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市民活動団体が計画する活動に参加
するボランティア、スタッフ、指導
者など（祭りや運動会などの一般参
加者は対象外）
▽補償内容　○傷害保険…活動者自
身が活動中に事故でけがをしたと
き（事故発生から 180 日以内の死
亡、後遺障害、入院、通院に限る）
　入院＝１日 3,000 円、通院＝１
日 2,000 円（90日を限度）、死亡
＝ 500 万円、後遺障害＝ 15 万円
～ 500 万円／○賠償保険…活動者
または活動団体が過失により、他人
にけがをさせたり、他人のものを壊
して、その人から損害賠償を求めら
れ、法律上の賠償責任を負う場合（自
己負担額 5,000 円）　対人賠償＝
１人につき１億円まで、１事故につ
き２億円まで／対物賠償＝１事故に
つき１億円まで／保管物賠償＝１事
故につき300万円まで（現金・証券・
美術品などは対象外）
▽その他　保険金の請求には、日ご
ろの具体的な活動内容や事故の状況
などの書面の提出が必要です。
■問市民協働政策課（☎ 40・7108）

外国人観光客受入環境整備
事業費補助金
　当市の外国人観光客の受入環境整
備水準の向上を図るため、観光関連
事業者が行う外国人観光客の受入環
境整備事業に要する経費の一部を補
助します。
▽補助対象者　次のいずれかに該当
する者（平成 27年度～ 28年度に
おいて納付すべき市税等を滞納して
いる者を除く）
①文化教養施設、レジャー施設、そ
の他観光またはレクリエーションに
関する施設を営業している事業者／
②ホテル、旅館等宿泊が可能な施設

を営業している事業者／③観光客向
けに郷土料理などを提供する飲食業
を営業している事業者／④鉄道、バ
ス、タクシー、レンタカー業などを
営業している事業者／⑤その他外国
人観光客の受入体制整備水準の向上
に取り組んでいる者
▽補助対象事業　①施設の案内表
示、誘導表示、その他の案内表示に
係る多言語表記の整備／②パンフ
レット、ホームページ等情報発信に
係る多言語表記の整備／③その他外
国人観光客の受入環境の向上に資す
る取り組み
▽補助対象経費　消耗品費、印刷製
本費、手数料、筆耕翻訳料、委託料、
その他市長が必要と認めるもの
▽補助率・補助限度額　補助対象経
費の実支出額の合計額の３分の２に
相当する額、または 20万円のいず
れか少ない額
▽応募期間　６月１日から募集を開
始し、補助金の交付額が予算枠に達
した時点で受け付けを締め切りま
す。
▽受付時間　午前８時半～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）
▽採択方法　原則として先着順とし
ます。
※提出書類などの詳細については、
市ホームページをご覧ください。
■問国際広域観光課（☎40・7017）

自動車税のグリーン化特例

　自動車税のグリーン化は、自動車
環境対策の観点から、排出ガスおよ
び燃費性能の優れた環境負荷の小さ
い自動車の税率を軽減し、新車新規
登録から一定年数を経過した環境負
荷の大きい自動車には税率を重くす
る制度です。
　平成 27 年度の自動車税からバ

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。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ
スを希望する人も気軽にご相談くだ
さい。
▽とき　６月４日・25 日
　　　　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）

自衛官募集

【男子自衛官候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽受付期間　５月 18日～６月 10
日
▽試験日　６月18日（土）
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

平成28年度
労働保険の年度更新手続き
　労働保険の年度更新手続き（平成
27年度確定保険料と平成 28年度
概算保険料の申告・納付手続き）を
行う時期となりました。
　平成 28年度の申告・納付期間は
６月１日から７月 11日までですの
で、早めに最寄りの金融機関や郵便
局で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

弘前大学大学院人文社会
科学研究科（修士課程）
入試説明会

▽とき　５月20日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学人文社会科学部

（文京町）４階多目的ホール
▽内容　学生募集要項（当日配布）
をもとに入試の説明のほか，カリ
キュラム等の説明も行います。
※事前の申し込みは不要。
■問 弘前大学人文学部教務担当
（ ☎ 39・3941、 ■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

創業・起業支援制度説明会・
創業ワンポイントセミナー
　「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるかわからない」と
いった人を対象に説明会・セミナー
を開催します。
▽とき　５月 30日、①午後３時～
４時＝支援制度説明会／②午後４時
～５時＝創業ワンポイントセミナー
▽ところ　中南地域県民局弘前合同
庁舎（蔵主町）別館３階Ａ・Ｂ会議
室
▽対象　創業・起業に興味がある人、
検討している人、創業・起業して間
もない人など
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み方法　申込書に必要事
項を記入の上、ファクスまたはＥ
メールで申し込みを。申込書は
ホームページ（http://www.pref.
aomori.lg.jp/sangyo/shoko/
H28_1_shien_seido_setsuei.
html）からダウンロードできます。
■問県商工労働部地域産業課創業支援
グループ（武田さん、☎青森017・
734・9374、 ■Ｆ 017・734・
8107、 ■Ｅ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　６月 16 日・17 日の午前
10 時～午後４時
※２日間の受講が必要。
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　160人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参を。
▽申し込み　５月 20日～６月６日

に、消防本部予防課（本町）か最寄
りの消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.hirosakifd.jp/）

総合行政窓口（ヒロロ３階）
での戸籍証明書発行の休止
　５月 29日（日）は、戸籍システ
ムのサーバー移転作業のため、総合
行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）で
の戸籍証明書の発行業務を休止しま
すので、ご理解とご協力をお願いし
ます。なお、住民票発行や印鑑登録
などの業務は通常通り行います。
■問総合行政窓口（☎31・0260）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　平成 26年度は、全国で１年間に
延べ 499 万人の人から献血のご協
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、その量が不足しています。皆
さんから採種した血液は、患者の治
療目的に合わせて分離・加工を施し、
血液製剤として病院などに提供して
います。
　弘前献血ルーム「CoCoSA（コ
コサ）」が大町タウンビル（駅前町）
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、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・1512）

弘前市市民活動保険制度

　市民の皆さんが安心して地域活動
やボランティア活動を行うことがで
きるように、市民活動中の思わぬ事
故をサポートする「弘前市市民活動
保険制度」が昨年度からスタートし
ましたが、今年度も同様の補償内容
で実施します。
▽対象　市内に活動の本拠地を置く

休日在宅当番

　休日・祝日の入院を必要としない
軽症の急患や、特定の診療科目に対
応するため、当番医がそれぞれの医
院において診療に当たります。
▽診療時間　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
6/
12

ＥＳＴクリニック（福
村字新館添）

☎29・5500

19 斎藤耳鼻咽喉科医院（城
東２）

☎26・0033

歯　科
6/5 秋元歯科クリニック（大

開２）
☎88・1513

12 福原歯科医院（上鞘師
町）

☎37・3535

19 オリオン歯科クリニッ
ク（元寺町）

☎33・0418

26 工藤歯科医院（石川字
家岸）

☎92・2330

内　科
6/5 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

12 さがらクリニック（桔梗
野1） ☎37・2070

19 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

ス・トラックを除き、重課の割合が
15％（改正前は10％）に引き上げ
られています。詳しくは問い合わせ
を。
■問中南地域県民局県税部納税管理
課（ ☎ 32・1131、 ■Ｈ http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/013_01green.html）

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,739人　（－1,276）
　 男　　  80,427人　   （－    722）
　 女　　  95,312人　   （－554）
・世帯数　 70,881世帯    （－  307）
平成 28年４月１日現在（推計）

有 料 広 告


