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高齢者の公共施設無料利用制度65 歳以上の市民
の皆さんへ

　65歳以上の市民は、市の公共施設を無料で使用で
きます。対象の施設は市内にある 41施設です（下表
参照）。ぜひご利用ください。
【施設使用時に必要なもの】
○保険証や免許証など、年齢や住所を確認できるもの
（コピーでも可）を準備し、施設の窓口に提示を。窓
口で対象者かどうかを確認し、無料とします。
【年齢・住所を証明するものを準備していないと…】
　入館・入園と同時に使用料などを支払う必要がある

施設では、原則として有料となりますのでご注意を。
【団体での使用】
　交流センターなどの有料の部屋を、65歳以上の市
民と 65歳未満の市民・市外の人が一緒に使用する場
合は、65歳以上の市民が半数以上であれば無料とな
ります（一部対象とならない部屋あり）。
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7114）
※各施設の詳細については、それぞれの施設に直接お
問い合わせください。

65 歳以上の市民の使用料無料対象施設一覧

施設名 住所 電話番号
宮川交流センター 堅田２丁目 36･2611
清水交流センター 大開２丁目 87･6611
ワークトーク弘前 清野袋３丁目 38･3711
サンライフ弘前 豊田１丁目 27･2811
千年交流センター 原ケ平５丁目 87･5519
町田地区ふれあいセンター 町田１丁目 32･8980
三省地区交流センター 三世寺字鳴瀬 95･3760
北辰学区高杉ふれあいセンター 独狐字山辺 95･3601
裾野地区体育文化交流センター 十面沢字轡 99･7072
新和地区体育文化交流センター 種市字木幡 72･0055
鷹ケ丘老人福祉センター 西茂森１丁目 32･7260
老人福祉センター祥風園 石川字大仏 92･3510
老人福祉センター瑞風園 高杉字神原 95･3535
城西老人福祉センター 城西４丁目 38･0858
石川東老人福祉センター 薬師堂字熊本 92･4181
生きがいセンター 南袋町 38･0848
※１  弘前城（本丸、北の郭） 下白銀町 33･8739
弘前城植物園 下白銀町 33･8733
藤田記念庭園 上白銀町 37･5525
中央公民館（プラネタリウム） 下白銀町 33･6561
郷土文学館 下白銀町 37･5505
博物館 下白銀町 35･0700
克雪トレーニングセンター（ト
レーニング室） 豊田２丁目 27･3274
運動公園陸上競技場 豊田２丁目 27･6411

施設名 住所 電話番号
高長根レクリエーションの森ファ
ミリースキー場（ロープトウ） 高杉字神原 97･2627
弥生いこいの広場（動物広場） 百沢字東岩木山 96･2117
※２ 岩木山百沢スキー場リフト 百沢字東岩木山 83･2224
第二市民プール 中野３丁目

37･5508 
体育協会第三市民プール 八幡町３丁目

城北ファミリープール 八幡町１丁目
弓道場 笹森町

36･2515 
市民体育館市民体育館（競技場・フィット

ネスルーム） 五十石町
笹森記念体育館（武道場、競技
場、トレーニング室） 下白銀町 37･5508
河西体育センター（アリーナ、 
多目的広場、プール） 石渡１丁目 38･3200
温水プール石川（プール、多目
的広場） 小金崎字村元 49･7081
南富田町体育センター（体育室）南富田町 34･6122
金属町体育センター（体育室） 金属町 87･2482
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（競技
場、武道場、芝生広場） 八幡町１丁目 33･4545
岩木川市民ゴルフ場 清野袋 36･7855
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育
館、トレーニングルーム、プー
ル、運動広場、多目的広場）

兼平字猿沢 82・5700

岩木山総合公園（体育館・トレー
ニング室） 百沢字裾野 83・2311

※1 弘前城は４月23日～５月５日の期間は無料となりません。
※2 岩木山百沢スキー場リフトは利用料が減額となります。
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　来年４月から市内の認定こども
園・保育所（2号・３号認定）の利
用を希望する子どもの支給認定・保
育利用の申し込み受け付けを開始し
ます。
　なお、幼稚園・認定こども園の教
育利用（１号認定）については、施
設への申し込みとなりますので、直
接施設にお問い合わせください。
■利用の条件　保護者が次のいずれ
かに該当し、子どもを保育できない
場合
①日中、家庭を離れて仕事をしてい
るか、家事以外の仕事をしている人
②継続的な求職活動をしている人
③災害などで自宅等の復旧に当たっ
ている人
④通学している人または職業訓練を
受けている人
⑤病気、出産、看護、介護、または
心身に障がいがある人
※心身に障がいがある子どもの保育

については、ご相談ください。
■申し込み方法　支給認定申請書兼
保育利用申込書に次の書類等を添え
て申し込みください。
①就労証明書（勤務先に記載しても
らったもの）
②就労状況証明書（自営・農業の人）
③印鑑（スタンプ印は不可）
④必要に応じて、母子健康手帳（出
産を理由に申し込む場合）や、診断
書、在学証明書（保護者が学生の場
合や同居家族に高校生、大学生がい
る場合）など
※支給認定申請書兼保育利用申込
書、就労証明書、就労状況証明書、
診断書などの用紙は、子育て支援課
児童育成係、岩木総合支所民生課健
康福祉係、相馬総合支所民生課健康
福祉係に用意しているほか、市ホー
ムページにも掲載しています。
■受付日程・場所
▽とき　12 月１日～ 28 日（１回

