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　２月22日、３月末をもって閉校する弥生小学校で、
卒業する６年生４人を含む全校児童 9人のほか、教
職員、地域住民や卒業生など約 130人が出席し閉校
式が行われました。
　昭和 19 年に船沢小学校の冬期間季節分校として
開設され、昭和 21 年に通年制分教場となった同校
は、昭和 36 年に弥生小学校として独立し、これま
で 463人の卒業生を輩出してきました。多いときは
120 人以上の児童が在籍したこともありましたが、
少子化などによる児童数の減少が進み、地元をはじめ、
関係機関の意見などをもとに、閉校することになりま

思い出をありがとう…

弥生小学校 閉校式

 

　学校の講堂は
昔、地元の各家
で所有している
木を 2 本以上
ずつ出し合って
（寄附して）建
てました。山か
ら木を運び出すのも、みんなで協力したものでし
た。こんな地元の心がこもった学校が無くなるの
は寂しいですが、これも時代の流れでしょうね。

高谷光弘さん　 （弥生）
　６年生と一緒
に勉強したこ
とや講堂でみん
なで遊んだこと
が、楽しい思い
出です。４月か
らは、この思い
出を忘れず、船沢小学校で勉強します。知ってい
る子もいますが、新しい友達ができるのが楽しみ
です。

鈴木悠月さん　  （弥生小５）
地元の心がこもった学校 楽しかった思い出を忘れずに
インタビュー

した。
　式典では、須々田孝聖校長が ｢この学校で学んだこ
とや思い出は、私たちの心の中に永遠に生き続けるこ
とでしょう」と述べ、また、児童へ「これからも努力
を忘れず活躍してほしい」と思いを伝えました。その
後、９人の児童は壇上から、合唱を交えながら同校の
歴史や思い出を振り返り、「弥生小学校で育ち、学ん
だことを忘れません。そして私たちは夢に向かって進
んでいきます。ありがとう、僕たちの弥生小学校」と
感謝の言葉を述べ、最後には出席者全員で校歌を歌っ
て、母校に別れを告げました。

学校への思いを込めて合唱する児童
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基本方針①

安全・安心に
生活できる
街づくり

　地震、豪雪などの災害対策や、防犯・交通安全対策などにより、誰もが安心して生
活することができ、訪れた人が安心して行動できる街の実現を目指します。
【具体的な取り組み】
災害対策の充実／防犯対策の充実／生活道路の安全確保／交通ルールの順守と交通マ
ナーの向上／除雪支援体制の充実／地域での支え合いづくりの推進

基本方針②

円滑に
移動できる
街づくり

　徒歩や自転車、自動車、バスなどのさまざまな交通手段により、誰もが気軽に出掛
けられ、訪れやすい街の実現を目指します。
【具体的な取り組み】
道路のバリアフリー化の推進／冬期交通の確保／円滑な交通ネットワークの形成／公
共交通の利用環境の充実／コンパクトなまちづくりへの転換／歩行者・自転車空間の
充実／街なかの案内・誘導の充実／外出や移動の支援体制の充実

基本方針③

快適に
利用できる
街づくり

　日常生活に必要な店、病院や図書館、郵便局や銀行、駅や公園など不特定多数の人
が利用する施設を、誰もが心地よく利用できる街の実現を目指します。
【具体的な取り組み】
利用しやすい施設づくりの推進／施設案内・介助等の受入体制の充実／公園・緑地の
保全・整備／生活環境の保全／良好な景観づくりの推進／公共施設の有効活用の推進

基本方針④

自由に
参画できる
街づくり

　さまざまな地域活動やボランティア活動のほか、行政のまちづくりなどに、誰もが
自由に参画できる街の実現を目指します。
【具体的な取り組み】
情報共有と市民参画の推進／生涯学習等による学ぶ機会の充実／地域活動やボラン
ティア活動への参加の促進／協働によるまちづくりの推進

　市では、誰もが快適で、安全・安心に暮らせる街の
実現に向けて、市民・事業者・行政がそれぞれ取り組
むべき方向性を示した指針として、やさしい街「ひろ
さき」づくり計画を策定しました。
　今後は、本計画に基づき市民・事業者・行政が一体
となって、やさしい街の実現を目指していきたいと考
えていますので、ご理解とご協力をお願いします。

やさしい街づくり計画とは
　この計画は、障がいの有無や年齢、性別、国籍など
にかかわらず、可能な限りすべてのひとが「安全で安
心することができ、快適で便利な街である」と実感で
きる「まちづくり」のあるべき姿として、ひとつのカ
タチを示したものです。
　この計画で、やさしい街づくりの基本的な方向性と
しての「考え方」を明確にし、市民・事業者・行政が
それぞれ取り組むべき「進め方」を示すことで、市
民・事業者がそれぞれの立場から自主的かつ主体的に

●やさしい街づくりの基本方針と具体的な取り組み

考え、行動するきっかけとなり、市の積極的な取り組
みにより、やさしい街の実現を目指します。

やさしい街づくりの考え方
　「やさしい街づくり」とは、高齢者、障がいのある人、
子どもや小さな子ども連れの人、観光客や外国人など、
誰もが安心して生活し、気軽に出掛けられ、訪れるこ
とができる街をつくっていくことです。
　街には、道路や公園などの公共施設のほか、日常生
活に必要な店や病院、郵便局、銀行などの多くの人が
利用する施設や、地域住民や観光客などの移動手段と
なる公共交通機関など、日常生活に必要な多くの施設
があります。
　やさしい街を実現するためには、誰にとっても利用
しやすく快適な施設が整備され、どんな交通手段でも
快適で自由に移動することができ、安心して快適に日
常生活を送ることができるよう、地域の人々がともに
支え合い、行動することが必要です。

基本方針①安全・安心に生活できる街づくり～生活道路の安全確保～より

具体的な取り組みごとの役割の例

やさしい街「ひろさき」づくり計画を策定
～誰もが快適で、安全・安心に暮らせる街～

官公署学 校 駅

ホテル集会場 百貨店

病 院図書館 公 園

公共施設等

道路・公共交通

やさしい街「ひろさき」～イメージ～

安全

安心

安心

安全

意欲

意欲

機会

機会

安全・安心に生活できる

快適に利用できる 自由に参画できる

円滑に移動できる

基本方針①

基本方針③ 基本方針④

基本方針②

　４つの基本方針に基づいて、市民・事業者・行政（市）がそれぞれの立場から進めるべき具体的な取り
組みを示しています。皆さんもぜひ「やさしい街づくり」を実践してみましょう！

●市民・事業者・行政（市）の役割

◆市民・町会等の役割
●自動車・自転車は、安全な速度での走行や一時停止、徐行など、歩行者が安心して通行できるよう
にしましょう。また、住宅街の道路を抜け道として通行しないようにしましょう。
●夕暮れ時や夜間でもドライバーから見えやすいように反射材を身に付けるなど、交通事故から大切
な命を守りましょう。
●屋根雪の落下による歩行者の事故防止のため、雪止めの設置や落雪前の雪下ろしの実施など、屋根
雪の落下を事前に防止しましょう。

◆事業者の役割
●従業員や自動車利用客に対する安全運転の呼びかけを行いましょう。
●道路上（歩道）に違法なのぼり旗や立て看板、商品陳列棚等を置かないなど、安心して通行できる
歩行者空間を確保しましょう。

