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　平成 28年度の「弘前市顕彰規則による顕彰」の受
賞者が決定しました。
　この表彰は、長年にわたり、教育・文化・産業・経
済の振興など市政の発展に尽力した個人や団体の功績
をたたえるものです。
　本年度は、４個人と２団体が晴れの栄誉に輝き、受
賞者には、来年１月に行われる式典において、顕彰状
と金色に輝く卍（まんじ）をあしらったヒバの盾が贈
られます。
■問い合わせ先　政策推進課（☎40・7022）

市政の進展、社会福祉の増進等に寄与

神
じん
　忠

ただ お
男さん（78）

　町会長として、町会活動の維持・発
展に努めたほか、市町会連合会長とし
てさまざまな事業を通じ地域コミュニ
ティの強化に尽力するなど、市政発展
に大きく寄与しました。

産業、経済等の振興に貢献

木
きむら
村　留

とめじろう
次郎さん（88）

　町会長として、町会活動の維持・発
展に努めたほか、市老人クラブ連合会
長や市社会福祉協議会副会長を務め、
社会福祉の増進に尽力するなど、市政
発展に大きく寄与しました。

東
とうかい
海　克

かつろう
郎さん（85）

　長年にわたり、地区納税貯蓄組合長
として納税思想の普及高揚や後進の指
導育成に精励しているほか、市納税貯
蓄組合連合会の要職にあり、会の適正
運営に尽力するなど、市政発展に大き
く寄与しました。

大
おおせ
瀬　豊

ゆたか
さん（80）

　長年にわたり、当市の土地改良区関
連団体において要職に就き、農業基盤
の整備に大いに貢献するとともに、地
域農業の振興に大きく寄与しました。

教育、文化等の振興に貢献

弘前市合唱連盟（川
かわむら
村　昇

しょういちろう
一郎 会長）

　半世紀以上にわたり、
合唱祭の開催や各種イベ
ントへの出演を通じ音楽
活動や鑑賞の機会の創出
を行うとともに、合唱音
楽の普及に努めるなど、
文化芸術の振興に大きく
寄与しました。

平成28年度

弘前市顕彰

これらのほか市政に貢献

弘前観光ボランティアガイドの会
（中

なかや
谷　敏

としすけ
右 会長）

　年間 5,000 人を超え
る観光客の案内を 20年
以上にわたり行うととも
に、会員の資質向上にも
積極的に取り組むなど、
当市を訪れる観光客の満
足度向上および観光振興
に大きく寄与しました。

 「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。
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市政情報

個人住民税（市民税・県民税）の給与所得等に
係る特別徴収

　所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第
321条の４の規定により、個人住民税を特別徴収しな
ければなりません。中南地域県民局県税部と管内７市町
村では、法律の趣旨を徹底するため、平成27年度から
個人住民税の特別徴収義務者を一斉指定しています。
【個人住民税の給与所得等特別徴収とは】
　所得税の源泉徴収と同様に、事業主が従業員に毎月
支払う給与から個人住民税を徴収（天引き）し、従業
員に代わって納入する制度です。

【特別徴収はこんなに便利】
従業員が個々に納付する手間が省ける／納め忘れがな
い／１回当たりの納付額の負担が少ない（原則年４回
→年12 回）
【特別徴収を新たに開始する事業主の皆さんへ】
　毎年１月の「給与支払報告書」を提出する際に一緒
に提出する「総括表」の特別徴収の欄に人数を記入し、
市民税課（市役所新庁舎２階）に提出してください。
■問い合わせ先　市民税課（☎40・7024）

事業主・従業員の
皆さんへ

【皆さんもウォームビズを始めませんか
～ 12 月は地球温暖化防止月間です～】

　環境省では、冬、“寒いときには着る、過度に暖
房機器に頼らない”という原点に立ち返り、暖房時
の室温が 20℃でも快適なスタイル“ウォームビズ”
（WARM BIZ）を呼びかけています。
　暖房に必要なエネルギー使用量を削減することは、
地球温暖化の原因となっている二酸化炭素（ＣＯ２）
の排出を抑えることにつながります。
　雪国では、暖房の使用とともに電力の使用量が増加
することから、冬期間も節電の取り組みが必要です。
室温を 20℃にしようとしても、天井に近い方が暖か
く、床に近い方が寒くなる場合があります。そのよう
な場合は、部屋全体の空気を循環させる工夫や、足元
を暖める工夫も必要です。また、太陽の光を取り入れ
て壁や床を温めたり、夜間にカーテンを閉めて熱を
遮ったりすることも効果があります。

