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市政情報
Town Information

木造住宅耐震診断支援事業

　建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和 56
年に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、
旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しま
した。地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、
住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の所有者が希
望する場合に、市が専門知識を有する耐震診断員を派
遣し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～④の要件すべてに該当
する住宅
①昭和 56年５月 31日以前に建築されたもの／②一
戸建ての専用住宅または併用住宅（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供し、かつそのほかの用途に供す
る部分の床面積が 50㎡以下であるものに限る）で地
上階数が２以下のもの／③一般構法（在来軸組構法）
または伝統的構法によって建築された木造住宅である
こと／④現在、居住している住宅であること
▽対象者　対象住宅の所有者
▽診断費用　申込者負担として、１戸あたり 8,000
円（延べ面積が200㎡以下の場合）
※ 200㎡を超える場合は 400㎡を上限に、申込者負
担の増額で対応します。
▽募集戸数　７戸（先着順）

木造住宅耐震改修促進事業補助金

　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事または

建替え工事に要する経費の一部を補助します。
▽対象住宅　市内にあり、「木造住宅耐震診断支援事
業」の対象要件①～③および下記の要件④⑤のすべて
に該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると診断された
もの（過去に耐震診断を行った住宅を含む）／⑤耐震
診断以降、増改築されていないもの
▽対象者　次の①および②の要件すべてに該当する者
①市内に住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住する者
（親族を含む）／②平成 27～ 28 年度まで市税等の
滞納がない者
▽対象工事　
①耐震技術者（青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載
された者）が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う
工事（住宅全体の上部構造評点が１．０以上となる工
事）または建替え工事／②市内の施工業者等が行う工
事
※補助金の交付決定前に着手した工事は除きます。ほ
かにも条件がありますので、申請を希望する人は申請
書類を準備する前にお問い合わせください。
▽補助金額　補助対象経費に 23.0%を乗じて得た額
または82万 2,000 円のいずれか少ない額
▽募集戸数　２戸（先着順）
～共通事項～
▽募集期限　11月 30日
※申請書は建築指導課（市役所５階、窓口551）で
配布しているほか、市ホームページに掲載していま
す。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

木造住宅耐震に関するお知らせ地震から命を
守るために

　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援していこうというもので

環境ニュース環境ニュース

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前城南センター
15 さとちょう浜の町店
16 Uマート桔梗野店
17 Uマート弘大前店

１ S.K.K.情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン青森支社青森
営業部弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ゴールドパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場

15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18
キヤノンプレシジョン本社・
北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成弘前工場
25 ニッカウヰスキー弘前工場
26 特別養護老人ホームおうよう園

※表は平成 28年８月末現在
のものです（登録順）。
※６年間継続して認定を受
けているエコストア・エコオ
フィスを「優良認定事業所」
としています。

エコストア優良認定事業所

１ auショップ弘前西
２ ドコモショップ弘前駅前店
３ 小山内バッテリー社弘前店
４ ユニバース松原店
５ 生協コープあおもり西弘店
６ 生協コープあおもり松原店

エコオフィス優良認定事業所

27 青森銀行弘前支店ほか 12店舗
28 特別養護老人ホーム白寿園
29 デイサービスセンター白寿園
30 生活支援ハウス白寿の園
31 豊産管理弘前営業所

32 アペックス弘前サービスセンター
33 音羽電機工業弘前工場
34 東管サービス
35 大成コンサル
36 日本パルスモーター岩木工場
37 障害者支援施設千年園
38 北村技術

１ 弘前農園
2 共立設備工業
3 共立寝具神田工場
4 弘前ドライクリーニング工場
5 田中工務店

6 東奥信用金庫本店 ほか 12店
舗

7 富士建設

エコストア・エコオフィス認定制度
す（市が認定している店舗や事務所は下表のとおり）。
　あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィス
になってみませんか。申請手数料などは一切掛かりま
せんので、ぜひ申請を。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、
☎36・0677）

8 東北クリーン

9 みちのく銀行弘前営業部 ほ
か 11店舗

10 マル長
11 猪股建設
12 東邦設備工業所
13 ＯＫリフォーム對馬
14 日本ホーム

エコオフィス認定事業所

エコストア認定事業所

 

～雨水を汚水管に流していませんか？～

　市内で「分流式下水道」が整備されている地域は、
汚水と雨水を一緒に流すことができません。
　雨の日は晴れの日に比べて相当量の汚水が終末処理
場に流れ込むことがあり、処理場の負荷が増大するこ
とで処理費用も増加しています。この原因のひとつに、
家の屋根や庭に降った雨水の配管が誤って「汚水管」
に接続されていること（誤接続）が考えられます。

～雨水が汚水管に流れていないか確認を～

　宅地内の雨水が誤って汚水管に接続されると、各家
庭からの汚水が流れにくくなったり、逆流したりしま
す。また、道路のマンホールが噴き出したり、トイレ
が使えなくなる恐れがありますので、誤って接続され
ている場合は早急に改善してください。
　確認方法や改善方法が分からない人はお問い合わせ
ください。
■問 い 合 わ せ
先　上下水道
部総務課給排
水係（賀田１
丁目、☎ 55・
6895）

15 中村弘前

下 水 道 の 雨 水 侵 入 防 止 対 策

▲誤接続状況

雨水管

汚水マス
正しい接続〇

　郷土文学館の運営に関して市民の皆さんの意見を反
映させるため、弘前市立郷土文学館運営委員会の委員
を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満 20歳以上の市民で、
平日の日中に開催される会議に出席できる人（市のそ
のほかの審議会などの委員および国・地方公共団体の
議員または職員＜退職者含む＞を除く）
▽募集人員　2人（原則、男女各１人）
▽募集期間　９月15日～ 10月７日（必着）
▽委員の業務　郷土文学館に関する資料の収集・展示
そのほか運営について意見を述べ、また、協力するこ
と（年2回程度）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は平成 28 年
12月 1日から２年間。会議は平日の日中に2時間程
度、年２回開催（予定）
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬と交通費を
支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送・
持参・ファクスまたは Eメール（添付ファイルの容

量は１メガバイト程度まで）で提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号／②志望動機または自己ＰＲ／③文学館の将
来像または運営に関する意見・提言など（800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、郷土文学館で配布してい
ます。なお、応募用紙は返却しませんので、あらかじ
めご了承ください。
▽選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
へ通知します。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　郷土文学館（〒 036・
8356、下白銀町 2の 1、☎ 37・5505、ファクス 
36・8360、Eメール bungaku@hi-it.jp）

弘前市立郷土文学館運営委員会の委員を募集知識・経験を生か
してみませんか