◆行政（市）の役割
●歩道の整備、拡幅のほか、防護柵、道路照明灯、カーブミラー等の交通安全施設の整備、車両速度
を抑制する道路構造（ハンプ、シケイン、狭さく等）の採用など、関係機関等と連携・協力して安全
な歩行者空間の整備を進めます。
●冬期の通学路の交通安全を確保するため、除雪機械の貸し出しにより、町会やPTA等が通学路（歩
道）の除雪をする通学路スクラム除雪の実施など、地域と連携して児童生徒の安全確保の取り組みを
進めます。
●地域住民や学校、関係機関等と連携・協力し、通学路をはじめとする生活道路の危険個所や危険家
屋等を把握・共有し、安全確保を図る取り組みを進めます。

●あなたは街で困っている人を見掛けたら、どうしますか？　　　　
　⇒ 声を掛けてみませんか？
●あなたは利用する人の立場になって施設づくりを進めていますか？
　⇒ いろんな立場の人の視点で考えてみよう。

▽問い合わせ先　都市政策課計画係（☎35・1134）
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岩木山と史跡大森勝山遺跡（昨年行われた大森勝山ヒューマン
サークルイベントの様子）

●景観保全のために
　市では平成24年３月に景観づくりの方針やルール
などを定めた弘前市景観計画を策定し、一定規模以上
の建築行為などを行う際には景観条例に基づいた届け
出を義務付け、良好な景観の保全を進めています。
●変更内容
　弘前市景観計画では、「大切にしたい場所」として
29カ所を指定し、その場所・眺めごとのルールを上
乗せすることで、特徴を生かした景観づくりを図って
います。こうした中、今回その「大切にしたい場所」
へ新たに「史跡大森勝山遺跡周辺」を追加することに
伴い、弘前市景観計画を変更しました。
●変更の目的
　岩木山を背景とした史跡大森勝山遺跡は、世界遺産
登録を目指している「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の１つであり、360 度見渡す限り人工物がないこと
から、縄文時代を想起させる良好な遺跡景観として今
後も保全していく必要があります。このことから、史

跡指定地だけでなく、それらと一体となって景観を形
成する史跡周辺も含めて、史跡の特性に合った景観形
成基準を設定し、史跡大森勝山遺跡周辺のさらなる景
観保全を図ります。
　詳しい景観形成基準については、市ホームページを
ご覧ください。なお、基準は４月１日から適用となり
ます。
▽問い合わせ先　都市政策課計画係（☎35・1134）

●景観重要建造物について
　市では、外観の優れた建造物が除却や外観を変更さ
れることなどにより、その地域全体の良好な景観が大
きく損なわれることがないように、景観法の規定に基
づく景観重要建造物に指定し、適正な管理や改修費の
助成などによって保全を図り、弘前ならではの良好な
景観づくりを進めています。
　平成24年度は石場旅館をはじめ、６件の建造物を
指定しており、今回、弘前市景観審議会の答申を得て、
2月 28日、新たに８件の建造物を指定しました。
　今後は、これらの建造物の保全を図るとともに、必
要に応じてさらなる追加指定を行うことで、良好な景
観づくりを図っていきます。
【平成 25 年度指定建造物】
・旧第八師団長官舎【弘前市長公舎】（上白銀町）
・青森県立弘前中央高等学校講堂（蔵主町）
・弘前市庁舎（上白銀町）
・弘前市民会館（下白銀町）
・弘前市立博物館（下白銀町）
・弘前市緑の相談所（下白銀町）
・弘前市斎場（常盤坂２丁目）
・旧町田家住宅（新寺町）
※指定建造物の詳細については市ホームページをご覧
ください。
▽問い合わせ先　都市政策課計画係（☎35・1134）

景観重要建造物の
追加指定

旧第八師団長官舎【弘前市長公舎】

史跡大森勝山遺跡周辺の「大切にしたい場所」への追加による

弘前市景観計画の変更

青森県立弘前中央高等学校講堂

弘前市庁舎 弘前市民会館

弘前市立博物館 弘前市緑の相談所

弘前市斎場 旧町田家住宅

　オールひろさき「さくら市」は、４月１日から消費税が８％に増税されることにより、当市でも
買い控えや駆け込み需要の反動による消費の落ち込みが懸念される中、多くの人出が見込まれるさ
くらまつりを絶好の機会ととらえ、市、関係団体と市内事業者が一丸となり、市内一斉に幅広く大
売り出しなどを行う、まさに「オールひろさき」体制で臨む、市経済活性化を図るための事業です。
　また、「さくら市」のほか、夏には「ねぷた市」の開催も予定しています。

オールひろさき「さくら市
い ち

」開催！
～参加事業者募集～

オールひろさき「さくら市
い ち

」開催！
～参加事業者募集～

オールひろさき「さくら市
い ち

」開催！
～参加事業者募集～

　市では、このオールひろさき「さくら市」をテレビ
や新聞広告などで強力にＰＲするとともに、さくらま
つり期間（４月23日～５月６日）に積極的に販売促
進活動（※）を行う事業者を支援し、「さくら市」を
盛り上げます。
　現在、「さくら市」で行う販売促進活動への支援を
希望する事業者を募集していますので、奮ってご応募
ください。
※販売促進活動とは、売り上げの向上を目的に行う、
広告宣伝、催事の開催、サービス提供などの取り組み
のことです（単に集客を図るためのものは除く）。代
表的な例として、スタンプラリー、大売り出し、抽選
会などが挙げられます。

募集対象事業者
　主に小売・サービス事業者で構成され、経営の安定
や維持向上などを目的に活動する次の団体
①組合等（事業組合、企業組合など）
②任意団体（５事業所〈者〉以上で構成する団体など）
③小規模任意団体（本事業を実施するために新たに組
織された３事業所〈者〉以上で構成する団体など）

支援（補助）内容（予定）
①補助対象経費…賃金、消耗品費、印刷費、広告宣伝
費、物品借上料、委託費、景品購入費　など

②補助率…補助対象経費の３分の２
③上限額…一般枠＝50万円（事業組合、企業組合な
ど、任意団体）、小規模任意団体枠＝ 30万円（小規
模任意団体）

応募方法　
　申込書に必要事項を記入し、商工政策課へ提出を。
申込書は同課で配布しているほか、市ホームページか
らもダウンロードできます。

応募期限　
　３月31日（郵送の場合は当日消印有効）
※この事業に関する予算については、３月に行われる
第１回市議会定例会で審議されます。予算案の可決を
もって事業を実施します。
※申し込み内容を審査の上、採択の可否を決定し、通
知します（申し込み受け付け後おおむね10日以内）。
※事業の概要や申込書の書き方など、「さくら市」に
関する質問や相談については、随時受け付けしていま
すので、気軽にお問い合わせください。

▽問い合わせ・提出先　商工政策課経営改善担当
（市役所６階、窓口652、☎ 35・1135、Ｅメー
ル shoukou@city.hirosaki.lg.jp）
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国民年金の保険料額や納付など
【平成 26 年度国民年金保険料額】
　平成26年度の国民年金保険料は、月額１万5,250
円となり、平成 25年度の保険料月額から 210 円の
引き上げになります。
【国民年金保険料の納付】
　４月上旬に、国民年金保険料納付案内書（納付書）
が日本年金機構から送付されます。案内書には毎月の
保険料納付書のほか、前納や口座振替によるお得で便
利な納付方法について記載しています。
▽保険料の前納についての問い合わせ先　弘前年金事
務所（外崎５丁目、☎27・1337）
▽口座振替の申し込みについての問い合わせ先　口座
を開設している金融機関や郵便局、または年金事務所
【学生納付特例申請】
　大学、短大、専門学校などに在学する学生には、在
学期間中、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度
があります。なお、学生納付特例の承認を受けている
人で、翌年度以降も引き続き在学予定の人には、はが
き形式の申請書が日本年金機構から送付されます。特