　市では今冬も「ウォームビズ」を実施し、市の施設
の室温は、特に事情がない限り 20℃とすることにし
ましたので、ご理解をお願いします。
【今年の冬は「ウォームシェア」】
　家庭や近所の人が一つの場所に集まることや、家庭
の暖房を止めて店やイベント開場に出掛けたりスポー
ツをしたりすると、エネルギー消費を減らせるだけで
なくコミュニケーションが深まり、みんなで温かく楽
しく過ごせます。
　一人一人が暖房を使うのでは
なく、みんなで温かいところに
集まることでエネルギー消費の
削減につなげる「ウォームシェ
ア」も心掛けましょう。
■問い合わせ先　環境管理課
環境保全係（町田字筒井、☎ 
36・0677）

環境ニュース環境ニュース
ウォームビズ（WARM BIZ）の実施 ■市役所本庁舎（上白銀町）

 課室等 移動内容 移動後の
業務開始日

１階
監査委員事務局 新館６階から移動

平 成 29 年
１ 月 10 日
～

法務契約課 新館３階から移動
都市政策課 新館５階から移動

２階 建設政策課 新館３階から移動

３階
建築指導課 新館５階から移動
町会連合会 新館６階から移動
記者室 新館４階から移動

　市役所本庁舎の改修工事に伴い、一部課室等の移動
があります。移動する課室等の配置については、下記
一覧表のとおりです。なお、これまで本庁舎内へ配置
されていた農業委員会事務局・農林部・選挙管理委員
会・スマートシティ推進室・観光振興部・商工振興部
の各課室等については、旧上下水道部（茂森町）へ移
動しますので、ご注意ください。
　大変不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
※各部署の電話番号は変更ありません。移動後の課室
等の配置図については、広報ひろさき１月１日号およ
び市ホームページでお知らせします。
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

市役所本庁舎の課室等の移動ご確認の上
来庁を

■旧上下水道部（茂森町）
 課室等 移動内容 移動後の

業務開始日

１階

会計課 本館１階から移動 平 成 28 年
12 月 26 日
～

青森銀行・各金融
機関ＡＴＭ 本館１階から移動
生活福祉課 本館１階から移動

平 成 29 年
１月４日～

上下水道部お客様
サービスセンター 本館１階から移動

２階

政策推進課 本館３階から移動
財産管理課 本館２階から移動
市営住宅サービス
センター 本館２階から移動
市民協働政策課 新館３階から移動

３～
６階

１月４日以降は、改修工事区域となるため立ち入
りできません。

 課室等 移動内容 移動後の
業務開始日

１階

農業委員会
事務局 本庁舎新館４階から移動

平成 29 年
１月 10 日
～

農業政策課 本庁舎新館４階から移動
農村整備課 本庁舎新館４階から移動
りんご課 本庁舎新館６階から移動

２階

選挙管理委
員会事務局 本庁舎新館６階から移動
スマートシ
ティ推進室 本庁舎新館４階から移動
観光政策課 本庁舎新館５階から移動
国際広域観
光課 本庁舎新館５階から移動
商工政策課 本庁舎新館６階から移動
産業育成課 本庁舎新館６階から移動

【本館】

【新館】

家庭に使っていない小型家電は眠っていませんか？

　リサイクル推進のため、小型家電の回収に取り組ん
でいます。年末の掃除などにぜひご利用ください。
▽回収する小型家電（一例）　デジタルカメラ／ポー
タブル音楽プレーヤー／ラジオ／ゲーム機（ゲームソ
フト含む）／電子辞書／ドライヤー／付属品類（リモ
コン、ACアダプタ、電源コード、充電器など）
※このほかにも、電気（コンセント）を利用して使用

する機器、電池を使用する機器も
回収します。
▽出し方　専用の回収ボックス（投
入口サイズ 15㎝× 25㎝）を設置
していますので、直接小型家電を
入れてください。
▽設置場所　ケーズデンキ弘前本
店／ユニバース（堅田店・城東店・

松原店・南大町店）／市役所本庁舎／岩
木総合支所／相馬総合支所／総合学習セ
ンター／ヒロロスクエア／弘前地区環境
整備センター
※持込時間は営業時間（開店・開庁・開
館時間）内。
【窓口回収】
　市内各出張所窓口に直接小型家電を持って来てくだ
さい。大きさに制限はありません。
【宅配便回収】
　ダンボールに詰めた小型家電を宅配便で回収しま
す。事前の申し込みが必要で、パソコン本体を含む場
合は利用料金が無料です。詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（町田字筒井、
☎ 35・1130）

