル 0120・860・744、平
日の午前９時～午後６時）

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。
【エクセル 2010 入門講座】
▽とき　３月３日・10 日・17 日
の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※エクセル 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　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　２月 16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（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

第３回読み聞かせボラン
ティア講習会
　「絵本が好きで、子どもたちに楽
しい絵本を読んであげたいけど、や
りかたが分からない…」という人を
対象にした、初心者から始める「読
み聞かせ講習会」です。
▽とき　３月３日（月）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）小和室
▽内容　おはなし会を楽しく行うた
めの子どもをひきつけるテクニック
指導、ペープサート（紙人形劇）の
作成と実技指導
▽講師　岩木図書館読み聞かせボラ
ンティア
▽定員　20人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木図書館（☎82・1651）

かけっこ教室

▽とき　３月５日～ 28 日の毎週
水・金曜日、午後４時半～５時半
※３月21日を除く。
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）

三省地区交流センター
「ヨガ教室」
　健康づくりのために始めてみませ
んか。
▽とき　３月１日・８日・15日（計
３回）の午後２時～３時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けヨガ
▽講師　下山明子さん
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマット（持っていな
い人には貸し出しします）、タオル、
動きやすい服装、飲み物
■問２月 19日から、三省地区交流セ
ンター（☎ 95・3760、月曜日は
休館）へ。

第20回アレルギー週間
市民公開講座
【アレルギーとどう付き合うか～さま
ざまなアレルギーとその対処法～】
▽とき　３月１日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「鼻と耳のアレルギー」
…講師・松原篤さん（弘前大学大学
院医学研究科耳鼻咽喉科学講座准教
授）／「食物アレルギーと一言で言っ
ても～皮膚科医が出会う食物アレル
ギーのいろいろ～」…講師・金子高
英さん（弘前大学医学部附属病院皮
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有 料 広 告 有 料 広 告

　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
○市民課駅前分室（ヒロロ３
階）
〇市民課城東分室（総合学習
センター１階）
○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）

わたしのアイデアポスト
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女性のための法律相談会を開催しま
す。家庭や職場、地域などで女性が
抱えるさまざまな悩みのうち、法律
に関する問題について、女性弁護士
がアドバイスします。希望する人は、
事前の電話相談が必要ですので、同
センター相談室へご相談ください。
▽とき　３月 11 日（火）、午後２
時～４時（１人30分程度）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽対象　事前に青森県男女共同参画
センター相談室へ電話相談した人
で、法律相談が必要であると認めら
れる人＝３人
▽その他　法律相談（面接相談）は
１人１回まで／当日の申し込みは不
可
■問青森県男女共同参画センター相談
室（青森市中央３丁目、アピオあお
もり内、相談専用…☎青森 017・
732・1022、相談時間は水曜日を
除く午前９時～午後４時）

乗用の小型特殊自動車は軽
自動車税の申告が必要です
　乗用の小型特殊自動車（トラク
ター、薬剤散布車、田植機、フォー
クリフト、草刈機など）については、
公道を走らなくても軽自動車税の課
税対象となります。取得時は忘れず
に申告しましょう。
▽申告に必要なもの　車名、型式、
車台番号、排気量の分かるもの／販
売証明書または譲渡証明書／印鑑
（認め印可。法人の場合は法人印）
■問市民税課諸税係（☎35・1117）
※市で交付している「標識」は、軽
自動車税の申告があった車両を識別
するためのものです。道路の走行に
ついては、製造元や販売店などにご
確認ください。

自動車税・自動車取得税の
減免制度
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、
療育（愛護）手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている人、ま
たはその人と生計を一にする人が、
これらの手帳の交付を受けている人
の生業、通院、通学などのために自
動車を使用している場合で、障がい
の程度や自動車の使用状況が一定の
条件に該当するときは、申請により
自動車税・自動車取得税の減免を受
けることができます。
　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 333）

