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話で受け付け
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休館日）
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月５
日～ 16 日の午前９時～午後５時
（ホール、大会議室、美術展示室のみ）
※希望が重複した場合は、12月７
日の午前 10時から同センターで抽
選を行います。
○一般受け付け　12月８日の午前
９時から先着順で、来館または電話
で受け付け
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休館日）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け　11月１
日～ 15日の午前 10時～午後６時
※希望が重複した場合は、11 月
26 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　11 月 26 日の午
後３時から先着順で受け付け（12
月５日からは電話でも受け付け可）
■問百石町展示館（☎31・7600）
【市民文化交流館】
○仮申し込みの受け付け　11 月５
日～ 20日（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月３
日に同館で抽選を行います。
○一般受け付け　平成 28年１月４
日から先着順で、来館または電話で
受け付け
■問市民文化交流館（☎35・0154）

2015岩木文化祭
出店者・参加者募集
▽とき　11月 21日・22日
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（共に
賀田１丁目）
【ふろしき市…21 日・22 日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日300円
【作品展示…21 日・22 日】
　絵画、書道、手芸の作品など、皆
さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 18 日、午前９
時から
【芸能発表…22 日の午前９時～午

後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で演技で
きるものを募集します。
■問 10 月 19 日～ 30 日に、岩木文
化祭運営委員会（中央公民館岩木館
内、☎82・3214、■Ｆ 82・3426）へ。

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん (医
学博士 ) のボランティアによる無
料健康相談を開催します。
▽とき　11 月７日・21 日の午後
１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

違反建築防止週間

　10 月 15 日～ 21 日は違反建築
防止週間です。市では違反建築を未
然に防止し、良好な市街地環境の維
持と建築物の適法性を確保するた
め、違反建築防止週間の一環として
一斉公開パトロールを実施します。
〇パトロール重点項目…工事現場に
おける確認表示板掲示の徹底／建築
確認申請の徹底／完了検査未実施建
築物への指導
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

市の指名業者登録平成28年
度分申請受付（定期申請）
　市発注の工事や業務を請け負った
り、市と物品の売買などをしたりす
る場合には、市の指名業者としての
登録が必要となります。
　平成 27年度に建設工事の市内業
者として登録がある業者で、引き続
き登録を希望する業者は、受付期間
内に申請をしてください。平成 28
年度建設工事業者名簿への登録にあ
たっては、社会保険等（健康保険、
厚生年金保険および雇用保険）への
加入を条件としますので、ご留意く
ださい。登録の有効期限が平成 29
年３月 31日までの業者で、業種の
追加・変更を希望する場合も申請が
必要です。

秋の火災予防運動

「無防備な　心に火災が　かくれん
ぼ」（平成 27 年度統一標語）
　10 月 19 日～ 25 日の１週間、
県下一斉に「秋の火災予防運動」を
実施します。この季節は、火を取り
扱う機会が多くなります。暖房器具
の点検を済ませておいてください。
　住宅用火災警報器をまだ取り付け
ていない人は早めの設置をお願いし
ます。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認
し、次の「住宅防火　いのちを守る
　７つのポイント」を実行し、自分
の家は自分で守るよう心掛けてくだ
さい。
〇３つの習慣…①寝たばこは絶対や
める／②ストーブは燃えやすいもの
から離れた位置で使用する／③ガス
コンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す
〇４つの対策…①逃げ遅れを防ぐた
めに、住宅用火災警報器を設置する
／②寝具、衣類およびカーテンは防
炎品を使用する／③火災を小さいう
ちに消すために、住宅用消火器など
を設置する／④お年寄りや身体の不
自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
または、最寄りの消防署・分署へ。

平成28年度
会場使用受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
仮受け付けはできません（市民文化
交流館を除く）。申し込みの際は、
催しの名称・内容などを明確にして
おいてください。また、一般受け付
けは、仮申し込み対象外の会場も含
みます。
　なお、公共団体などの行事が予定
されている日は使用できません。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月５
日～ 20 日の午前９時～午後５時
（大ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12 月
16 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　12 月 17 日の午
前９時から先着順で、来館または電
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※業種の取り下げは随時受け付けま
すが、業種の追加・変更は受付期間
のみとなりますのでご注意くださ
い。
　また、平成 27年度中から新たに
登録を希望する業者は、随時申請を
受け付けしていますので、ご利用く
ださい（市内建設工事業者について
は、平成 28年度〈定期申請〉の分
と併せて申請してください）。
▽受付期間　11月２日～ 30日
▽対象　①建設工事の請負／②測
量・設計などの建設関連業務の請負
／③製造の請負、物品の売買・賃貸借、
警備・清掃業務などの役務の提供
▽申請方法　市ホームページに掲載
している申請の手引きを確認の上、
「指名競争入札参加資格審査申請書」
などの必要書類を提出してください。
※新たに登録を希望する業者は「指
名競争入札参加資格申請書 (随時の
審査用 )」などの必要書類を提出し
てください。
■問法務契約課契約担当（市役所３階、
窓 口 353、 ☎ 35・1137、40・
7023）