　飲食店から出る食品ロスのうち、食べ残しの割合は約６割
もあるという調査結果があります。30・10運動とは、始め
の 30 分間と終わりの 10 分間は席を立たずに料理を楽し
むことで、食べ残しを減らそうという取り組みです。忘・新
年会の幹事の人は、飲み会開始時に進んで 30・10 運動を
案内してみましょう。

　本協議会は、食品ロス削減に取り組む自
治体間で情報を共有し取り組みの拡大を図
ることを目的とし、全国 245 の自治体が
参加して、平成 28年 10月に発足しまし
た。当市でも、協議会会員として食品ロス
の削減を目指します！

生ごみ３キリ運動
全国おいしい食べきり運動

ネットワーク協議会に加入！30・10（さんまる・いちまる）運動
でおいしく残さず食べきろう！

使っていないけど捨てるのは
もったいない…。でも１年以
上使用していないものは今後
も使うことはあるかな？

忘 ・新年会で実践！
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　の季節、到来
『市民・行政・業者』の共同作業であずましく

□一般除雪（作業時間帯：午前１時～６時）
○出動基準…午前０時の降雪量が、10㎝以
上に達した時
※安全で円滑な車両走行の支障となる路面状
況が発生した場合など。
○除雪延長…約1,000㎞
□歩道除雪（作業時間帯：午前５時～７時）
○実施基準…降雪量が10㎝以上に達した時
○総延長…通学路を主体に約120㎞
□交差点排雪　交差点や横断歩道の雪山の除
去など、歩行者が安全で安心して歩ける歩行
空間の確保。
□小路排雪　パトロール体制を充実し、積雪
や路面状況を把握して適期に排雪を実施。
□拡幅除雪・運搬排雪　路肩などの雪山に
よって、道路が狭くなり、車や歩行者の通行
および安全性に支障を来す目安となる積雪深
や累計降雪量となった場合は、ロータリー除
雪車などで実施。
□スリップ対策　本町坂、辻坂、加藤坂など
の市道15カ所と、県道３カ所の坂道に、ロー
ドヒーティングを整備。また、そのほかの坂
道、カーブおよび主要交差点には、朝夕に凍
結抑制剤を散布。

平成 28 年度 除排雪計画

　いよいよ雪の季節となりました。北国で暮らす私たちにとって、雪は生活の一部であり、避けて通る
ことはできません。市では、市民の皆さんが安全・安心で快適な生活を送ることができるよう、サイド
シャッター装置付除雪車導入や追従除雪などの雪対策を進めてきました。
　これまでの豪雪の経験や皆さんの意見・要望等を踏まえ、除排雪作業の改善を図っていきますが、雪
国生活をより快適に過ごすためには、行政だけでなく実際に除雪作業を行う委託業者、そして何より市
民一人一人の協力が必要です。「市民・行政・業者」の共同作業で、お互いが「力を合わせる」ことで
効率的な除雪作業をし、厳しい冬を乗り切りましょう。皆さんのご協力をお願いします。

本年度の主な取り組み

【サイドシャッター装置付除雪車】
　間口除雪の軽減を目
的として、サイドシャッ
ターを装備した除雪車
両による作業を、昨年
度実施した和徳学区な
ど９地区のほか、城東
地区へも導入します（予
定延長：約48km）。
【追従除雪】
　早朝に行うドーザーなどによる一般除雪にロータ
リー除雪車を追従させ、道路幅員を確保します。
　実施路線はボトルネック個所（交通量が多く道路幅
員が狭小な路線）や雪置き場までのアクセス道路およ
び通学路などから選定します。追従除雪の頻度は降雪
状況に応じて、一般除雪３～４回に１回程度行います
（予定延長：約620km）。
【町会雪置き場事業】
　市では、住宅地に空き地を所有している人の協力に
より、地域の雪置き場として町会に無償貸し付けした
場合（管理は町会で）に､ 固定資産税などの３分の１
以内を減免します。
【地域除雪活動支援事業】
　近年多くみられる個人所有の各種小型除雪機械や融
雪槽などを利活用し、町会などが一般除雪によって幅
員の狭くなった生活道路の拡幅や排雪を行うことに対

 