例の申請をする場合は、はがきに必要事項を記入し、
返送してください。
※４月中旬を過ぎてもはがきが届かない場合は、市役
所、岩木・相馬総合支所、各出張所で申請してくださ
い。なお、市民課駅前分室・城東分室では受け付けま
せんので、ご注意ください。
【国民年金保険料の免除等に係る遡及（そきゅう）期
間の見直し】
　国民年金保険料の申請免除（若年者納付猶予・学生
納付特例を含む）について、現行では申請前直近の７
月以降（学生納付特例は４月以降）の月が免除の対象
でしたが、４月からは過去２年分までさかのぼって保
険料を免除申請することができるようになります。
　日本年金機構では、保険料免除等に係る遡及期間の
見直しに伴い、平成26年３月末に次の人に対して新
制度についてのお知らせを送付します。
○平成 24年３月から平成 26年１月までの間に未納
のある人
▽問い合わせ先　弘前年金事務所／国保年金課国民
年金係（☎ 40・7048）／岩木総合支所民生課（☎
82・1628）／相馬総合支所民生課（☎84・2111）

年度末・年度初め　市役所本庁舎で土日開庁と
平日窓口受付時間の延長を行います

平日に都合のつ
かない人などぜ
ひご利用を

　異動時期における窓口の混雑を緩和し、待ち時間を
短縮するため、年度末の土・日曜日を開庁し、転出や
転入などを対象とした窓口業務を行います。
　また、年度末・年度初めの平日も同じく転出や転入
などを対象とした窓口の受付時間を延長しますので、
この機会にぜひご利用ください。
※関係他市町村・行政機関が開庁していない場合、内
容によっては、再度来庁してもらうことがあります。
▽土日開庁実施日　３月 29 日（土）・30 日（日）、
午前８時半～午後５時　　　　　　　　　

▽窓口延長実施日　３月 24日～ 28 日、31 日～４
月４日、午後７時まで
▽ところ　市役所本庁舎（上白銀町）

取 扱 業 務　
　詳細は各担当課へお問い合わせください。なお、広
報ひろさき３月１日号にも掲載していますので、ご覧
ください。
○住民異動届・戸籍届の受け付け、住民票の写し・戸
籍証明書・印鑑証明書・各種税証明書の発行など…市
民課（１階、☎35・1113）
○国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の免
除・給付の届け出など…国保年金課（１階、☎ 40・
7045～ 7048）
○障害者手帳・自立支援医療の手続きなど…福祉政策
課（１階、☎40・7036）
※３月 29日・30日は取り扱いしていません。
○児童手当・保育所の入退所の手続きなど…子育て支
援課（１階、☎40・7039、35・1131）
○転出・転入・転居に伴う小・中学校の就学事務…学
務健康課弘前分室（１階、☎40・7057）／市民課（１
階、☎35・1113）
○水道の使用開始 ･ 廃止の受け付け…上下水道部（茂
森町、☎ 36・8115、夜間・休日☎ 36・8100）で
常時受け付けます。連絡は早めにお願いします。

国民年金についてのお知らせ国保年金課から
のお知らせです

４月からし尿収集運搬料金が変わります消費税の改正に
伴い

　消費税の改正に伴い、４月
からし尿収集運搬料金が変わ
ります。
　改定後の新しい料金は右表
のとおりです。
▽問い合わせ先　環境管理課
資源循環係（☎35・1130）

区　分 現行
（～H26.3.31）

改定後
（H26.4.1 ～） 差　額

180ℓ当たり
（基本料金） 1,800円 1,852円 52円増額

180ℓ超 10ℓ当たり
（加算料金） 100円 102.8 円 2.8 円増額

【し尿収集運搬許可業者】
・中弘衛生企業組合（松ヶ枝３丁目、☎55・8661）
・津軽衛生公社（向外瀬字豊田、☎37・3338）
・弘前衛生企業組合（神田３丁目、☎32・2903）

・岩木中央衛生社（駒越字高田、☎33・3780）
・岩木衛生社（五代字早稲田、☎82・2012）
・溝江衛生浄化槽サービス（黒滝字一ノ川瀬、☎
84・2547）

消費税率（国・地方）の引き上げについて
①消費税率（国・地方）が引き上げられます

②引き上げ分の消費税収（国・地方）はすべて社会保障財源化されます

※地方消費税は、国税である消費税
と同様に、事業として行った商品の
販売、サービスの提供などの国内取
引や外国貨物の引き取りに対して課
税される都道府県税です。
※消費税率 10％（消費税 7.8％・
地方消費税2.2％）への引き上げに
ついては、あらためて経済状況等を
総合的に勘案した検討を行います。

③円滑かつ適正な転嫁にご理解とご協力をお願いします
　消費税率（国・地方）の引き上げに当たって事業者が円滑かつ適正に転嫁できるよう、転嫁、広告、宣伝、価格
表示、便乗値上げなどに関する相談窓口を設置しています。相談のある人は、お問い合わせください。

▽問い合わせ先　消費税価格転嫁等総合相談センター（☎0570・200・123、平日の午前９時～午後５時〈３
月・４月は土曜日も受け付け〉、ホームページ上の専用フォーム http://www.tenkasoudan.go.jp〈24
時間受け付け〉）
※住んでいる地域に応じて以下の通話料金がかかります。
●固定電話：8.5 円～ 80円／３分間、携帯電話：90円／３分間、公衆電話：30円～ 220円／３分間

消費税４％

地方消費税１％

消費税6.3％

地方消費税1.7％

５%
８%

平成 26 年４月１日～

引
き
上
げ
分
の
消
費
税
収

財
政
健
全
化
に
一
定
の
寄
与

社会保障の充実
（待機児童の解消、医療介護サービスの充実など）

社会保障の安定化
（年金国庫負担２分の１など、後代への負担の付け回しの軽
減、消費税率引き上げに伴う社会保障支出の増）

全
額
を
社
会
保
障
財
源
化
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市政情報
Town Information

市ホームページ
　

バナー広告
　市のホームページに
掲載するバナー広告を
募集しています。
▽ 市 ホ ー ム ペ ー ジ

（トップページ）の閲
覧 状 況　平成 25 年：
171 万 3,190 回（ 月
平均14万 2,766 回）
※閲覧状況は、平成
26 年の閲覧数を保証
するものではありませ
ん。
▽掲載枠　トップペー
ジ＝８枠
※その他のページは特
に制限を設けていません。
▽掲載位置　市ホームページトップページ＝右枠／
トップページ以外＝左枠
▽掲載料　トップページ＝１月当たり１枠１万円（１
年間継続の申し込みで１枠10万円）／トップページ
以外＝１月当たり１枠 3,000 円（１年間継続の申し
込みで１枠３万円）
▽掲載期間　広告の掲載期間は月単位です。また、連
続して掲載できる期間は最大12カ月です。なお、掲
載期間は、土・日曜日、祝日、年末年始などにより、
月ごとに異なります。
▽バナーの規格　大きさ：縦 50 ピクセル、横 170
ピクセル／形式：ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ／容量：
10キロバイト以下
▽申込期限　掲載開始月の前月の10日までに申し込
んでください。
※掲載を希望する人は必ず市ホームページ（トップ 
＞ 有料広告掲載案内 ＞ バナー広告、http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/koukoku/banner/
index.html）をご確認ください。