弘前市役所自衛消防隊総合訓練

　弘前市役所内での火災の発生を想
定した避難訓練等の消防訓練を実施
します。実際に火災報知器のベルも
鳴りますが、ご来庁の皆さんはその
まま用事をお済ませください。
▽とき　10月 20日（火）
　　　　午後１時半～２時
▽ところ　弘前市役所本庁舎内
■問 財産管理課財産係（☎ 35・
1120）

浄化槽を正しく使いましょう

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を浄化するため、適正な管理
が必要です。そのため、浄化槽法で
は次のことが義務付けられています。
①定期的な保守点検／②年 1回の
清掃／③法定検査の受検（使用開始
時と年１回）
　法定検査は、浄化槽が適正に維持
管理され、本来の浄化機能が十分に
発揮されているかを判定するもの
で、青森県浄化槽検査センターが行
います。また、浄化槽の使用開始時
や廃止時、および所有者の変更時な

どには、県への届出や報告が必要で
す。なお、合併処理浄化槽の新設等
にかかる費用の一部補助制度もござ
いますので、ご活用ください。
■問検査や届出に関すること…弘前環
境管理事務所（☎ 31・1900）／
補助制度に関すること…環境管理課
環境事業所（☎32・1952）

税務署からのお知らせ

【ダイレクト納付について】
　ダイレクト納付とは、事前に税務
署に届け出をすると、e-Tax で電
子申告等をした後に、届け出をした
預貯金口座からの振替により、電子
納税ができる手段です。なお、利用
するためには、事前に一定の手続き
が必要です。
〇ダイレクト納付のメリット…①自
宅やオフィスなどから納付できる／
②インターネットバンキングの契約
が不要／期日を指定して納付ができ
る／税理士が納税者に代わって納付
手続きを行うことができる
■問弘前税務署（☎32・0331）

津軽流域国有林の森林計画
に関する住民懇談会
　津軽森林管理署では、次期５年間
の「津軽森林計画」の策定にあたり、
地域住民から森林づくり等に関する
意見を伺う懇談会を開催します。
▽とき　11月 24日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
▽定員　30人
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 11 月６日までに、津軽森林管理
署（☎27・2800）へ。

市の組織を一部改正

　10月より、環境管理課が所管す
る環境保全、公害対策、名水などに
関する窓口を、弘前地区環境整備セ
ンター内（町田字筒井）に変更しま
した。
　また、吉野町緑地への美術館整備
に向けて「吉野町緑地整備推進室」
を新設しました。
■問人材育成課人事評価担当（☎
35・1119）

 

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。

耳鼻咽喉科・眼科
11／1 代官町クリニック吉田眼

科（代官町）
☎38・4141

15 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

29 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

歯　科
11／1 やまざき歯科医院（大清

水４）
☎39・6666

３ 弘南歯科医院（川先４） ☎26・0888
８ たかち歯科医院（向外瀬

４）
☎37・5533

15 やがわ歯科医院（城西４）☎39・6400
22 明本歯科医院（大町３） ☎35・4774
23 やぎはしファミリー歯科
（富田町）

☎36・4180

29 ひまわり歯科クリニック
（早稲田２）

☎29・3738

内　科
11／1 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
8 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

15 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 場崎クリニック（代官町）☎38・6600

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,590人　   （－    136）
　 男　　  80,825人　   （－              42）
　 女　　  95,765人　   （－              94）
・世帯数　 72,933世帯    （－           35）
平成 27年 9月１日現在（推計）

お詫びと訂正
　広報ひろさき 10月１日号の３
ページ「現存 12 天守魅力発信」
内、宇和島城の所在地が「愛知県
宇和島市」とあるのは、「愛媛県
宇和島市」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問広聴広報課（☎35・1194）
　