屋根の雪下ろし用
命綱などを
貸し出します

　屋根の雪下ろし中の事故を未然に防ぐため、命綱などを貸し出しま
す。貸出数には限りがありますので、事前にお問い合わせください。
▽貸出期間　２月28日まで
※年末年始も貸し出します。
※雪の状況次第では、貸出期間を延長します。
※一式当たりの貸出期限は、貸出日から原則５日間とします。
▽貸出用品　命綱、安全帯およびヘルメット一式
▽貸出場所　弘前消防署（本町、☎ 32・5199）／東消防署（城
東中央５丁目、☎ 27・1151）／西北分署（小友字神原、☎ 93・
3310）／西分署（鳥井野字宮本、☎82・3311）
※受付時間は、いずれも午前８時半～午後５時。
■問市民協働政策課（☎35・1664）

し、市が燃料費などを助成します。
■問い合わせ先　道路維持課（☎32・8555）
【融雪施設整備および実証研究】
○散水等融雪施設整備箇所…さまざまなエネルギーを
利用した融雪施設の整備を実施しています。
①土手町俵町線（一大地区）＝地下水循環型融雪
②弘前駅前北地区（土地区画整理事業地内）＝地下
水を利用した散水融雪施設整備および地下水熱を利用
した無散水融雪施設整備
○実証研究個所…さまざまなエネルギーを利用した融
雪技術の実証研究を実施しています。
①下水熱利用融雪…市役所本庁舎東側の歩道
※融雪施設については、外気温や降雪状況により、十
分な融雪効果が得られないことがありますので、通行
に際しては路面状況に十分注意して下さい。
■問い合わせ先　スマートシティ推進室 ( ☎ 40・
7109) ／弘前駅前北地区について…区画整理課 (☎
34･3233)

その他の取り組み

【小型除雪機の貸し出し】
　生活道路の除雪作業や高齢者世帯の間口の寄せ雪処
理などを行う目的で、小型除雪機を町会に貸し出して
います（平成28年度貸出町会数：65町会）。
【町会等除雪報償金】
　市が除雪作業を行う路線以外の生活道路の除雪を個
人の除雪機械などを使用して行う町会に対して､ 報
償金を支給します（実施延長１ｍ当たり１シーズン：
200円）。
■問い合わせ先　道路維持課（☎32・8555）
【消流雪溝の今後の計画】
　消流雪溝の整備については、水源・水路こう配・流
末の条件が整う地区の整備を進めており、現在、平成
23年度から平成 29年度までの第２次面的整備Ⅲ期
計画の中で、時敏地区・朝陽地区の各一部を整備する
予定です。
◆お願い…除雪車が通った後は、どうしても玄関前に
雪が残ります。片付けは各家庭でお願いします。
■除雪に関する問い合わせ先
○市道…道路維持課（☎ 32・8555）／○県道…中

南地域県民局地域整備部道路施設課（☎32・0800）
／○国道７号…国土交通省弘前国道維持出張所（☎
28・1315）
【ホームページで雪に関する情報を提供】
　市ホームページ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kurashi/josetsu/）では雪に関する以
下の情報を提供しています。
除排雪についてのお願い／雪置き場情報／消流雪溝の
利用方法／融雪装置設置資金貸付制度／雪対策総合プ
ラン／融雪等推進基本計画／弘前市除排雪計画／除排
雪担当業者／降・積雪と除排雪経費／除雪要望等の件
数

効率的な除排雪作業にご協力を

　通勤・通学時間帯に交
通渋滞を起こさないよう、
通常行う一般除雪は深夜
から早朝にかけての作業
となります。騒音や振動
などで、ご迷惑をお掛け
します。
　また、除雪作業を円
滑に進め、作業中の事
故を未然に防止するため、次のことについて、ご協力
をお願いします。
○路上駐車はしない…１台でも駐車車両があると、除
雪作業がストップし、その地域の除雪が後回しになっ
たり、除排雪ができなくなったりします。
○除雪した道路に雪を出さない…交通の妨げや、交通事
故の原因にもなりますので、マナーを守ってください。
○屋根雪を道路などへ落とさない…交通を遮断するだ
けでなく、人命に関わることがありますので、危険な
場所については、屋根雪の落下防止の措置を講じたり、
雪下ろしをするなど、十分注意してください。
○歩道と車道の段差に架けてある鉄板などを除去する
○用水路・排水路に雪を捨てない
○除雪車が作業中のときは近寄らない
※市内の雪置き場に関する情報は、広報ひろさき 11
月 15 日号「保存版 平成 28 年度雪処理の手引き」
または、市ホームページをご覧ください。

