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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,726人　   （＋   　 5）
　 男　　  80,867人　   （+                 25）
　 女　　  95,859人　   （－              20）
・世帯数　 72,968世帯    （+               90）
平成 27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

　もっと市民の皆さんがスポーツに親しみ、楽しんでもらえるよう行われ
ているプロ野球１軍戦誘致やオリンピック合宿誘致などの取り組みについ
て紹介します。
○放送日　９月19日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）

 

年４月１日生まれ
５歳児＝平成 22年４月２日～ 23
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２日から
※認定こども園の手続きについて
は、各園に問い合わせを。また、０
歳児～２歳児の募集は随時行ってい
ます。
▽園児募集施設
【市内私立幼稚園】
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）
／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）／文化幼稚
園（紙漉町、☎ 33・8080）／若
草幼稚園（松森町、☎34・1320）
【認定こども園（幼稚園型）】
弘前みなみ幼稚園（原ヶ平字山中、
☎88・3733）／ひばり幼稚園（大
開２丁目、☎88・3611）
【認定こども園（幼保連携型）】
弘前大谷幼稚園（新寺町、☎ 32・
3309）

市有財産の売払い
　市で所有する不動産を一般競争入
札で売払いします。希望する人は財
産管理課で配布、または市ホーム
ページに掲載している募集案内を参

照の上、申し込みください。
▽売払物件
①相馬字八反田 25番３（土地）／
面積＝429.80㎡／最低売却価格＝
167万 6,000 円
②相馬字八反田 25番５（土地）／
面積＝429.77㎡／最低売却価格＝
159万円
▽申し込み期間　９月 15日～ 10
月２日、午前９時～午後５時
▽入札開始　10 月 15 日、午後１
時半から
▽入札場所　市役所（上白銀町）６
階第１会議室
■問財産管理課財産係（市役所２階、
窓口201、☎ 35・1120）

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７日・28 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 18日～ 10月６
日（インターネットによる電子申請
は９月15日～ 10月３日）
※電子申請は消防試験研究セン

上下水道部からのお知らせ

　上水道施設課上水管路維持係が茂
森庁舎から樋の口浄水場管理棟３階
へ移転し、９月７日から業務を開始
しています。
■問上水道施設課上水管路維持係（樋
の口町 272 の３、☎ 88・8929、
■Ｆ 32・3759）

ひろさき若者
サポートステーション
　学校を卒業・中退後、あるいは仕
事を辞めた後、就業できず悩んでい
る若者を対象に「働くために行動を
起こせるような支援」を行います。
　「働いても長続きしない」「人とう
まく話せない」など、働くことに踏
み出せない人やその家族の相談を無
料で行います。
▽対象　15 歳～ 39 歳の人とその
家族
■問ひろさき若者サポートステーショ
ン（☎35・4851）

弘前私立幼稚園連合会加盟
幼稚園の園児募集
▽対象
３歳児＝平成 24年４月２日～ 25
年４月１日生まれ
４歳児＝平成 23年４月２日～ 24

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 15 日・16 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
※車での来庁はできませんので、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 18日～ 10月
６日の午前８時半～午後５時（予防
課での受け付けは平日のみ）に、消
防本部予防課／最寄りの消防署・分
署へ。

国民年金保険料「10年の
後納制度」は９月30日まで
　過去 10年間に納め忘れた国民年
金保険料を納付することで将来の年
金額を増やすことができる「10年
の後納制度」は、９月 30日をもっ
て終了します。後納制度を利用する
には、申し込みが必要です。詳しく
はお問い合わせください。
■問国民年金保険料専用ダイヤル（☎
0570・011・050）／弘前年金事
務所（外崎５丁目、☎27・1337）

全国都市交通特性調査に
ご協力を
　全国の都市交通の特性や経年変化
を把握するため、国土交通省では弘
前市をはじめとする全国 70市 60
町村と協力して、人の動きに関する

交通実態調査を実施します。
　市内から無作為に抽出した世帯に
調査票を郵送しますので、ご協力を
お願いします。
■問調査実施本部（☎フリーダイヤル
0120・710・033、月曜日～土曜
日の午前９時～午後６時）

高齢ドライバー運転診断

▽とき　９月 16 日～ 11 月 28 日
（月曜日は定休日）、午前の部＝９時
～11時、午後の部＝１時～３時（共
に２時間程度）
▽ところ　弘前モータースクール
（和泉１丁目）
▽内容　自動車教習所コースにおい
て、普通車（教習車）を運転し、指
導員からの運転診断を受けます。
▽対象　65歳以上で普通以上の免
許所持者＝40人程度
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前モータースクール（☎ 28・
2525）、警察本部交通企画課高齢
者交通安全対策室（☎青森 017・
723・4211）

