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夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　12月 11日・14
日～ 18日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　12月 20日・27
日の午前９時～午後４時
　今月の休日納税相談日は第３・４
日曜日です。この日は電話での相談
や、市税などの納付もできます。
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

生活保護無料電話法律相談会

　弁護士が、生活保護に関する相談
に電話で応じます。相談は無料で、
秘密は厳守します。
▽とき　12月 10日（木）
　　　　午後１時～４時
▽相談内容　生活保護に関する生活
上の一般的な問題について
▽相談専用電話番号　☎フリーダイ
ヤル0120・158・794
■問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

第67回人権週間
特設人権相談所開設
　12 月 10 日の「人権デー」にち
なみ開設します。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　12月５日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ３階）
▽相談員　人権擁護委員、青森地方
法務局職員
▽相談専用電話番号　みんなの人権
110番（☎ 0570・113・110）
■問青森地方法務局人権擁護課（☎青
森017・776・9024）

市有地の売払い

  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、申し込みを。
▽売払地
①蒔苗字野田30番１ほか３筆／面積
＝1,077.94㎡ ／価格＝542万円

②桔梗野3丁目 10番９／面積＝
215.24㎡／価格＝645万7,000円
▽申込期間　12 月１日～ 15 日、
午前９時～午後５時
▽入札開始　12月 21日（月）、午
後１時半～
▽入札場所　市役所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）

緑化推進活動に助成金
希望団体は申し込みを
　平成 28年に市民団体などが自主
的に行う森林整備や緑化活動、青少
年団体による緑化教育活動などの非
営利活動に対し、「緑の募金」を活
用した助成金を交付します。
▽実施場所　市内（ただし、緑化教
育活動の場合は市外でも可）
▽対象経費　苗木・種子・支柱・肥
料などの緑化資材購入費（ただし、
緑化教育活動の場合は交通費、講師
謝礼を含む）
▽助成額　10万円を上限とし、対
象経費の全額
■問 12 月 28日までに、弘前市緑化
推進委員会事務局（農村整備課管理
係内、☎40・7103）へ。

平成28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を含む、
はるか夢球場を除く）、弓道場、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、弘前Ｂ＆
Ｇ海洋センター、岩木Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター、河西体育センター、笹森記
念体育館、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、温水プール石川、第２・第３市
民プール、城北ファミリープール、
相馬球場
※市主催事業および工事などによ
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
し物
※対象事業以外は通常予約です。
▽受付期間　12月１日～１月８日
▽申し込み方法　利用計画書に必要
事項を記入し、文化スポーツ振興課
（市役所２階、窓口253）へ提出を。

利用計画書は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ほ
か、市ホームページにも掲載してい
ます。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、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（☎ 40・
7015）

平成28年度青森県武道館の
使用計画受け付け
　平成 28年度に各種大会やイベン
トで使用する場合の受け付けを 12
月上旬から開始します。
※平成 28 年８月 22 日～ 12 月
28 日まで主競技場・補助競技場・
相撲場が工事のため閉鎖となります
のであらかじめご了承ください。
▽受付期限　１月８日（金）
▽申し込み方法　ホームページから
申し込むか、直接会場へ。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、２月上旬ま
でに結果をお知らせします。
■問青森県武道館（☎ 26・2200、
■Ｈ http://www.aomorikenbudou
kan.com/）

青森県武道館　
主競技場・補助競技場・
相撲場長期閉鎖のお知らせ
　国の建築物の天井脱落防止措置基
準の改正に伴い、施設の天井補強工
事を行うため、長期閉鎖になる予定
です。ご迷惑をお掛けしますが、ご
了承ください。
▽閉鎖施設　主競技場、補助競技場、
相撲場
▽閉鎖期間　平成 28年８月 22日
～ 12月 28日（予定）
※主競技場、補助競技場、相撲場以
外の施設については、通常通り利用
できます。
■問青森県武道館（☎26・2200）

鳥インフルエンザの発生を
防止しよう
　鳥インフルエンザウイルスは、渡
り鳥によって海外から持ち込まれる
と考えられています。秋から冬は渡
りが始まり本病発生の警戒が必要と