市政情報

 

雪
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■職員手当の状況②　期末手当・勤勉手当
弘前市 国

27 年度支給割合 27 年度支給割合
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6 月期 1.175（0.65）月分 0.725（0.35）月分 6 月期 1.225（0.65）月分 0.75（0.35）月分
12 月期 1.325（0.75）月分 0.775（0.35）月分 12 月期 1.375（0.80）月分 0.85（0.40）月分

計 2.50  （1.40）月分 1.50  （0.70）月分 計   2.60（1.45）月分 1.60  （0.75）月分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置　 役職加算  ５～ 20% 職制上の段階、職務の

級等による加算措置　
役職加算  ５～ 20%

管理職加算  10 ～ 25%
（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

■特別職の報酬等の状況
　　　　　 （平成 28 年４月１日現在）

区　分 給料月額等

給　
料

市　長 100 万円
（減額前）103 万 5,000 円

副市長 82 万 2,000 円
（減額前） 85 万 1,000 円

代表監
査委員

53 万 2,000 円
（減額前） 55 万円

教育長 71 万 3,000 円
（減額前） 73 万 8,000 円

報　
酬

議　長 57 万 8,000 円
副議長 51 万 8,000 円
議　員 49 万円

区　分 27 年度支給割合

期 

末 

手 

当

市　長
副市長
代表監
査委員
教育長

6 月期 1.40 月分

12 月期 1.60 月分

 計 3.00 月分

議　長 6 月期 1.40 月分

副議長 12 月期 1.60 月分

議　員  計 3.00 月分

■部門別職員数の状況と主な増減理由　　（各年４月１日現在、単位は人、△は減）

　　 区 分
部 門 　　

職員数 対前年
増減数 主な増減理由平成 27 年 平成 28 年

一
般
行
政
部
門

議　会
総　務
税　務
労　働
農林水産
商　工
土　木
民　生
衛　生

11
272

77
1

73
47

166
132

69

11
274

78
1

75
45

172
132

75

 0
　 2

1 
0

 2
△ 2
　　6 

0
 6

　　　
業務量増加による増員

業務量増加による増員
業務の見直しによる減員
業務量増加による増員

業務量増加による増員
小　計 848 863 　 15

特
別
行
政
部
門

教　育
警　察
消　防

162
0
0

166
0
0

　 4
0
0

業務量増加による増員

小　計 162 166 　 4

公
営
企
業
等

病　院
水　道
交　通
下水道
その他

241
65

0
46
67

243
59

0
39
68　

　 2
△ 6

0
△ 7

1

欠員補充による増員
業務の統廃合および民間委託等による減員
　
業務の統廃合および民間委託等による減員
業務量増加による増員

小　計 419 409 △ 10
合　　計 1,429 1,438 9

（注）　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休
職者・派遣職員を含み、臨時職員および非常勤職員を除いています。

　市職員の給与などの状況についてお知らせします。
詳しい内容は、人材育成課人事評価担当（市役所３階、
☎ 35・1119）へお問い合わせください。
※市ホームページには、より詳しく掲載しているほか、
職員の任免や勤務条件などの状況について公表する

「人事行政の運営等の状況の公表」も掲載しています。

■人件費の状況（普通会計決算）
区　分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ／Ａ）
26 年度
人件費率

27 年度 28 年 1 月 1 日
17 万 7,189 人 828 億 686 万円 7 億 209 万円 89 億 5,025 万円 10.81％ 10.92％

（注）　人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。
■職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数（Ａ） 給　与　費 1 人当たり給与
費（Ｂ／Ａ）　　給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

27 年度 1,010 人 36 億 2,649 万円 6 億 1,973 万円 12 億 6,016 万円 55 億 638 万円 545 万 2,000 円
（注）　１．職員手当には退職手当を含みません。
　　　２．職員数は平成 27 年４月１日現在の人数です。
■職員の平均給料月額および平均給与月額、平均年齢の状況　　　　　　　　　　　（平成 28 年４月１日現在）

区　分 一　般　行　政　職 技　能　労　務　職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

弘前市 29 万 6,706 円 32 万 2,980 円 40.6 歳 32 万 733 円 34 万 1,750 円 51.6 歳
国 33 万 1,816 円 41 万 984 円 43.6 歳 28 万 7,447 円 32 万 9,358 円 50.4 歳