広報ひろさき　有料広告

　広報ひろさきに掲載する有料広告を募集していま
す。
　なお、掲載できる広告は、広報誌の性格上、その品
位を妨げず、かつ市民に不利益を与えない中立性のあ
るものなど、いくつかの条件がありますので、詳しく
は市ホームページでご確認ください。
▽掲載位置　１日号（カラー）＝最終ページ全面とお
知らせページの最下段／15日号（白黒）＝最終ペー
ジおよびお知らせページの最下段
▽掲載枠・掲載料　下表のとおり
▽申込期限　掲載を希望する号のおおむね 40日前ま
でに申し込んでください。
※掲載を希望する人は必ず市ホームページ（トッ
プ ＞ 有料広告掲載案内 ＞ 広報ひろさき、http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/koukoku/kouhousi/
index.html）をご確認ください。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課広聴広報担当（市
役所３階、窓口308、☎ 35・1194）

◆４月１日までに 70 歳の誕生日を迎える
人（昭和 19 年４月１日までに生まれた人）

　医療機関での窓口負担については、４月１日より１
割から２割に引き上げとなる予定でしたが、４月以降
も１割のまま変わりません。
　これに伴い、「１割」と表記した高齢受給者証を３
月下旬に発送しますので、お手元に届きましたら、記
載内容などをご確認ください。
　現在お持ちの高齢受給者証は、４月１日以降使用で
きませんので、裁断の上、廃棄してください。
　なお、既に窓口負担が３割の人は、これまでどおり
３割負担です。

◆４月２日以降に 70 歳の誕生日を迎える
人（昭和 19 年４月２日以降に生まれた人）

　医療機関での窓口負担が２割になります。70歳～
74歳の人の窓口負担は、法律上２割となっています
が、特例措置でこれまで１割負担とされていました。
平成26年度から、より公平な仕組みとするために２
割負担に見直されることになりました。
　なお、一定の所得（課税所得が 145万円以上）の
人は、これまでどおり３割負担です。

▽問い合わせ先　国保年金課国保保険料係（市役所１
階、窓口158、☎ 40・7045）

　本庁舎敷地内に建設予定の立体駐車場新築工事に先
立ち、建設予定地内にある別館や倉庫などの解体工事
を行います。このため、別館にある職員食堂は営業を
終了し、そのほかの機能については移転しますので、
ご注意ください。
▽工事期間　4月 1日から５月末まで
○職員食堂…３月 20日で営業を終了（平成 28年 3
月完成予定の本庁舎増築棟内で営業を再開する予定で
す）。
○財産管理課財産係（車両部門）…３月24日から上
下水道部に移転
▽問い合わせ先　財産管理課財産係（☎35・1120）

本庁舎別館

４月から時差出勤を実施します皆さんのご理解
をお願いします

　市では、夜間の会議出席や説明会開催など市民ニー
ズの多様化に柔軟かつ効果的に対応するため、時差出
勤を実施します。

　時差出勤は、職員の１日の勤務時間数を変更せず、
始業時間および終業時間をシフトさせ、通常の勤務時
間（午前８時半～午後５時）と異なる時間帯で勤務す
る制度です。
　また、時差出勤の中で、休憩時間の選択制（45分
または１時間を選択）も実施します。
　市役所の開庁時間はこれまでと変わりませんが、早
朝の行事や夜間の会議などを予定している職員につい
ては、通常の勤務時間と異なる時間で出勤・退勤する
場合がありますので、市民の皆さんのご理解をお願い
します。
▽問い合わせ先　人材育成課人材育成担当（☎ 35・
1136）

本庁舎別館などの解体工事が始まります立体駐車場の新
築工事に先立ち

国民健康保険　70 歳～ 74 歳の人に交付される
高齢受給者証について

お手元に届きま
したら、記載内
容などの確認を

区分 掲載枠 規格（縦×横） １回の掲載料（円）
お知らせ 最終ページ

第１号 全　　　枠 252㎜× 170㎜以内 ― ― １日号 30万円
第２号 ２分の１枠 126㎜× 170㎜以内 ― ― １日号 15万円

第３号 ５分の１枠 45㎜× 170㎜以内 １日号 ６万円 １日号 ―
15日号 ４万円 15日号 ６万円

第４号 10分の１枠 45㎜× 85㎜以内 １日号 ３万円 １日号 ―
15日号 ２万円 15日号 ３万円

※１日号は全ページカラー、15日号は全ページ白黒　　　　　　　　　　　　　  （消費税及び地方消費税を含む）

 1

2

34

市ホームページのバナー広告と広報ひろさきに
掲載する有料広告を募集しています

広告を掲載して
自社などをＰＲ
しませんか

●広報ひろさき掲載枠・掲載料

●広報ひろさき掲載枠イメージ
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 イベント
平成25年度
都市計画フォーラム
【～まち育てミーティング～】
　市では「まち育て」をテーマにし
たフォーラムを開催します。
　市民参加型のまちづくりに関する
講演や本年度モデル地区で開催した
地域のまちづくりを考える地域別懇
談会の参加者による事例発表を聞き
ながら、まち育てについて学びませ
んか。
▽とき　３月21日（金・祝）
　　　　午後１時半～４時半
※受け付けは午後０時半から。
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演…講師・浅野聡さ
ん（三重大学大学院工学研究科准教
授）／事例発表…発表者・モデル地
区（第一中学校区、相馬地区）の地
域別懇談会参加者、コーディネー
ター・北原啓司さん（弘前大学教育
学部教授）、コメンテーター・浅野
聡さん
※事前の申し込みは不要。駐車ス
ペースに限りがありますので、公共
交通機関などをご利用ください。な
お、ヒロロ駐車場および市営駐車場
（弘前駅中央口・弘前駅城東口）は
３時間、おおまち共同パークは２時
間無料です（受け付けに駐車券をお
持ちください）。
■問都市政策課（☎35・1134）

三省地区交流センター
「レザークラフト教室」
　オリジナルの小銭入れを作ってみ
ませんか。
▽とき　３月27日（木）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けレザークラフト

「小銭入れ作り」
▽講師　笹木啓子さん
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　1,200 円（材料費とし
て）
■問３月 18 日～ 25 日に、電話で
三省地区交流センター（☎ 95・
3760、月曜日と祝日の翌日は休館）
へ。

弘前学院大学開放講義（前期）

　弘前学院大学では、開かれた大学
づくりの一環として、地域の皆さん
が学生と一緒に通常の講義を受講す
る「開放講義」を実施します。
▽期間　４月５日～７月31日
▽科目　英会話ⅠＡ、現代の社会と
文化Ａ、生命の科学Ａなど
▽受講料　無料（別途資料代2,500
円が必要）
■問３月 24 日～ 28 日に、弘前学
院大学学務課窓口（稔町、☎ 34・
5211）へ。
※詳細はホームページ（http://
www.hirogaku-u.ac.jp/、 ３ 月
20日ごろ更新予定）をご覧になる
か、お問い合わせください。