こども絵本の森の休館

　図書の点検や配置替え、館内清掃
などのため、次の期間休館します。
▽期間　３月18日～ 20日
※休館中の返却は、こども絵本の森
（駅前町、ヒロロ３階）事務室入り
口横、総合学習センター（末広４丁
目）、まちなか情報センター（土手
町）、弘前駅自由通路（改札口付近）
にある返却ポストまたは、弘前図書
館（下白銀町）、岩木図書館（賀田
１丁目）、相馬ライブラリー（五所
字野沢）をご利用ください。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

「弘前市安心安全見守りネット
ワーク事業」参加事業者募集
　市では平成 25 年 12 月 25 日に
ライフライン事業者等と協定を締結
し、ひとりぐらし高齢者などの見守
り体制の強化を図りました。
　協定内容は、各事業者が配達など

 暮らしのinformation

▽保険期間　４月１日の午前０時～
平成27年３月 31日の午後 12時
▽掛け金　１人年額 800円～ 1万
1,000 円（年齢、活動内容などに
より異なります）
■問スポーツ安全協会青森県支部（☎
青森017・782・6984）

市立小学校臨時講師募集

　平成 26年度採用予定の市立小学
校臨時講師採用試験を行います。
▽募集職種　常勤の臨時講師
▽受験資格など　小学校教員免許を
有する人、または平成 26年３月末
日までに取得する見込みの人
▽募集人員　若干名
▽試験日　３月３日
▽試験場所　岩木庁舎（賀田１丁目）
▽試験内容　面接および作文
▽募集期間　２月14日～ 27日
※受験案内は、学務健康課（岩木庁
舎３階）および市役所学務健康課弘
前分室（市役所１階）で配布してい
ます。
■問 学務健康課学務係（☎ 82・
1643）

無料の健診、受診しましたか
～受診は３月15日まで～
　市では、国民健康保険に加入して
いる 40歳以上 75歳未満の人を対
象に国保特定健康診査を無料で実施
しています。また、後期高齢者医療
制度に加入している人を対象に後期
高齢者健康診査を無料で実施してい
ます。いずれの健診も本年度は３月
15日で終了となりますので、まだ
受診していない人は早めに受診しま
しょう。
　詳しくはお問い合わせください。
■問国保特定健康診査について…国保

年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

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　３月４日（火）　　
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■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
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　３月５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）

女性弁護士による
女性のための法律相談
　青森県男女共同参画センターで
は、毎月第２・４火曜日に青森市で
無料の法律相談（面接相談）を行っ
ています。このたび、当市において

公聴会を実施します

　建築基準法第 48条第６項ただし
書きの規定（用途規制に係る特例許
可）による公聴会を開催します。
　この公聴会は、許可に利害を有す
る人からの意見を伺うもので、対象
者には個別に通知します。
　また、公聴会はどなたでも傍聴す
ることができます。
▽とき　２月26日（水）
　　　　午後６時～
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
２階研修室
▽申請者　弘前市長
▽申請建築物概要　用途…立体駐車
場／構造規模…鉄骨造３階建、約
6,170㎡
▽申請敷地　上白銀町１の１（市役
所本庁舎敷地内）
※会場の都合により、傍聴人が多数
の場合はお断りする場合がありま
す。
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

スポーツ安全保険に
加入しませんか
　スポーツ安全保険は、アマチュア
のスポーツ活動、文化活動、ボラン
ティア活動、地域活動などを行う社
会教育活動（５人以上の団体）を対
象とした保険です。
▽補償内容　傷害保険（通院、入院、
後遺障害、死亡）、賠償責任保険、
突然死葬祭費用保険
▽加入受付期間　３月１日～平成
27年３月 30日
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の業務の際、普段と様子が異なり異
変を感じた時に市へ通報するもの
で、通報を受けた市では、通報内容
を確認するとともに訪問などで安否
を確認します。
　これまで、新聞、郵便、電気、ガ
ス、配食サービスなど日常生活に密
着する事業者や自主防災組織と協定
を締結しています。
　この事業について参加を検討する
事業者や詳しく知りたい人はご連絡
ください。
■問介護福祉課高齢福祉係（市役所２
階、窓口251、☎ 40・7114）