■職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年４月１日現在）
区　分 弘前市 青森県 国

一般行政職 大学卒 17 万 6,700 円 17 万 6,700 円 17 万 6,700 円
高校卒 14 万 4,600 円 14 万 4,600 円 14 万 4,600 円

技能労務職 中学卒 12 万 6,400 円 13 万 200 円 ー
■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年４月１日現在）

区　分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年
一般行政職 大学卒 23 万 9,800 円 33 万 4,679 円 35 万 3,436 円 39 万 7,182 円

高校卒 ー 27 万 5,631 円 32 万 3,220 円 35 万 3,167 円
区　分 経験年数7年～11年 経験年数17年～21年 経験年数22年～26年 経験年数27年～31年

技能労務職 高校卒 ー 26 万 9,350 円 28 万 4,480 円 30 万 0,451 円
■一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年４月１日現在）

区　分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計
標準的な
職務内容 部　長 部　長 ･

課　長 課　長 課長補佐 課長補佐
･ 主　幹

係　長・
主　査 主　事 主　事  

職員数 8 人 22 人 47 人 40 人 131 人 276 人 131 人 178 人 833 人
構成比 1.0% 2.6% 5.6% 4.8% 15.7% 33.2% 15.7% 21.4% 100.0%

参考 １年前の
構成比　 1.3% 2.2% 5.8% 5.4% 15.3% 31.1% 16.1% 22.8% 100.0%

■職員手当の状況①　退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年４月１日現在）
弘前市 国

基本額 退職日の基本給月額　×　　　　　　
　　　退職理由別・勤続年数別支給率 基本額 退職日の基本給月額　×　　　　　　

　　　退職理由別・勤続年数別支給率

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

 

（支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続 20 年 20.445 月分 25.55625　月分 勤続 20 年 20.445 月分 25.55625 月分
勤続 25 年 29.145 月分 34.5825　  月分 勤続 25 年 29.145 月分 34.5825  月分
勤続 35 年 41.325 月分 49.59　　　月分 勤続 35 年 41.325 月分 49.59     月分
最高限度額   49.59 月分 49.59　　　月分 最高限度額 49.59  月分 49.59     月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
２％～ 20％加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

３％～ 45％加算
退職時特別昇給 な　し 退職時特別昇給 な　し

調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく　
加算（０～ 5 万 9,550）円× 60 カ月 調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく

加算（０～ 9 万 5,400）円× 60 カ月
１人当たり平均支給額 542 万円 1,000 円 2,098 万 3,000 円  

（注）　１人当たり平均支給額は、平成 27 年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

■職員手当の状況④　特殊勤務手当
区　分 支給額

支給職員１人当たり平均支給年額
（27 年度） 2 万 3,295 円

職員全体に占める手当支給職員の
割合　　　　　　　　　　　　　 11.1％

区　分 手当の名称

手当の名称

高所作業手当
死体処理手当

有害物取扱手当
道路上作業手当
用地交渉等手当
社会福祉手当

清掃事業従事手当
手当の種類（手当数） 7 種類

■職員手当の状況⑤ その他の手当   （平成 28 年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価 国 の 制 度
との異同

扶
養
手
当

配偶者 1 万 3,000 円

同
配
偶
者
以
外

１
人
目

配偶者無 1 万 1,000 円
配偶者有 6,500 円

２人目以降 6,500 円
※満 15 歳に達する日後の最初の４月１日から満 22
歳に達する日以後の最初の３月 31 日までにある子
に加算となる額　　　　　　  １人につき 5,000 円

住
居
手
当

自ら居住するための住宅を借り受け一定
額（１万 2,000 円）を超える家賃を支払っ
ている職員に支給 同
借家・借間（支給
限度額） 2 万 7,000 円

通
勤
手
当

通勤のため自動車や電車などを利用して
いる職員に支給

同
交通機関利用者…
　実費、支給限度額５万 5,000 円
自家用車等使用者…
　片道２km 以上 2,000 円～
　 片道 60km 以上３万 1,600 円

市職員の

給与などの状況

■職員手当の状況③　時間外勤務手当

27 年度決算
支給実績 職員１人当たり

支給年額　　　
３億 122 万円 28.5 万円
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　１月から、平成29年度市民税県民税申告の受け付
けが始まります。以下の点に注意をして申告をしてく
ださい。詳しくは、広報ひろさき１月15日号と同時
配布予定の「平成 29年度市民税県民税申告のお知ら
せ」をご確認ください。

