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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。
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

平成 27 年度
体育施設の利用計画受け付け
▽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）、弓道
場、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、南富田町体
育センター、金属町体育センター、
岩木山総合公園、岩木Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター、相馬球場
※工事などにより、希望に添えない
場合があります。
▽対象事業　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５
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を。
▽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）

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。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（駅前町、３階健康
広場相談室）＝９日・25日の午前
10時～午後３時
〇弘前市保健センター会場＝ 19日
の午前９時～午後３時
▽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）

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
影響などで、積雪・凍結・寒冷によ
る転倒災害や屋根除雪中の墜落災害
などが多発していることから、災害
の防止に取り組みましょう。
〇転倒災害の予防策…転倒しやすい
場所などを把握し、積雪・凍結路面
は小さな歩幅で足の裏全体から着地
するなど
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
働基準監督署（南富田町、☎ 33・
6411）

ベビーレッスン

▽とき　１月 18 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
～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１月５日～ 14日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

「うちエコいいね！
節電チャレンジ 2014 冬」
参加者募集
  今年の冬は、家で１カ月節電して
景品を当てよう。
▽応募条件　11月～１月の間、電
気使用量が前年同月より削減されて
いること
▽応募方法　電気使用量のお知らせ
（検針票）の原本または写しと、必
要事項（住所・氏名・年齢・電話番
号・世帯人数）を記入した用紙を封
筒に入れ送付してください。なお、
応募は１カ月分を１口として、最大
３カ月分までできます。

▽景品　カーボンオフセット付きク
オカード1,000円分＝ 100 人（抽
選）
▽応募締め切り　２月 28日（当日
消印有効）
■問青森県環境パートナーシップセン
ター（〒030・0801、青森市新町
１丁目13 の７、和田ビル３階、☎
青森 017・721・2480、平日の
午前９時～午後５時）

政治家は贈らない！
有権者は求めない！
　寄附禁止のルールを守って、明る
い選挙を実現しましょう。
①政治家の寄附の禁止
②政治家に対する寄附の勧誘・要求
の禁止
③政治家の関係団体の寄附の禁止
④後援団体の寄附の禁止
⑤年賀状などのあいさつ状の禁止
⑥あいさつを目的とする有料広告の
禁止
　詳しくは、総務省なるほど！
選挙「寄附の禁止」ホームペー
ジ（http://www.soumu.go.jp/
senkyo/senkyo_s/naruhodo/
naruhodo08.html）
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129)

平成 26 年工業統計調査を実施

　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。
※提出された調査内容は、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）

ペットは責任を持って
管理しましょう
　最近、ペットの管理に対する苦情
や相談が多く寄せられています。
　ペットを飼育している人は、次の
ことを守り、適正に管理するようお
願いします。
○フンは必ず持ち帰る
○他人の庭や建物を汚させない
○庭木や鉢植え、車などを傷付けさ
せない
○放し飼いは絶対にしない
○無駄吠えをさせない
○においが発生しないよう飼育場所
を清潔にする
○カラスが来ないよう食べ残しのエ
サは片付ける
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

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～】
　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。

【今年の冬も「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
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「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（木）、正午～

有 料 広 告 有 料 広 告　市庁舎増築棟新設工事に伴い、市
役所新館中庭側に設置していた古紙
類回収ステーションを塩分町道路側
駐車場付近に移動しました。気軽に
ご利用ください。
▽持ち込み時間　午前９時～午後５
時（年末年始を除く）
▽回収品目　新聞紙・折込チラシ・
雑誌・雑がみ
※一般家庭のほか、事業所から出た
ものも持ち込みできます。

■問環境管理課環境事業所資源循環係
（☎35・1130）

古紙類回収ステーション
移動しました 弘前公園

追
手
門
広
場

市
役
所

塩分町側道路

新しい設置場所

今までの
設置場所

工
事
業
者
事
務
所


