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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,865人　   （－              58）
　 男　　  80,925人　   （－              48）
　 女　　  95,940人　   （－              10）
・世帯数　 72,905世帯    （－                 ５）
平成 27年６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

　今後さらなる介護サービス利用者の増加が見込まれる中、元気な高齢者
を増やそうと行われている自立支援介護の取り組みについて紹介します。
○放送日　７月18日（土）、午前11時 15分～ 11時半
○放送局　青森テレビ（ＡTＶ）

「もっと元気な高齢者を増やそう
　　　　　　　　　　～自立支援介護の取り組み～」

（http://coc.hirosaki-u.ac.jp/
green.html）からダウンロードで
きます。
■問弘前大学学務部教務課教務企画担
当（〒036・8560、文京町１、総
合教育棟１階、☎39・3709）

平成26年度
生ごみ水切りチャレンジ
モニター事業実施結果

　市では、生ごみ減量化事業の一環
として「生ごみ水切りチャレンジモ
ニター事業」を実施しました。今回
は 185 人のモニターの皆さんが挑
戦し、その減量効果は平均7.5％で
した。
　平成 25年度に家庭から出た燃や
せるごみのうち、生ごみは約 1万
6,400ｔです。皆さんで水切りを行
えば、１年間で約1,200ｔのごみが
減量できますので、水切りにチャレ
ンジしてみましょう。
　詳しい事業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
事業所（町田字筒井）でも配布して
います。
■問環境管理課環境事業所資源循環係
（☎35・1130）

「喫煙環境表示ポスター」
掲示協力店舗を募集
　市では、さくらまつり期間に合わ
せ、市民や観光客の受動喫煙を未然
に防ぐため、店舗などの出入口など
外から見える場所に貼り付ける喫煙
環境表示ポスターを作成し、市内の
一部店舗などに配布しました。
　ねぷたまつり期間以降においても
ポスター掲示に協力できる店舗等を
募集します。
▽対象　市内に所在する店舗など
▽申込方法　７月 27日までに、申

込書に必要事項を記入し、郵送、持
参、ファクスまたはＥメールで提出
を。
※ポスターデザインおよび申込書は
市ホームページに掲載しています。
また、申込書はファクスまたはＥ
メールでも取り寄せできますので、
希望者はご連絡ください。
▽ポスター送付方法　おおむね１週
間以内に送付します（申込書持参の
場合は即日配布）。
■問 健康づくり推進課（〒 036・
8711、野田２丁目７の１、☎
37・3750、 ■Ｆ 37・7749、 ■Ｅ
kenkou@city.hirosaki.lg.jp）

「弘前×フランス」
プロジェクト
9 月「弘前×フランス」週間協賛企
画募集！
　「まちをキャンパスに！」をスロー
ガンに、地域の皆さんとつながる弘
大生プロデュース企画「フランス日
和～マルシェ2015」に加え、今年
はりんご収穫祭内での企画、中心市
街地での弘前ゆかりのフランス紹介
展、まちなかトークセッションなど
を予定しています。これらのイベン
トを一緒に盛り上げてくれる企画を
募集します。
▽募集する企画　フランスに関する
商品・料理などを取り扱っているお
店やフランス語の名前がついたお店
での協賛企画（協賛メニュー、協賛
特価など）や、フランス文化に関連
する音楽・アート・スポーツなどの
企画で、9月中に開催できるもの
▽参加料　無料
▽応募締め切り　8月 5日（水）
■問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（☎兼■Ｆ 39・
3975、■Ｅ frenchpj@hirosaki-u.
ac.jp）

在宅で重度の要介護者を介護
している家族や住宅ねたきり
高齢者を支援します

【家族介護慰労金支給事業】
　在宅で、重度の要介護者を日常的
に介護している家族に対し、慰労金
を支給します。
▽対象　介護している人が住民税非
課税世帯で、介護されている人が次
の①～④のすべてに該当する場合
①市内に住所を有する
②住民税非課税世帯
③要介護４または５の介護保険の認
定を受けている
④過去１年間、介護保険のサービス
を利用していない（１週間以内の
ショートステイを除く。また、３カ
月以上入院した場合は、その前後を
合わせて１年とする）
▽慰労金の額　10万円
▽申請時に必要なもの　介護してい
る人の振込先の金融機関名・口座番
号が分かるもの、認め印
■問介護福祉課介護給付係（市役所２
階、窓口251、☎ 40・7071）
【在宅ねたきり高齢者の寝具丸洗い
サービス】
▽対象　自宅で生活しているおおむ
ね65歳以上のねたきりの人
▽内容　掛布団、敷布団、毛布また