“ブナの里親”募集

　白神山地財団
では、白神山地
の世界遺産登録
20 周年を記念
して「ブナの里
親募集事業」を
実施しており、
その一環とし
て、ブナの幼木
を無料で配布し
ます。
▽とき　３月 20 日（木）、午前９
時～正午ごろ（無くなり次第終了）
▽ところ　物産センターBeecHに
しめや（西目屋村田代）
▽配布予定　90 本程度（先着順。
原則として、１人１本限り）
▽その他　樹高は 50 ～ 150㎝程
度で、植栽用布袋に入った状態でお
渡しします／「植え付け」の手引き
も配布します／販売目的での持ち帰
りは禁止します
■問白神山地財団事務局（澁谷さん、
☎ 34・0055、■Ｆ 34・0051、■Ｅ
jimukyoku@shirakamifund.
or.jp）

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  179,582 人  （－103）
　 男　　  82,273 人　 （－35）
　 女　　  97,309 人    （－68）
・世帯数　 72,534 世帯（＋30）
平成 26年１月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

 

◎発行号　毎月１日号・15日号
◎発行部数　約６万5,000部
◎掲載料（１回）　２万円～30万円
※掲載枠により異なります。詳細についてはお問い合わせください。
■問広聴広報課広聴広報担当（☎35・1194）

広報ひろさき有料広告募集中！

市ホームページのバナー広告も募集中！

 その他
  

白神山地の
マザーツリー
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■編集発行　弘前市経営戦略部広聴広報課　〒 036-8551　弘前市大字上白銀町 1-1　☎ 35・1111　ファクス 35・0080
■ホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/　

■

モバイルサイト   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/mobile/

弘前市保健センターからのお知らせ
▽問い合わせ・申込先　弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

 

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
３／2 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 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
21 福士病院（新里） ☎27・1525
23 菊池医院（富田町） ☎39・1234
30 山内整形外科（城東４） ☎26・3336

内　科
３／2 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
9 さがらクリニック（桔

梗野１）
☎37・2070

16 今村クリニック（松原
西２）

☎88・3090

23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 千葉胃腸科内科医院（石

渡３）
☎36・7788

耳鼻咽喉科・眼科
３／9 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

23 成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

歯　科
３／2 おおしみず歯科クリニ

ック（大清水１）
☎28・5211

9 川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475
16 大手門歯科（元大工町）☎33・6030
21 なかむら歯科医院（末

広４）
☎26・0388

23 佐藤歯科医院（大浦町）☎36・0412
30 中川歯科医院（松森町）☎32・2188

▽持ち物　母子健康手帳
▽受付期間　３月３日～12日
▽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。

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。
▽３月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
７日・23 日の午前 10 時～午後３
時
〇弘前市保健センター会場＝ 10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）

ベビーレッスン

▽とき　３月 16 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

子ども予防接種週間

　３月１日～７日は子ども予防接種
週間です。
　これにちなみ、通常の診療時間内
に予防接種が受けにくい人に対し、
３月１日（土）に、定期の予防接種
を医療機関で実施します。特に、麻
しん風しん混合ワクチンの２期（平
成 26年４月小学校就学予定の子）
の予防接種をまだ済ませていない人
は、この機会に接種しましょう。
　なお、接種する際は実施医療機関
への予約が必要ですので、ご注意く
ださい。
▽実施医療機関・実施日・実施時間
などの問い合わせ先　弘前市医師会
事務局（☎32・2371）

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

 

　和食は手間が掛かるので面倒だというイメージはありませんか。
　当教室では、簡単で栄養満点のおいしい和食レシピを指導します。
託児室も用意していますので、気軽にご参加ください。
▽とき　３月７日（金）、午前10時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）
▽献立　キャロットごはん、さばミルクみそ煮、かぼちゃそぼろ煮、
ブロッコリーしゃかしゃか和え　ほか
▽対象　市内に在住する、０歳～未就学児とその保護者＝10組（先
着順）
▽持ち物　エプロン、三角きん、はし、水分補給できるもの
▽託児　申込時に申し出を（無料）。
▽問い合わせ・申込先　２月20日から、電話で弘前市民健康推進
協議会事務局（弘前市保健センター内、☎37・3750）へ。

弘前市健康推進協議会の料理教室

ママクッキング！
簡単な和食を作ろう！