10月１日～７日は「公証週間」

　公証人は、国の一機関として、地
域住民の財産や生活を守り、トラブ
ルを未然に防ぐために次の業務をし
ています。
○公正証書で契約書を作り、大切な
財産を守ります／公正証書で遺言を
作り、大切な人に遺産を譲ります／
公正証書で養育費の給付契約書を作
り、子どもの将来を守ります／任意
後見契約書を作り、老後の安心を確
保します／定款認証で適法な会社を
設立します
　手数料は法令により定められてい
ますので、安心して利用ができます。

※公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、ご相談ください。
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町176の３、☎ 34・3084）

「法の日」週間記念行事

　10月１日の、「法の日」にちなみ、
１日から１週間を「法の日」週間と
して、記念行事を開催します。
▽とき　10月８日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　青森地方・家庭裁判所（青
森市長島１丁目）５階大会議室
▽内容　雪にまつわるトラブルを題
材とした模擬調停（予定）
■問青森地方裁判所事務局総務課庶務
係（☎青森017・722・5421）

「スポーツで夢を育む～試合・合宿誘致に向けて～」

各種無料相談会
名　称 内　容 とき ところ 問い合わせ・申込先

法の日司法書士
無料相談会

相続・登記・成年後見・多重債務・裁判所
提出書類の作成などの困りごと・悩みごと
について、司法書士が相談に応じます
（相談電話☎青森017・752・0440）

10月 3日（土）
午前10時～午後３時

総合学習セン
ター（末広４
丁目）３階第
１研修室

青森県司法書士会（青森☎017・776・
8398）

上記日時以外でも、相談内容に応じて近くの司法書士を紹介します（☎フリーダ
イヤル0120・940・230）

内窓で節約！住ま
いの節エネ相談会

冬の快適な住まい作りの講演や内窓設置・
暖房器具についての相談会

９月26日（土）
午後３時～５時

総合学習セン
ター（末広４
丁目）２階視
聴覚室

９月 24日までに、電話かファクスで、
青森県環境パートナーシップセンター弘
前センター（ＥＣＯリパブリック白神内、
☎ 88・8808、■F 88・8809）へ。

全国一斉！
法務局休日相談所

土地建物の登記、相続、境界、婚姻、離婚、
家賃等の供託、遺言、近隣トラブル、いじ
めなどの相談（事前の予約が必要）

10月 4日（日）
午前11時～午後３時

青森地方法務
局弘前支局（早
稲田３丁目）

青森地方法務局弘前支局総務課（☎
26・1150）

不動産の
無料相談会

不動産鑑定士による相談会（事前の申し込
みは不要）

10月１日（木）
午後１時～４時

ヒロロ（駅前
町）３階多世
代交流室1

青森県不動産鑑定士協会（☎青森017・
752・0840）

労働相談会
個々の労働者と事業主との間に生じた労働
条件などのトラブルを解決するための相談
会（事前に予約可）

10月 8日（木）
午後１時半～４時

弘前文化セン
ター（下白銀
町）

青森県労働委員会事務局（☎青森017・
734・9832）

くらしとお金の
安心相談会

生活再建や債務整理に必要な資金の貸し付
けに関する相談会（事前の予約が必要）

10月７日（水）
午前10時～午後４時

市民生活セン
ター（駅前町、
ヒロロ３階）

消費者信用生活協同組合青森事務所（☎
青森017・752・6755）

暮らしとこころの
無料法律相談会

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

9月28日～10月２日 各法律事務所 ９月24日～30日（土・日曜日を除く）
の午前９時～午後５時に、青森県弁護士
会事務所（☎青森017・777・7285）へ。

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

お詫びと訂正
　広報ひろさき９月１日号の 17
ページ「『弘前×フランス』プロ
ジェクト９月イベント」内、「ま
ちなかトークセッション『弘前×
りんご×フランス』」の開催日が
「９月27日（日）」とあるのは「９
月26日（土）」の誤りでした。
■問「弘前×フランス」プロジェク
ト（熊野さん、☎39・3975）
　また、17ページ「認知症の人
と家族のつどい」の開催日が「９
月 20 日（日）」とあるのは「９
月27日（日）」の誤りでした。
■問認知症の人と家族の会（中畑さ
ん、☎44・4959）
　また、32ページ「津軽民謡り
んご節世界大会」の開催場所が「か
だれ横丁」とあるのは「市民文化
交流館ホール（駅前町、ヒロロ４
階）」の誤りでした。
■問観光政策課（☎35・1128）
　お詫びして訂正します。