申告会場が変更になります

　市役所および岩木総合支所地区の申告会場が変更に
なりますので、ご注意ください。
○市役所…新庁舎４階申告会場　
○岩木総合支所地区…岩木総合支所１階多目的室
※前年度の申告会場である中央公民館岩木館では申告
受け付けできません。

個人番号（マイナンバー）が必要です

　平成29年度から、マイナンバーの申告書への記入、
マイナンバーの提示または写しの添付が必要です。以
下の①～③のいずれかを申告会場へお持ちください。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合は、①～③
のいずれかの写しを添付する必要がありますので、事
前に写しを用意してください。
①マイナンバーカード

②通知カードと本人確認書類（運転免許証、健康保険
証、障害者手帳など）

③マイナンバー記載のある住民票の写しと本人確認書類

　また、市民税県民税申告書を郵送で提出する場合や、
市役所・各申告会場に設置の申告書提出箱（申告受付
日の受付時間のみ設置）へ提出する場合も、①～③の
いずれかの写しを市民税県民税申告書に添付する必要
があります。
※申告者が適用する、配偶者控除、配偶者特別控除、
扶養控除、事業専従者控除、16歳未満扶養親族につ
いてはマイナンバーの記入が必要ですが、マイナン
バー確認書類の提示または写しの添付は不要です。

期間前申告のご利用を

　申告期間中の混雑を緩和して待ち時間の短縮を図る
ため、次の対象者については、申告期間前の１月 31
日から２月 10日（土・日曜日を除く）までの午前８
時半から午後４時まで、市役所新庁舎４階申告会場で
申告を受け付けします。初日および午前中は大変混み
合い、待ち時間が長引くことが予想されますので、あ
らかじめご了承ください。
○収入が給与または年金のみで、各種控除を受けよう
とする人
○収入が無かった人や遺族年金・障害年金などの非課
税収入のみの人
※営業等・農業・不動産収入があるなど期間前申告の
対象者に当てはまらない人や、当てはまるがこの期間
中に申告ができない人は、２月 13日から３月 15日
（土・日曜日を除く）までの期間中に申告をしてくだ
さい。
■問い合わせ先　市民税課市民税第二・第三係（☎
40・7025、40・7026）

市民税県民税の申告が始まります不明な点は問い
合わせを

平成 29 年度申告受付期間および受付会場
地区名 受付期間 受付会場 受付時間

全地区（期間前／対象者限定）１月 31 日（火）～２月 10 日（金）市役所新庁舎４階申告会場 午前８時半～午後４時本庁地区（期間内） ２月 13 日（月）～３月 15 日（水）
相馬総合支所地区 ２月 15 日（水）～ 21 日（火） 相馬総合支所１階多目的室 午前９時～午後４時岩木総合支所地区 ２月 22 日（水）～３月 15 日（水）岩木総合支所１階多目的室
裾野地区 １月 27 日（金） 裾野地区体育文化交流センター

午前９時半～午後４時

船沢地区 １月 27 日（金）・30 日（月） 船沢公民館
城東地区 １月 31 日（火）・２月１日（水） 総合学習センター
新和地区 ２月２日（木）・３日（金） 新和地区体育文化交流センター
石川地区 ２月７日（火）・８日（水） 石川公民館
高杉地区 ２月９日（木）・10 日（金） 北辰学区高杉ふれあいセンター
東目屋地区 ２月 14 日（火） 東目屋公民館
※受付期間は、土・日曜日を除きます。

+
運転免許証
健康保険証
障害者手帳
学生証　など
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　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／
●相馬庁舎　☎ 84・2111

■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

 

 

時半～（午後５時開場）
▽ところ　市民会館ホール棟（下白
銀町）２階ホワイエ
▽定員　100人（先着順）
▽入場料　一般＝ 2,500 円、男女
ペア＝ 4,500 円（ともに軽食・ソ
フトドリンク付き）
▽チケット販売所　市民会館、弘前
文化センター、総合学習センター
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日を除く午前９時～午後５時）

おはなしクイズラリー

　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）閲覧室内に掲示する「おはな
しクイズ」にチャレンジしよう。
▽とき　12月 24日～１月 14日、
午前 10時～午後６時
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　絵本を題材にしたクイズの
回答をカードに記入してください。
全問正解者には「おめでとうカード」
と景品（先着順）をプレゼントします。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
第３木曜日は休み）

