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▽交付対象者　市内において旅館業
を営むものおよび旅館などで組織す
る団体
※市税などの滞納がないことが要件
となります。
▽交付対象経費　弘前産りんごまた
は青森県産のりんごを原料とした加
工品の購入費
※ただし、市内に住所を有する農業
者または市内に主たる事業所を有す
る加工品販売業者からの購入に限り
ます。
▽奨励金の額　購入経費の５分の２
以内の額
■問問りんご課（☎40・7105）

▽交付対象期間　国の助成金の支給
対象期間が満了した日の翌月から最
長12カ月間
▽１人当たりの支給額（月額）
①重度障がい者（市内の事業所）＝
２万4，000円／②重度障がい者（市
外の事業所）＝２万円／③その他の
障がい者（市内の事業所）＝１万2，
000 円／④その他の障がい者（市
外の事業所）＝8,000円
▽申請期間　国の助成金の支給対象
期間が満了した日の翌月から起算し
て、最初の６カ月を第１期、次の６
カ月を第２期とし、各期の満了した
日の翌日からその年度内まで
■問問商工政策課（☎35・1135）

新規高等学校卒業者
雇用奨励金
　市では、平成 24 年３月、25 年
３月、26年３月に高校を卒業した
人（いずれも市内在住で、短大・専
門学校を卒業していない人）を、常
用労働者として雇い入れた事業主に
対して、奨励金を交付します。
▽交付対象　次の①～④のすべてに
該当する事業主
①市内に事業所を有する雇用保険適
用の事業主
②対象となる新規高卒者のうち、平
成 24年３月または 25年３月に高
校を卒業した人を 26 年４月１日
～ 27年３月 31日の間に雇い入れ
ていること、もしくは平成 26年３
月に卒業した人を 26年４月２日～
27年３月 31日の間に雇い入れて
いること
③過去６カ月の間、解雇者を出して
いないこと
④市税の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円
※６カ月間雇用が継続した実績によ
り、２回に分けて交付します。
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月以内
■問問商工政策課（☎35・1135）

平成26年度弘前市市民評価
アンケートの実施について
　市では、アクションプランに基づ
き、市政に対する市民の評価を把握

し、施策の企画・改善などに活用す
るために、平成23年度より毎年度、
定期的に市民評価アンケートを実施
しています。
　アンケート用紙は 16歳以上の市
民 6,000 人を無作為に抽出して５
月中旬に送付しますので、アンケー
ト用紙が届いた人は、ご協力くださ
るようお願いします。
■問問行政経営課（☎40・7016）

山火事などに注意
～気を付けましょう～
「守りたい　森の輝き　防火の心」
（平成26年統一標語）
　春は空気が乾燥し、山火事が発生
しやすい季節です。山火事はいった
ん発生すると消火が難しく、大規模
な火災に発展し、地域社会に甚大な
影響を与えるだけでなく、貴重な森
林の回復には長い年月と多くの労力
が必要になります。
　山火事の原因は、たき火やたばこ
の不始末によるものが多く、私たち
の注意で防ぐことができます。行楽
などに出かけるときは、次のことを
守るようにしてください。
①枯れ葉などがある、火災の起こり
やすい場所ではたき火をしない
②たばこの火は確実に消し、吸い殻
の投げ捨てをしない
③バーベキューなどで火を使用する
場合は、指定された場所で行い、そ
の場を離れる時は完全に火を消す
④ゴミは指定された場所に捨てる
か、持ち帰るようにする
⑤火気を使用するときは、周囲の可
燃物の状況に注意し、消火用の水な
どを必ず用意する
⑥強風・乾燥注意報などが発令され
ているときは、火気の使用を控える
■問問農村整備課（☎ 40・7103）／
消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

弘前市りんご販路拡大
支援事業奨励金
　市では、国内外から訪れる観光客
の皆さんに弘前産りんごを味わって
もらうために、旅館・ホテル業者が
料理などで提供するためのりんごや
りんご加工品の購入費用に対して、
奨励金を交付します。

プラネタリウムに絵を飾ろう!!