目）、平成 29 年１月４日～３月１
日（２回目）の午前８時半～午後５
時（いずれも平日）
▽ところ　子育て支援課児童育成
係、岩木総合支所民生課健康福祉係、
相馬総合支所民生課健康福祉係
※平日に来庁できない人に対して、
12 月 17 日（土）・18 日（日）の
午前８時半～午後５時に、子育て支
援課児童育成係で受け付けします。
※申し込みは３月１日までできます
が、１回目の申し込み者で希望施設
が定員に達する場合がありますの
で、早めの申し込みを。
●保育料の認定方法
　保育料は、原則として父母の市町
村民税の課税額の合計により決定し
ます。ただし、世帯状況によっては
父母以外の同居している祖父母等の
課税額を加算して認定する場合もあ
ります。なお、４月からの保育料は、
３月下旬に決定します。
■問い合わせ先　子育て支援課児
童育成係（市役所１階、窓口 107、
☎ 35・1131）

平成29年度
認定こども園・保育所
利用希望者を受け付け

保育所一覧
（平成 28 年 11 月１日現在）
※変更になる場合があります。

地区 施設名　（住所）

旧
市
内

なかよし保育園（西茂森２丁目）
つがる保育園（堅田３丁目）
サムエル保育園（鷹匠町）
ダビデ保育園（城西２丁目）
桔梗野みのり保育園（桔梗野３丁目）
みどり保育園（吉野町）
よつば保育園（南大町１丁目）
りんごベビーホーム（豊原１丁目）

清
水

青柳保育園（悪戸字村元）
大開保育園（大開２丁目）
小沢保育園（小沢字沢田）
桜ヶ丘保育園（桜ヶ丘４丁目）

和
徳

静修保育園（津賀野字岡本）
明誠保育園（撫牛子１丁目）
すみれ乳児保育園（青山５丁目）

地区 施設名　（住所）

豊
田

保育園みのり（福村字新舘添）
みのり第２保育園（早稲田１丁目）
大東保育園（小比内５丁目）

堀
越

桜ヶ丘保育園分園（清原１丁目）
弘前大清水保育園（清原４丁目）
ふたば保育園（取上３丁目）
隆親保育園（門外１丁目）
ひまわり保育園（松原東４丁目）
若草保育園（広野２丁目）

千
年

城南保育園（城南１丁目）
まつば保育園（松木平字富永）
みつば保育園（大和沢字沢田）

城
東

とよだ保育園（高田１丁目）
ひがし保育園（外崎３丁目）
めぐみ保育園（城東２丁目）
あおい杜保育園（高崎２丁目）
城東保育園（稲田２丁目）

地区 施設名　（住所）

藤
代

致遠保育園（浜の町東２丁目）
藤代保育園（石渡１丁目）

東
目
屋

くによし保育園（国吉字村元）
なかの保育園（中野字山下）

相
馬 相馬保育所（紙漉沢字山越）

高
杉

とっこ保育園（独狐字松ヶ沢）
高杉保育園（高杉字五反田）

裾
野

こひつじ保育園（楢木字用田）
すその保育園（大森字勝山）

新
和 青女子保育園（青女子字桜苅）

石
川 大沢保育園（大沢字梨子平）

認定こども園一覧
（平成 28 年 11 月１日現在）
※変更になる場合があります。

地区 施設名　（住所）

旧
市
内

木の実こども園（新寺町）
弘前大谷幼稚園（新寺町）
弘前すみれ保育園（野田２丁目）
弘前すみれ保育園分園こどもの櫓（北横町）
たんぽぽ保育園（田町５丁目）
弘前保育園（田町３丁目）
城西保育園（西大工町）
富士見保育所（紺屋町）
寒沢保育園（寒沢町）
駅前こども園（新里こども園分園）（大
町３丁目）
花園保育園（豊原１丁目）

地区 施設名　（住所）

清
水

やまぶき保育園（常盤坂４丁目）
ひばり幼稚園（大開２丁目）
弘前みなみ幼稚園（原ヶ平字山中）

城
東

ひかりこども園（松ヶ枝２丁目）
（仮）末広こども園（泉野こども園分園
〈※平成 29年４月１日新設予定〉、末広
４丁目）

和
徳 ようせい保育園（清野袋１丁目）

豊
田 新里こども園（新里字中樋田）

堀
越

泉野こども園（泉野４丁目）
堀越こども園（堀越字柳元）

地区 施設名　（住所）
千
年 ちとせ幼保園（狼森字天王）

藤
代

サンこども園（浜の町東４丁目）
ふじこども園（藤代１丁目）

船
沢 船沢こども園（細越字早稲田）

岩
木

大浦保育園（賀田２丁目）
大浦保育園分園鳥井野保育園（鳥井野字
長田）
岳暘保育園（宮地字川添）
真土保育園（真土字苅田）

石
川 石川こども園（石川字西舘下）

　弘前のいろいろなことについてのクイズだよ。答えはどこかのページに隠れて
いるから探してね！

【質問】
　好きな自治体に寄附ができる「ふ
るさと納税」制度。弘前では期間限
定で新しいコースが新設されたけど、
何というコースかわかるかな？

①

②

③

桜よくばりコース

弘前ねぷたあどはだりコース

除雪がんばりコース

  

教
えて

！たか丸くん