空手と気功教室

▽とき　小学生以下＝４月の毎週日
曜日、午後１時半～２時半／中学生
以上＝４月の毎週月曜日、午後７時
15分～８時半
▽ところ　極真会館弘前道場（大清
水２丁目、駐車場あり）
▽内容　空手の基本と気功体操など
の初歩的な運動
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問極真会館青森県支部弘前道場事
務局（池田さん、☎携帯 090・
6546・9209）
※当日会場でも受け付けます。運動
のできる服装でおいでください。

市民健康クッキング講座
（３回コース）
　講話や簡単なクッキングなど、
「食」を通じた健康づくりに関する

講座です。
▽とき　①４月 10 日（木）、②５
月８日（木）、③６月12日（木）
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　①「高血圧が気になる方へ
　おいしく減塩レシピ」、②「糖尿
病を予防しよう　ヘルシーな野菜レ
シピ」、③「魚・豆・野菜でカルシ
ウムたっぷり生涯骨太レシピ」…食
生活改善のための講話、簡単な調理
実習と試食
▽対象　①～③すべてに参加できる
市民＝15人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を記入し、
３月 31日（必着）までに、健康づ
くり推進課健康増進係「市民健康
クッキング講座」（〒036・8711、
野田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
当選者のみに連絡します。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

中学生のための
バスケットボール教室
　中学生を対象としたバスケット
ボール教室です。たくさんの仲間と
一緒に楽しく上達しませんか。
▽とき　毎週火曜日、午後７時～９
時
▽ところ　第四中学校（樹木５丁目）
体育館ほか
※事前に問い合わせを。
▽指導　三上明王さん（日本体育協
会公認バスケットボール指導員）
▽対象　中学生＝10人
※初心者も歓迎します。
▽参加料　月2,000円
※初回無料体験あり。
▽持ち物　動きやすい服装、汗ふき
タオル、飲み物、内履き
■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〉）

　   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

 教室・講座
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　広報ひろさきは、市民の皆さんと行政をつなぐ重要
なツールとして、行政情報をはじめとする身近な情報
をお届けしています。発行は、1日号と 15日号の月
2回で、各町会を通じて配布。町会には、発行日の2
日前にはお届けしていますので、早期の配布にご協力
ください。なお、アパートやマンションなどで、管理
人や代表となる人がいて、ほかの入居者にも配布して
もらえる場合、その人にまとめて郵送しているところ
もあります。何人かで組（グループ）を作っていただ
ければ、代表の人にまとめて郵送しますので、広聴広
報課広聴広報担当（☎35・1194）へご連絡ください。
　このほか、広報ひろさきは、市の主な施設や市内の
金融機関、郵便局、スーパーマーケット（カブセンター
各店、ベニーマート、マックスバリュ各店、ユニバー
ス各店）などにも備えてあります。また、市ホームペー
ジにも掲載していますので、ご利用ください。

　県広報広聴協議会主催の平成26年青森県広報コン
クールの入賞作品が決まり、昨年の「広報ひろさき」
２月１日号が広報紙部門で総合２位となる準特選を受
賞しました。特選を受賞した昨年に続き、2年連続で
日本広報協会主催の全国広報コンクールへ推薦される
ことになりました。また、組み写真の部でも奨励賞を
受賞しました。
　準特選を受賞した２月１日号には「再生へのスター
ト～生まれ変わる２つの前川建築～」と題した特集記

事を掲載。特集の紙
面構成や各コーナー
のレイアウトの見や
すさ読みやすさなど、
総合的な完成度の高
さが評価されました。
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赤平陽二さん

をここでつぎ込んでくれるのか聞きたくて、参加しまし
た。前川の弘前に懸ける思いというのを受け継いだ仲邑さ
んが、弘前市内の前川建築をどれだけ大事にしているかと
いうのをすごい感じましたね。
　新たに生まれ変わったときには、市民会館のホワイエを
ロビーコンサートなどに使えたり、博物館で小さな音楽会
などが開けたりと、もっともっと身近な存在になって、使
いやすくなればいいなと。このような建物は使ってこそ収
益を生み出しますので。その収益というのは、お金のこと
だけではなく、心の中にずっと残って、子どもたちを育て
る財産になると思います。

もっと身近な存在になっ
て、使いやすい建物に
　50年前、まだそれほど地方
にいいホールがなかったとき
に、前川國男がどれだけ思い入
れを懸けてこの建物を造ったの
か。また 50年を迎えリニュー
アルする今、当時担当した仲邑
さんが、どれだけ若い時の思い

前川の造った講堂がありました。壁が水色だったり、一部
赤や紺だったり、とってもきれいなんですよね。そういう
ところに毎日通えるということで、本当にうれしかったで
すね。前川國男の建物が８つもあるところなんて、日本中
探してもほかにはないですから。それはやっぱり弘前のみ
んなが大事にしてきたからだと思うし、市民の誇りなんだ
とつくづく感じます。
　今回の催しでは、普段入ることができない舞台下の奈落
なども見学できて、面白かったです。はじめての体験でし
た。来年どういうふうにリニューアルされるのか、今から
すごく楽しみです。

　私が建築家の名前で一番初め
に知ったのが、前川國男でした。
小・中・高と、この弘前公園周
辺の学校に通っていて、小学生
のころに完成した市役所を見学
したのを覚えています。
　高校も中央高校だったので、 中舘庸子さん

　私がこの市民会館建築に携わったのは、前川事務所に入って
５年目くらいのころで、ここではじめて壁や窓などのデザイン
を任されました。ですから私が建築家として一人前になりかけ
のときの建物だったんです。それが今回リニューアルするとい
うことで。技術者として、自分が造った建物を自分で補修でき
るという巡り合わせに、感慨もひとしおです。
　私は大学を卒業してすぐに前川先生（以下先生）のところに入っ
て、先生が亡くなるまで、ずっと一緒に仕事をさせてもらって
きたんです。そういう意味では私にとって市民会館はスタート
の建物ですから、一番思い出深いし、今でも建築のいろんなこ
とを勉強させてもらっているところです。
　市民会館というのは、市民が待望していた集会所だったんで
す。先生もいろんな場所を見て、「岩木山が松原越しに見える
いい場所だ」というのでこの場所に決めました。ですから本来
であればコンクリートの壁で覆われるところを、これから演目
を楽しもうとしている人たちが、すばらしい景色も見られるよ
うにと、窓ガラスを大きくとりました。今になってみれば、そ
ういう環境を生かす設計の趣旨だったんですね。みんなで話を
しながら岩木山を見たり、雪を見たりしているという環境。こ
ういう造り方は、先生の建築としても非常にレベルが高く、文
化財としてもすごく価値が大きいんです。それを弘前の人たち
は分かってくれていて、先生の建物を古くなっても愛して使い
続けてくれている。非常にうれしいことです。
　市民会館、市立病院と続き、市役所を増築するときは世の中
が裕福になってきた時代。そのころから先生は「建物にもきれ
いな着物を着せてあげよう」と、赤いタイルを使い始めました。
これまでよりもレベルを一段上げて人間の豊かさを求めたんで
す。博物館もそういう豊かな時代の流れで造りました。当時は
大きい建築がはやっていましたが、先生は「人間にとっていい
建築というのはヒューマンスケールといって、その人間にちょ
うどいい大きさというものなんだ。だから、弘前の人に見合っ
た建物を造ろう」と言って、ちょうどいい大きさで、巡回展を
引き受けれるだけの基準を満足させる建物にしたんです。
　先生はよく、「建築というのは、それを設計する人の人間と
しての生きざまが現れるんだ」と話していました。ただそこに
来ただけで「前川さんの建築というものは豊かな気持ちになる
ものだ」という実感が沸くんです。
　弘前には、たくさんの賞をもらっている前川建築が数多くあ
ります。そんな素晴らしい財産を持っている弘前の人たちは幸
せです。これからも皆さんには愛して使ってもらいたいと思い
ます。それだけの価値があると思いますので。