なる時期ですので、次のことに注意
しましょう。
◎家きんを飼っている場合
①渡り鳥や野鳥との接触を避けるた
め、野外での放し飼いをしないよう
にしましょう。また、飼育小屋は防
鳥ネット（２cm角以下）で囲い、
野鳥が入らないようにしましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔
な状態で飼育しましょう。
③世話をするときには、専用の履物
や衣服を身に着け、終了後は履物、
衣服、手指の消毒をしましょう。
④家きんの死亡が続くなど異常がみ
られた場合は、すぐに「つがる家畜
保健衛生所」に連絡してください。
※家きん…鶏、アヒル、ウズラ、キ
ジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥
◎死亡した野鳥を見つけた場合
①素手では触らないようにしましょう。
②多数の野鳥が、まとまって死亡し
ている場合には、市農業政策課また
は中南地域県民局林業振興課にご相
談ください。
③病気以外で死亡した野鳥を処分す
る際は、ビニール袋に入れ一般ごみ
として処分してください。
■問農業政策課（☎ 40・7102）／
西北地域県民局地域農林水産部
つがる家畜保健衛生所（☎つがる
0173・42・2276）／中南地域県
民局地域農林水産部林業振興課（☎
33・3857）

介護職員初任者研修
日商簿記受講者募集
　短期間での資格取得が可能です。
▽とき　介護職員初任者研修＝ 12
月 21 日～ 2 月 3 日／日商簿記＝
個別授業のため随時開催
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）

▽対象　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中で求
職中の女性または 40歳未満の男性
②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録して、求職活動をして
いる人
▽定員　各科目10人（先着順）
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑・雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課（市役所６
階、窓口652）で配布。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

都市計画の変更原案の閲覧
および説明会・公聴会
　都市計画を変更する原案を作成し
ましたので原案の閲覧および説明
会・公聴会を開催します。
【変更する都市計画の名称】
○弘前広域都市計画道路の変更（幅
員・線形の変更）…①３・４・20
号紺屋町野田線および②３・４・
11号土手町向外瀬線
※大字亀甲町、大字田茂木町、大字
山王町、大字田町 1丁目、大字野
田2丁目の各一部。
【説明会】
▽とき　12月９日（水）
　　　　午後６時半～
▽ところ　青森県弘前合同庁舎（蔵
主町）別館３階A・B会議室
【原案の閲覧】
▽とき　12 月 10 日～ 24 日の午
前８時半～午後５時（土・日曜日、
祝日を除く）
▽ところ　県都市計画課（青森県庁
北棟３階）、市都市政策課（市役所

５階、窓口552）
※原案は県および市のホームページ
でも閲覧できます。
【公聴会】
▽とき　１月13日（水）
　　　　午前11時～
▽ところ　市役所２階第１会議室
▽公述の申し出　公聴会に出席して
意見を述べることができる人は市内
に住所を有する人で公述申出書の提
出が必要です。あらかじめ問い合わ
せの上、①は 12月 24日、②は１
月８日（いずれも必着）までに公述
申出書を提出してください（土・日
曜日、祝日を除く、午前８時半～午
後５時）。
※各期日までに公述の申し出がない
場合は、公聴会の開催を取りやめま
すので、傍聴を希望する人は事前に
お問い合わせください。
■問①＝県都市計画課（☎青森017・
734・9681）／②＝市都市政策課
（☎35・1134）

年末年始は弘前のお酒で乾杯!!

　地元生産品の購買を促進し、地場
産業の育成と地元生産品の消費拡大
を図り、地域経済の活性化につなげ
ていくために「BUYひろさき運動」
を推進しています。
　名峰・岩木山の恵みを受けた弘前
には、おいしい日本酒が多くありま
す。また、女性にも大人気のシード
ルや、県内限定販売のアップルブラ
ンデーなどのリンゴを使ったお酒も
造られています。
　年末年始、職場の忘新年会や家族・
友人と集まる機会を弘前で造られた
お酒で彩り、地域経済の活性化につ
なげましょう。
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

■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

今年 ９月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（４月～９月の累
計から換算）

今年
昨年
差

5,878t

1,100g
1,175g
-75g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

576t 減 !!
（昨年同月比） 

　これからの季節、お歳暮やクリ
スマスプレゼントなどの贈り物を
渡したりもらったりすることが多
いね。贈り物を贈るときは環境に
配慮した簡易包装に協力してね。
　もらった贈り物の包装紙は
リサイクルできるからきちん
と分別しようね！

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

■問い合わせ先　環境管理課環境事業所（町田字筒井、☎35・1130）


