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前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  178,358人　   （－              76）
　 男　　  81,568人　   （－              41）
　 女　　  96,790人　   （－              35）
・世帯数　 72,770世帯    （＋            18）
平成 26年８月１日現在（推計）

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　中心市街地におけるにぎわい創出のため、市や事業者・団体、市民らの
さまざまな取り組みについて紹介します。
○放送日　９月27日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）

「にぎわいロード商
ショー

！～オール弘前でまちが変わる～」

有 料 広 告 有 料 広 告

 

の提出方法やプレイベントの詳細な
どについては問い合わせを。
■問問 HMD 弘前（竹森さん、☎携帯
070・5473・5245）
※平成 26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。

雇用環境改善に係る
支援セミナー
▽とき　10月 16日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）２階「曙の間」
▽対象　事業所の経営者または人
事・労務管理者など＝50人
■問問 10 月９日までに、青森県社会保
険労務士会（☎青森 017・773・
5179、 ☎ 携 帯 080・2818・
8264）へ。

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　11 月８日・29 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　９月 24日～ 10月３
日（インターネットによる電子申請
は９月21日～ 30日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（http://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配付先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104）／最寄りの消

防署・分署
【事前講習会】
▽とき　10 月 16 日・17 日（２
日間）の午前９時半～午後４時半
▽ところ　消防本部３階大会議室
※車での来場はできませんので、最
寄りの駐車場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人＝ 100 人（先着
順）
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,500
円（いずれも講習初日に徴収）
▽申し込み先　９月 24日から 10
月９日までに（予防課での受付は平
日の午前８時半～午後５時）、消防
本部予防課／最寄りの消防署・分署
へ。

弘前市インバウンド
推進協議会誘客事業費補助金
　弘前市インバウンド推進協議会で
は、当市の外国人観光客の増加を図
るため、観光関連事業者が行う外国
人観光客の誘客事業に要する経費の
一部を補助します。
▽補助対象　次のいずれかに該当す
る者（平成 25年度～ 26年度にお
いて納付すべき市税等を滞納してい
る者を除く）
①文化教養施設、レジャー施設、そ
の他観光またはレクリエーションに
関する施設を営業している事業者
②ホテル、旅館等宿泊が可能な施設
を営業している事業者
③観光客向けに郷土料理などを提供
する飲食業を営業している事業者
④鉄道、バス、タクシー、レンタカー
業などを営業している事業者
⑤その他外国人観光客の誘致に取り
組んでいる者

弘前市中心市街地
雇用促進支援事業
　市では、中心市街地への事業所な
どの進出を促進させ、中心市街地に
おけるにぎわいの創出と経済活動の
活性化を図ることを目的に、「中心
市街地雇用促進支援事業」を実施し
ています。
▽対象者　中心市街地区域内に事業
所などを新たに設置し、その事業所
などにおいて常用労働者を新たに雇
い入れる事業者（一定の要件があり
ます）
▽補助対象経費　新たに雇い入れた
常用労働者のうち、市内に住所を有
する者に対して支払う人件費の一部
※詳細については、市のホームペー
ジをご覧になるか、お問い合せくだ
さい。
■問問商工政策課商業振興係（☎ 35・
1135）

第12回「ホームムービーの日」
上映フィルム募集
　「ホームムービーの日」は家庭に
眠る８㎜（16㎜）フィルムを持ち
寄って上映し、地域のみんなで鑑
賞するイベントです。現在、10月
18 日に開催予定の上映会の上映
フィルムを募集しています。
▽形状　８㎜・16㎜フィルム（ビ
デオテープ、DVDは上映できませ
ん）
▽内容　子どもの成長記録、旅の思
い出、地域の出来事、結婚式、自主
制作映画など
※フィルムは上映後、返却します。
９月 27日に昔の弘前の風景を撮影
した写真と映像を紹介するプレイベ
ントを市内で開催します。フィルム

▽補助対象事業　旅行博出展、商談
会参加などによる誘客活動、その他
外国人観光客の誘致に資する活動
（「旅行会社訪問のみ」を内容とする
ものや、「物販」「伝統芸能公演」な
どの活動は除く）
▽補助対象経費　旅費／委託料／
ブース出展料／その他会長が必要と
認めるもの
▽補助率・補助限度額　補助対象経
費の実支出額の合計額の３分の１以
内の額、または 20万円のいずれか
少ない額
※提出書類などの詳細については、
市ホームページをご覧ください。
■問問国際広域観光課（☎40・7017）