市民の皆さんが、前川
建築を古くなっても愛
して使い続けてくれて
いることがうれしい

元 前川國男建築設計事務所

仲邑 孔一（なかむら・よしかず）

　１月 11日、市民会館において、平成 26年に開
館 50周年を迎え、大規模なリニューアルを控えた
同館の魅力を存分に味わってもらうとともに、より
身近な施設として親しんでもらうため、「50歳プ
レお誕生会」が開催されました。
　この日は約 150人の市民らが訪れ、普段立ち入
ることができない舞台下の奈落やオーケストラピッ
トの中、舞台上部の天井などを自由に見学したり、

建築家の仲邑孔一さん（元前川建築設計事務所）や
前田卓さん（アトリエタアク代表）によるガイド付
きツアーに参加して、建築当時の裏話や前川建築の
特徴などを聞いたりしながら、有意義な時間を過ご
していました。
　ツアーでは、同館の建築にも携わった仲邑さんが、
２階ホワイエのシャンデリアについて「このシャン
デリアに使われているのは無垢（むく）のパイプ、本物
の銅パイプなんです。ヨーロッパの文化の中で銅器と
いうものは、食器などにしても何代にもわたって大事
に使い続けていくというものがあります。ですから
電球がＬＥＤに変わっても、これは変わらずに手入
れをして銅のものを使っていきます。そういう本物
志向が前川さんの建築の特徴なんです。本物でかつ
自然。そういう方向に持っていくのが本当の建築な
んです」と説明するなど、前川建築のこだわりや建
物に込めた思いについて語っていました。
　その後に行われた音響反射板設置見学会では、重
さ 4.5 ｔの反射板２枚がゆっくりと時間をかけて
設置されていく行程を感心した様子で見学。参加者
もスタッフと一緒に設置体験を行うなど、めったに
見たり体験したりできない趣向を凝らした催しを存
分に満喫していました。
　また、この日はロビーやホワイエ、ホールにおい
て、ケーナ奏者の岩川光さんとアコーディオン奏者
の佐藤芳明さんによるミニコンサートも行われ、参
加者は美しい音色に聞きほれるとともに、場所ごと
に異なる音の響きを楽しんでいました。

リニューアルへの休館は、再生へのスタート。新た
に生まれ変わる日をお楽しみに！

弘前市民会館

50歳
プレお誕生会

Special Interview

前川建築は市民の誇り
リニューアルが楽しみです

参加者の声 参加者の声

①②ガイドの仲邑さんの説明に興味深く耳を傾ける参
加者／③ケーナとアコーディオンの奏者によるミニコ
ンサート／④音響反射板の設置を体験する参加者
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　読者である市民の皆さんは広報ひろさきについてどう思っているのでしょうか。
これまで寄せられたご意見・感想の中から、一部を紹介します。
　広報担当では、皆さんから寄せられた意見をよりよい誌面づくりのために生かし、
今後も分かりやすく、より多くの市民の皆さんに愛され親しまれる広報誌づくりに
取り組んでいきますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

ちょっと気になる

“広報”のはなし
皆さんが普段、何気なく見ている広報誌。ここでは、
広報ひろさきのことを少し紹介したいと思います。

↑昨年２月１日号の表紙と特集の紙面

●全体的に文字が小さいと思う。高齢者用にもう少し文
字が大きくてもよいのでは
●市政情報の中にもっと身近に感じられる市役所の各部
署の仕事の内容や職員の紹介、アピールなど毎回載って
いれば、読む楽しみがもっと増すような気がします
●回を増すごとに内容が充実してきている
●月1回ぐらい優しいお母さんとか、たくましいお母さん、
子どもから見た自慢のお母さんなどを掲載してもよいの
では。町内会の有名人とかも
●「カタカナ語」が多用されていて、理解不能なときが
ある。分かりやすい表現にしてほしい
●紙面構成が工夫されていて読みやすい。カラー版・白
黒版と予算を考慮しながら市民に親しまれる市報作りに
細心の工夫がなされている
●お知らせ版の表紙にも一工夫のアイデアがほしい
●若者の興味や素が見れて楽しい
●まず表紙が良い！写真が美しくどれ中身をじっくりと
拝見しようかという気分にさせてくれて熟読する。毎号
楽しみにしています

読者の声
３

●へき地の高齢者や少子化にも目を向けてはいかがなも
のでしょうか
●昔から伝わる弘前のお惣菜レシピを載せてほしい
●一般市民にでも解る内容、分かる言葉なら読めるかも
しれません。字数も多すぎるように思います
● 12月号に市の財政が載っていましたが、歳入の中の地
方交付税の使われ方が知りたいです。歳出の教育費の内
訳も興味があります
●段組がわかりづらい
●今の広報は見やすく、必要な情報など見つけやすいで
す。税金や制度のことなど難しいことも分かりやすく書
かれていていいと思います。特集や企画も毎回楽しみに
しています
●広報の「近着図書紹介」を見て本を読む手掛かりがで
きて、最近読むようになりました。市民の参加製作とい
う広報になっているのがいいと思います
●広報ひろさきは総合情報誌とだけあって、無くてはな
らないものとなってきている
●弘前市の歴史と今後の目標が分かりやすい

２年連続で
全国広報コンクールへ

２
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■問防災安全課防災担当（☎ 40・
7100）

墓地公園までバス運行

　３月 21日の彼岸の中日に、久渡
寺線の路線バスが墓地公園を経由し
て運行されます。
▽臨時停留所　墓地公園、墓地公園
入り口（２カ所）
▽料金　バスターミナルから臨時停
留所まで、片道380円
※参拝の際は、供物や花などをお持
ち帰りください。
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

水洗便所改造等報奨金等交
付制度などの利用資格要件
が変更されます
　水洗便所改造等報奨金等交付制度
および水洗便所改造等工事資金融資
あっせん制度では、「市県民税・固
定資産税・下水道事業受益者負担金・
農業集落排水事業分担金の滞納がな
いこと」を利用資格要件の一つとし
ていましたが、４月１日からは上記
に加え、「軽自動車税・水道料金・
下水道使用料」についても滞納がな
いことが利用資格要件となります。
■問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

建築審査会を開催します

　平成25年度第2回弘前市建築審
査会を開催します。なお、下記の議
題の審議については、どなたでも傍
聴できます。
▽とき　３月24日（月）
　　　　午後３時～
▽ところ　市役所（上白銀町）４階
第１会議室
▽議題　用途地域内の建築制限に係
る特例許可の同意について
▽申請内容　申請者…弘前市長／建
築場所…上白銀町１の１（市役所本
庁舎敷地内）／申請建築物概要…用
途＝立体駐車場、構造規模＝鉄骨造
３階建、延べ面積＝約6,170㎡
▽一般傍聴　定員＝７人／受付場所
＝市役所４階第１会議室／受付時間
＝当日の午後２時半～２時50分
※定員を超えた場合は、抽選により

決定します。
▽傍聴の注意事項　①静粛に傍聴
し、拍手その他の方法により公然と
可否を表明しないこと／②写真撮
影、録画、録音等を行わないこと。
ただし、議長の許可を得た場合は、
この限りではありません／③その
他、会議の支障となる行動をしない
こと
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