　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星空に親しむ週間）にち
なみ、７月 20日～８月 21日に弘
前文化センター（下白銀町）プラ
ネタリウム展示ロビーで「スター
ウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先がけて、展示する作品を
募集しますので、プラネタリウムに
絵を飾りたい皆さん、奮ってご応募
ください。
▽テーマ　「わたしとおほしさま」
「うちゅうでうんどうかい」「ながれ
ぼしにのって、たびをしよう」
▽応募資格　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り／②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない／③自作、未発
表の作品で１人１点／④３つのテー
マの中から１つ選んで描く／⑤作品
のタイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、選んだ
テーマ・タイトル・住所・氏名・年
齢・幼稚園、保育園名・電話番号・
作品返却希望の有無を記入し、折り
曲げないで郵送または持参してくだ
さい。
▽応募締め切り　６月 30 日（月）
必着
▽作品の選考　絵画展期間中のプラ
ネタリウム観覧者の投票により、各
テーマの最も票を集めた作品を優秀
作品とし、プラネタリウム掲示板お
よび同館ホームページで発表しま
す。
▽表彰　優秀作品には賞状と副賞を
贈呈します。
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月 13 日までに返却します。
（優秀作品は９月 12日までプラネ
タリウム展示ロビーで展示）
■問問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町 19の４、弘前文化センター
内、☎33・6561、火曜日は休み）

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「手編
みの会」の会員を募集しています。
あなただけのオリジナルセーター、
オリジナルベストを作ってみません
か。

▽活動日　水曜日の午前９時 15分
～ 11時 45分
※月３回を予定。
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室
▽内容　カギ針・棒針を使った小物・
セーターなどの製作
▽講師　加藤桃子さん（日本編物検
定協会講師）
▽募集人員　若干名
▽会費　月額1,700円
■問問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■ＦＦ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

技能講習会のお知らせ

【玉掛け技能講習】
▽とき　６月11日～ 14日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝日本通運弘
前支店ターミナル（新里字中平岡）
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク
レーン、デリックの各運転士免許証
および床上操作式クレーン、小型移
動式クレーンの各技能講習修了証の
所持者
▽申込期間　５月 21日～ 28日の
午前 9時～午後５時
【フォークリフト運転技能講習】
▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝６月 23日～ 26日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定無
し）保有者＝６月23日・24日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前／
実技＝つがる弘前農協河東地区りん
ご施設（悪戸字芦野）
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝ 1万円／大型特殊自動車運
転免許証（カタピラ限定無し）保有
者＝ 4,000 円（いずれも別途テキ
スト代1,620円が必要）
▽申込期間　６月２日～９日の午前
9時～午後５時

～共通事項～
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）　②出稼労働者
手帳を所持している18歳以上の人
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証、前
記資格所持者は各免許証または修了
証を持参してください。なお、代理
人による申請はできません。
■問問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）

個人住民税の均等割額が
変わります
　東日本大震災からの復興や防災事
業に必要な財源を確保するために、
平成 26年度から平成 35年度まで
の臨時措置として、個人住民税（市
県民税）の均等割額が年額で1,000
円引き上げられ 5,000 円（市民税
3,500 円、県民税 1,500 円）にな
ります。
■問問市民税課（☎40・7025）

軽自動車税の減免

　市では、身体障がい者・戦傷病
者・知的障がい者または精神障がい
者で一定の条件に該当する人に対し
て軽自動車税の減免制度を設けてい
ます。
　該当条件や申請に必要な書類など
については、広報ひろさき５月１日
号をご覧になるか、市民税課諸税係
に問い合わせを。
　平成 26 年度の申請期限は５月
26日となっていますので、早めに
相談、手続きをするようお願いしま
す。
■問問市民税課（☎35・1117）

障がい者雇用奨励金

　市では、弘前市内に住所を有する
障がい者を雇用する事業主に対し
て、奨励金を交付します。
▽交付対象　国の特定求職者雇用開
発助成金の支給対象となった障がい
者を、助成金受給終了後も継続して
雇用する事業主

■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

 

休日在宅当番

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

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

外　科
6/1 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
8 菊池医院（富田町） ☎39・1234
15 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
22 山内整形外科（城東４）☎26・3336
29 吉田クリニック（百石

町） ☎37・6300

耳鼻咽喉科・眼科
6/1 さとう耳鼻咽喉科医院
（田園4）

☎27・8733

15 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333
29 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ヶ町）
☎33・6373

歯　科
6/1 なるみ歯科（大清水４）☎38・1115
8 ソレイユ歯科医院（新

町）
☎39・7303

15 梅村歯科クリニック（石
渡１）

☎32・7311

22 鳴海デンタルクリニッ
ク（城東中央３）

☎26・2301

29 川村歯科医院（野田１）☎32・4073

内　科
6/1 千葉胃腸科内科医院（石

渡３）
☎36・7788

8 さがらクリニック（桔梗
野1） ☎37・2070

15 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 梅村医院（石渡1） ☎32・3593