プロジェクト支援事業

～あなたのヤル気、応援します！～
　むつ小川原地域・産業振興財団で
は、地域団体などが実施する地域の
活性化や産業の育成のための調査研
究、プロジェクト活動などの事業に
対して資金を助成します。
▽対象　県内の地域団体、産業団体・
組織など
▽対象事業　①人材育成／②技術開
発／③商品開発／④市場・販路開拓
／⑤観光開発／⑥環境整備／⑦ス
ポーツ・文化交流など
▽助成金　事業費の５分の４以内の
額
▽募集期限　10月 31日（必着）
■問問むつ小川原地域・産業振興財団（☎
青森017・773・6222）

「サタディ☆くらぶ」

～大学生ボランティアによる無料の
学習支援～
　弘前市母子寡婦福祉会では、会員
の子どもを対象に、毎週土曜日、大
学生ボランティアによる無料の学習

支援を行っています。
▽とき　毎週土曜日、午前９時半～
11時 45分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｂなど
▽対象　母子家庭・父子家庭の小学
生・中学生
※非会員の人も入会すれば参加でき
ます（入会費無料、年会費1,000円）
▽内容　勉強したい教材など（宿題、
教科書、ワーク、辞書、ノート、筆
記用具など）を持参していただき、
それを使用した学習支援を行います
▽受講料　無料（別途登録料 500
円が必要）
■問問弘前市母子寡婦福祉会（引間〈ひ
きま〉さん、☎携帯 080・1808・
7970）

国民健康保険被保険者証が
新しくなります
　国民健康保険被保険者証が 10月
１日から更新されることに伴い、新
たな保険証を９月中旬から下旬にか
けて、被保険者個人ごとに発送しま
す。
　新しい保険証の色は「薄橙色」で、
有効期限は一部（途中で 75歳に到
達する人や 65歳に到達する退職者
医療制度該当者など）を除き、平成
27年９月 30日です。
　新しい保険証は、８月末現在で作
成し、９月以降の住所変更などによ
る記載内容の変更にも極力対応して
送付しますが、記載内容の変更が間
に合わない場合があります。記載内
容に間違いがある場合や保険証が届
かない場合は、国保年金課または岩
木・相馬総合支所民生課、各出張所
にご連絡ください。
　新しい保険証の裏面には臓器提供
意思表示欄が設けられています。記
入については、保険証の台紙裏面に

記載されている注意事項をご覧くだ
さい。
　なお、特別の事情がなく保険料を
納めていない場合、有効期限の短い
保険証や窓口で全額自己負担となる
資格証明書が交付されることがあり
ます。
※保険証の性別表記については、特
別な事情がある場合、裏面に表記す
ることができますので、お問い合わ
せください。
■問問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

私立幼稚園園児募集

▽対象
３歳児＝平成 23
年４月２日～ 24
年４月１日生まれ
４歳児＝平成 22
年４月２日～23年４月１日生まれ
５歳児＝平成 21年４月２日～ 22
年４月１日生まれ
▽願書の交付・受付　交付＝ 10月
１日から／受付＝ 11 月１日から
（いずれも各園で実施）
※満３歳児および保育料減免、見学
など、詳しくは各園にお問い合わせ
ください。
【市内私立幼稚園】
弘前みなみ幼稚園（原ヶ平字山中、
☎ 88・3733）／養生幼稚園（元
長町、☎32・7507）／弘前カトリッ
ク幼稚園（百石町小路、☎ 33・
5688）／明星幼稚園（山道町、☎
32・3984）／文化幼稚園（紙漉町、
☎ 33・8080）／弘前明の星幼稚
園（紺屋町、☎ 32・6669）／柴
田幼稚園（清原１丁目、☎ 32・
6518）／ひばり幼稚園（大開２丁
目、☎ 88・3611）／若草幼稚園
（松森町、☎ 34・1320）／弘前大
谷幼稚園（新寺町、☎32・3309）