暮らしとこころの
無料法律相談会
　青森県弁護士会では、負債、生活
苦、失業などの経済・生活問題を原
因・動機とする自殺対策の一環とし
て無料法律相談会を実施します。
　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24日～ 28日
▽ところ　各法律事務所
▽相談内容　多重債務、労働問題、
離婚、ＤＶ、いじめなど、生活や心
の悩みに関する法律相談
■問３月17日～ 26日（土・日曜日、
祝日を除く）の午前９時～午後５時
に、青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）へ。
※申し込みの際は、「暮らしとここ
ろの相談希望」とお伝えください。
申込受付後、日程調整の上、担当弁
護士の事務所、または電話で相談に
対応します。

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）による無料健康相談会を開
催します。からだのことなどで気に
なる人はご相談ください。また、ヒ
ロロ（駅前町）３階健康広場のセル
フチェックコーナーでの計測結果に
ついて、専門的なアドバイスを希望
する人も気軽にご相談ください。
▽とき　３月 29 日、４月 12 日・
26日、午後１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料（事前の申し込みは
不要）
※利用状況によりお待ちいただく場
合があります。

■問健康広場（☎35・0157）

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　４月２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）

 暮らしのinformation

（兼平字猿沢）トレーニングルーム
▽内容　ストレッチ体操、軽い筋力
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）
▽持ち物　運動できる服装、汗ふき
タオル、飲み物、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、３月 31 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）

あすなろ体操スクール

　平成 26 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　４月～平成 27 年３月の
土・日曜日（月２回）、午後５時半
～７時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　①エンジェルコース＝ボー
ル、縄、マット　②ジュニアコース
＝器械体操（マット、平均台、跳び
箱、鉄棒）、トランポリンなど　③
シニアコース＝ストレッチ体操、軽
スポーツ、ヨガ、エアロビクスなど
▽対象　①４歳～５歳児＝５人　②
小学生＝100人　③成人＝30人
▽受講料　①・②＝年間１万2,000
円／③＝年間6,000円
※スポーツ安全保険料を含む。
▽持ち物　内履き
▽申し込み　３月 30日の午後４時
～５時に、受講料を添えて市民体育
館会議室へ。
※第１回目のスクールは、４月上旬
に開催する予定です。
■問午後７時～８時に、弘前体操連盟
（佐々木さん、☎34・8560）へ。

ランニングクラブ会員募集

　みんなで楽しみながら走りません
か。また、アップルマラソンの出場
も目指してみませんか。初心者も歓
迎します。
【初回説明会・試走会】
▽とき　４月６日（日）
　　　　午前10時～ 11時

▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）第１会議室
▽内容　活動内容とスケジュールの
説明、運動公園内のランニング
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、動きやすい服
装
【定期活動】
▽活動日　毎週水曜日の午後７時～
８時
▽内容　運動公園内のランニング
※月１回のロード練習を予定。
■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〉）

弘前市少年少女発明クラブ

　科学実験や図画・工作、見学など
を通して、子どもたちの夢と創造性
を育てます。
▽活動期間　４月 20日～平成 27
年２月 22日の指定の土・日曜日（年
間20回）、午前９時半～11時半
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）工作実習室ほか
▽対象　市内小学校３年生～中学生
＝36人
▽参加料　年間3,000円（材料費・
保険料として）
■問はがきに住所・氏名・学校名・電
話番号を記入し、３月 28日までに
福田智好さん（〒036・8227、桔
梗野２丁目 21、桔梗野小学校内、
☎32・4078）へ。

地区別防災カルテの配布

　市では、地震・水害・土砂災害の
危険度や被害想定などを小学校区ご
とにまとめた防災カルテを配布して
いますので、希望する人はご連絡く
ださい。なお、市ホームページでも
ご覧になれます。
　住んでいる地域の危険性などを把
握し、備蓄や非常持出品などの備え
をしましょう。また、使用期限や消
費期限などを定期的に確認しましょ
う。
※岩木地区の人は以前配布された非
常用持出袋の中身を確認し、期限切
れのものは交換してください。

少林寺拳法教室

▽とき　４月９日～５月２日の毎週
水・金曜日、午後７時～８時
▽ところ　多目的屋内スポーツ施設
「Sappa-do（サッパドゥ）」（高田
４丁目）
▽内容　少林寺拳法を通して心と身
体を整える
▽対象　小学生以上の初心者＝ 20
人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　動きやすい服装、汗ふき
タオル、飲み物
■問午後７時以降に、少林寺拳法弘
前ブロック事務局（相馬さん、☎
27・3705）へ。

手話奉仕員養成講座
（基礎課程）
▽とき　４月 24 日～ 11 月 27 日
の毎週木曜日（８月７日・14日を
除く）、午後７時～８時半（計30回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　手話奉仕員養成講座（入門
課程）を受講し、事前試験（手話で
自己紹介程度の会話など）に合格し
た18歳以上の人＝20人
※過去２回以上受講した人は対象と
なりません。
▽事前試験　４月10日（木）
　　　　　　午後７時～８時半
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,470円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・職業・手話学習歴・
電話・ファクス番号を記入し、４月
２日（必着）までに、身体障害者福
祉センター（〒036・8057、八幡
町１丁目９の17）へ。
※事前試験の会場など詳細は返信用
はがきで通知します。
■問身体障害者福祉センター（☎
36・4521、■Ｆ 32・1144）

ゆっくり体力アップ・
ストレッチ教室
▽とき　４月 11日～５月 30日の
毎週金曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
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 その他
  

 

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
4／6 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
13 北都クリニック（相良町）☎32・1335
20 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
27 菊池医院（富田町） ☎39・1234
29 福士病院（新里） ☎27・1525

内　科
4／6 伊東内科・小児科クリ

ニック（元長町）
☎32・0630

13 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
20 さがらクリニック（桔

梗野１）
☎37・2070

27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
4
／13

あきた耳鼻咽喉科クリ
ニック（南城西２）

☎32・2332

20 たかはし眼科（紺屋町）☎31・3456
29 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
4／6 第一歯科クリニック（城

東中央３）
☎27・7706

13 渡辺歯科医院（茂森町）☎32・5800
20 亮友会ふじた歯科医院
（石渡４）

☎37・3118

27 小泉歯科医院（高屋） ☎82・3232
29 秋元歯科クリニック（大

開２）
☎88・1513
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その際、現在使っている電話帳を配
達員にお渡しください。回収した古
い電話帳は、地球環境保護や資源の
有効活用のため、新しい電話帳の原
材料となります。
　なお、不在時などで配達員に渡せ
なかった場合は、後日あらためて回
収しますので、ご連絡ください。
■問タウンページセンタ（☎フリーダ
イヤル 0120・506・309、平日
の午前９時～午後５時）

みんなのチカラで
街なかカラス対策
【カラスに巣を作らせないために樹
木のせん定を】
　春から初夏にかけてカラスは繁殖
期を迎えます。この期間、カラスは
生い茂った樹木を好んで巣を作り、
卵やひなを守るため、人を威嚇した
り、けがをさせたりする場合があり
ます。カラスに巣を作らせないため
には、樹木のせん定や小枝の刈り込
みを行うことが大切です。
　また、ご家庭の庭に植えられた果
樹が放置され、その果実を求めてカ
ラスが集まってくるという情報も寄
せられています。カラスによる被害
を減らすためにも樹木の適正な管理
をお願いします。
■問環境管理課環境保全係（市役所２
階、窓口252、☎ 40・7035）