は丹前のいずれか合計３枚までを専
門業者が回収し、丸洗い・乾燥・殺
菌消毒をした後、自宅へ返却します
（約１週間）。
▽実施期間　９月上旬～10月末
※回収日・返却日については、申し
込み受け付け後、利用決定通知で個
別にお知らせします。
▽申込先　８月６日までに、各地域
の民生委員または介護福祉課へ
■問介護福祉課高齢福祉係（☎ 40・
7114）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　昨年度は、県内で１年間に延べ
５万 3,765 人から献血のご協力を
いただき、誠にありがとうございま
した。
　現在も病気やけがの治療のため、
輸血や血液製剤を必要とする人が数
多くいます。その血液製剤は、健康
な人からの自発的かつ無償で提供い
ただく「献血」により作られ、その
血液により、多くの患者の命が救わ
れています。
　弘前献血ルーム「CoCoSA（コ
コサ）」が大町タウンビル２階に開
設しており、市内では献血バスも巡
回していますので、１人でも多くの
人の献血へのご協力をお願いします。

■問青森県赤十字血液センター（三戸
さん、☎青森017・741・1511）

弘前大学
グリーンカレッジ開校
　弘前大学では、地域の皆さんの「学
び直し」や、学生と一緒にサークル
活動などキャンパスライフを体験で
きる場として、「弘前大学グリーン
カレッジ」を開校します。弘前大学
で、学生らとともに大学の知に触れ
てみませんか。
▽内容　「学びたい」に応える８分
野・約 30の授業科目を開放／１科
目＝１授業90分× 15回
▽授業開始　10月１日から
▽選考方法　面談およびレポート
（志望動機）などを参考に決定
▽その他　第１期生は入校料および
受講料（平成27年度後期分）無料
※モニター生としてアンケートなど
への協力が必要です。
▽申し込み方法　８月 21 日まで
に、所定の申込書に必要事項を記入
の上、郵送で申し込みを。
※募集案内・申込書はホームページ

　市では、がんの早期発見と正しい
健康意識の普及および啓発を図り、
健康保持・増進を図ることを目的と
して、国の方針に基づき「がん検診
推進事業」を実施する予定です。対
象となるのは下記に該当する人で
す。
　対象年齢に該当する人で、平成
27年４月 20 日現在、弘前市に住
民登録のある人には、７月中に無料
クーポン券を発送する予定です。
　対象者のうち、すでに弘前市の子
宮頸がん・乳がん・大腸がん検診を
受診し、自己負担金を支払った人に
ついては、自己負担金を助成します
ので領収書の保管をお願いします。
詳しくはクーポン券と一緒に送付す

るお知らせをご覧ください。また、
４月 21日以降に弘前市に転入した
対象年齢の人は、前住所地の市町村
からクーポン券が発行されます。既
に前住所地の市町村からクーポン券
が送付されている人は、当市のクー

がん検診
推進事業 子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クーポン券について

大腸がん（男性・女性）
対象年齢（※）対象者の範囲

40 歳

全員
45歳
50歳
55歳
60歳

子宮頸がん（女性）
対象年齢（※）対象者の範囲

20 歳 全員
22歳 左記の年齢に

該当する人の
う ち、 平 成
21 ～ 26 年
度に、市が実
施する子宮頸
がん検診を一
度も受けたこ
とのない人

25 歳
27歳
30歳
32歳
35歳
37歳
40歳

乳がん（女性）
対象年齢（※）対象者の範囲

40 歳 全員
42歳 左記の年齢に

該当する人の
う ち、 平 成
21 ～ 26 年
度に、市が実
施する乳がん
検診を一度も
受けたことの
ない人

45 歳
47歳
50歳
52歳
55歳
57歳
60歳

※対象年齢はいずれも
平成27年４月1日現在。

ポン券との交換が必要ですので、お
問い合わせください。
■問午前８時半～午後５時に、健康づ
くり推進課（野田２丁目、弘前市保
健センター内、☎37・3750）へ。
※土・日曜日、祝日を除く。

 暮らしのinformation ●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

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

 

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

※ 7 月 19 日の内科当番は、さが
らクリニックから伊東内科・小児科
クリニック（元長町、☎32・0630）
へ変更になりました。
◎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
8/2 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
９ 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
16 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
23 北都クリニック（相良

町）
☎32・1335

30 さわだ整形外科（大開
３）

☎87・3311

耳鼻咽喉科・眼科
8/9 伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105
23 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３）
☎88・0087

歯　科
8/2 梅村歯科クリニック（石

渡１）
☎32・7311

９ 松枝歯科医院（下白銀
町）

☎35・2157

16 川村歯科医院（野田１）☎32・4073
23 野村歯科医院（西川岸

町）
☎32・8695

30 ほくおう・歯科医院（北
横町）

☎33・4618

内　科
8/2 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
９ さがらクリニック（桔梗

野1）
☎37・2070

16 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 沢田内科医院（茂森新町

１）
☎37・7755