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、４月１
日から広がります（対象…松ケ枝５
丁目・和泉２丁目・下湯口字扇田・
小栗山字小松ケ沢・小栗山字芹沢・
石渡１丁目・石川字庄司川添・石川
字平岡の各一部）。

　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）

国家公務員（国税専門官）
採用試験
　仙台国税局では、税務の専門職と
して活躍する意欲あふれる国税専門
官（大学卒業程度）を募集していま
す。国税専門官は国の財政を支える
重要な仕事を担い、税務署等におい
て調査・徴収・検査や指導などを行
います。
▽受験資格
○昭和 59年４月２日～平成５年４
月１日生まれの人
○平成５年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 27
年３月までに大学を卒業する見込み
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　６月８日（日）
▽申し込み方法　４月１日から 14
日までに、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、最寄りの税務署か仙
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、
４月１日か２日に、仙台国税局へ郵
送（４月２日の消印有効）または持
参してください。
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線

 暮らしのinformation

～４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、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５組（先着順）
▽参加料　無料
▽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４月１日～ 16日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

労働基準監督官採用試験

▽試験区分・採用予定者数　労働基
準監督官A（法文系）＝約 160 人
／労働基準監督官B（理工系）＝約
40人
▽受験資格
○昭和 59年４月２日～平成５年４
月１日生まれの人
○平成５年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 27
年３月までに大学を卒業する見込み
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
▽試験日および試験地　【第 1 次試
験】６月８日／札幌市・秋田市・仙
台市・東京都ほか　【第 2 次試験】
７月 16 日・17 日・18 日のうち
指定された日／札幌市・仙台市・東
京都ほか
▽申し込み方法　４月１日の午前
９時から 14 日までに、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、４月１日か２日に、
希望する第 1次試験地の労働局へ
郵送（４月２日の消印有効）または
持参してください。
■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

土地・家屋の価格等の縦覧

　市内に所有する土地の固定資産税
納税者は、土地価格等縦覧帳簿（所
在・地番・地目・地積・価格を記載）
を、また家屋の固定資産税納税者は、
家屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋番
号・種類・構造・床面積・価格を記
載）を見ることができます。縦覧の
際は、運転免許証や納税通知書など
本人確認ができるものを、納税者と
同居の親族以外の代理人は同意書を
持参してください。
▽縦覧期間　４月１日～ 6月 2日
の午前８時半～午後５時（土・日曜
日、祝日を除く）
▽縦覧場所　資産税課（市役所２階、
窓口211）、岩木総合支所民生課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（五
所字野沢）
■問 資 産 税 課 土 地 係（ ☎ 40・
7028）・家屋係（☎ 40・7029）
／岩木総合支所民生課（☎ 82・
1628）／相馬総合支所民生課（☎
84・2111、内線 808）
※平成 26年度の固定資産税・都市
計画税の納税通知書は５月１日に発
送します。

電話帳の配達・回収

　ＮＴＴ東日本が、４月中に新しい
電話帳を各家庭・事業所に届けます。

車いす応援隊　　
ボランティア募集
　さくらまつり期間中、車いす利用
者の介助や車いすの貸し出しを手
伝ってくれるボランティアを募集し
ます。また、歩行困難な人は、車い
す応援隊が弘前公園でお待ちしてい
ます。ぜひご利用ください。
▽活動場所　弘前公園内
▽活動日時　まつり期間中の午前９
時～午後４時で、午前の部・午後の
部・全日のいずれかを選択
▽対象　大学生以上の市民
▽募集期限　４月４日（金）
▽打ち合わせ会　４月 12 日（土）
の午前９時半、弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目）２階大会議室
■問弘前市社会福祉協議会弘前市ボラ
ンティアセンター（☎33・2039）

健康相談・禁煙相談

　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。
▽４月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
６日・25 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）＝ 14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）

ベビーレッスン

▽とき　４月 20 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
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3236）

海上保安学校学生募集

▽受験資格　平成 26年４月１日現
在、高等学校などを卒業した日の翌
日から起算して６年を経過していな
い人
▽受付期間　４月１日～４日（イン
ターネットでの受け付けは４月８日
まで）
▽試験日および試験地　【第１次試
験】５月 18 日／青森市ほか　【第
２次試験】６月 12日から 20日ま
での１日／塩釜市ほか
■問青森海上保安部管理課（☎青
森 017・734・2423、 ■Ｆ 017・
734・2430）

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  179,415 人  （－167）
　 男　　  82,178 人　 （－95）
　 女　　  97,237 人    （－72）
・世帯数　 72,549 世帯（＋15）
平成 26年２月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告 有 料 広 告 有 料 広 告

 

お詫びと訂正
　広報ひろさき３月１日号の３
ページに掲載した「平成 25 年
弘前市スポーツ賞」の記事中、
「北川果央子さん」の競技種目に
「陸上」とあるのは「テニス」の
誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）
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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/

　市教育委員会では毎年、道路建設や史跡整備などに伴い、遺跡の
発掘調査を実施し、その成果を公開しています。
　今回は、平成 25年度に調査した遺跡の中から、平安時代の竪穴
住居跡が多数発見された油伝（２）遺跡（蒔苗字油伝）、三之丸や外
構などを調査した津軽為信の居城・史跡津軽氏城跡堀越城跡（堀越
字柏田）、大仏公園の整備に伴う調査を行った南部氏の居城・石川城
跡（石川字大仏ほか）などを紹介します。
▽とき　３月21日～通年（年末年始を除く）、午前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白銀町、追手門広場内）２階展示コーナー
▽入場料　無料
▽問い合わせ先　文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎内、☎82・1642）

▽とき　６月 15 日（日）、午前 10 時～（受
け付けは午前８時～９時）
▽ところ　弘前公園内特設コース
▽内容　１チーム５人～21人で、１周２㎞の
コースをたすきでつなぎ、42.195㎞の完走を
目指します。
※制限時間は４時間半。走る順番や一人何周走
るかは自由。
▽対象　①小学生の部、②中学生の部、③一般
の部、④町内会・ＰＴＡの部＝200チーム（先
着順）
▽参加料（10人まで）　①・②＝7,000円、③・
④＝１万円
※傷害保険料を含む。11人以上の場合は、１
人増えるごとに、①・②＝ 700 円、③・④＝
1,000円追加。
▽申し込み方法　市内各所に備える申込書に
必要事項を記入し、４月 30 日までに、ファ
クスまたは郵送でスポネット弘前（〒 036・
8035、百石町２の１、弘前商事ビル２階、■Ｆ
88・6239）へ。
※参加料は銀行振り込みで。
▽問い合わせ先　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〉）

油伝（２）遺跡発掘調査風景

サッカーブランデュー弘前
2014 シーズン

キックオフミーティング
　サッカーのプロリーグ参入
を目指して平成 24年５月に
発足した、当市を活動拠点
とするクラブチーム「ブラン
デュー弘前」。
　 本 ミ ー テ ィ ン グ で は、
2014シーズンの方向性を発表するほか、監督・
選手があいさつなどを行います。
　また、サポーターズクラブの入会受け付けも
行う予定となっていますので、奮ってご参加く
ださい。
▽とき　３月21日（金・祝）、午後２時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イベントスペー
ス
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽問い合わせ先　弘前Ｊスポーツプロジェクト
（☎92・9220）

第２回
弘前城リレーマラソン