浅野清ピアノリサイタル

▽とき　12月 25日（日）、午後１
時～（午後０時半開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料（全席自由）　前売券＝
2,500円、当日券＝3,000円
▽チケット販売所　中三弘前店、喫
茶れもん、まちなか情報センター、
弘前文化センター
■問青森舞台芸術研究会（☎携帯
090・8254・0047）

弥生いこいの広場　
写生大会入賞作品展
　市内の小学生を対象に開催した写
生大会の入賞作品を展示します。
▽とき　1 月４日～ 11日
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階
▽観覧料　無料
■問市みどりの協会（☎33・8733）

エア賑わい創出委員会事務局へ。
【ロボ木ー（ろぼきー）をつくろう！
100 人ワークショップ】
　国産の木材を使ってエコ・ロボッ
トを作ります。
▽とき　１月７日（土）、午前10時
半～正午（受け付けは午前10時～）
▽ところ　３階イベントスペース
▽対象　小学生とその保護者＝50組
▽参加料　１組 500 円（１組１
台まで。子ども１人追加の場合は
500円追加）
▽申し込み方法　12 月 27 日まで
に、①電話かファクスで、ヒロロス
クエア賑わい創出委員会事務局また
は②Ｅメールで、弘前こどもコミュ
ニティ・ぴーぷる（peple-office@
major.ocn.ne.jp）へ。
※参加者全員の住所・氏名・電話番
号・子どもの学年をお知らせくださ
い。
【八甲田山雪中行軍　生還 115 年
記念講演】
▽とき　１月8日（日）
　　　　午後１時～２時半
▽ところ　４階市民文化交流館ホー
ル
▽内容　弘前隊・間山仁助伍長の孫
が語る、同隊リーダー・福島大尉の
活躍
▽講師　間山元喜さん
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　1月 3日～ 13日（８日
を除く）は 3階イベントスペース
で弘前隊資料展を同時開催します。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154〈午前８時半～午後９
時〉、■Ｆ 35・0187）

クリスマスダンスパーティ
in 弘前市民会館
　照明学会
より照明普
及賞を受賞
した市民会
館ホワイエ
で、クリスマスダンスパーティを開
催します。
▽とき　12月 21日（水）、午後５

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　１月
21日・28 日の午前 10時半～ 11
時／中央公民館（☎33・6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせや紙芝居、
図書館地下書庫などの探検。対象は
小学校低学年）　１月 21 日の午前
11時～正午／弘前図書館（☎32・
3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　１月 21 日の午
前９時半～正午／市立博物館（☎
35・0700）
【郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　１月21日・28日の午前
10時～正午／郷土文学館（☎37・
5505）
■問各会場へ。

ヒロロスクエアの催し

【ヒロロスクエア・クリスマスフェ
スティバル】
▽とき　12月 23日（金・祝）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　①午後１時～１時半＝マジ
シャン ISAMI による「親子で楽し
むマジックショー」（観覧料無料）、
②午後２時～３時＝親子でアイシン
グクッキー体験（材料費 500 円・
事前の申し込みが必要・先着 10
組）、③ステージイベント、クリス
マスをテーマにした物作りワーク
ショップ
▽申し込み方法　電話でヒロロスク

 イベント
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康ホール
▽内容　健幸増進リーダーによる高
齢者向けの体操や手具を使った運動
／ミニ講座（健幸講話、歌唱指導）
／川柳／食生活改善推進員によるヘ
ルシークッキング
▽対象　70歳以上の市民
▽参加料　1,000円（９回分）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・コメン
ト（希望・心配事など）を記入の上、
１月５日（必着）までに、ヘルシー
エイジング（〒036・8231、稔町
14の１、齋藤紀あて）まで郵送を。
■問ヘルシーエイジング（齋藤さん、
☎34・2649）
※留守番電話の際は折り返し連絡し
ます。電話番号をお知らせください。
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

リサイクルそり作り教室

　木材や竹ざおの切れ端を使ってそ
りを作ってみませんか。
▽とき　１月14日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　15組（親子での参加も可。
１家族１台まで）
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、持っている人は金
づち
▽その他　そりを作った後は屋外で
そりを使って遊びます。参加する人
はスキーウエアなどの持参を。
■問 12 月 20 日から、弘前地区環
境整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前９時～午後
４時、月曜日および 12月 29日～
１月３日は休館日）へ。

第４回博物館歴史講座
　弘前の歴史について分かりやすく
紹介します。
▽とき　１ 月 15日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）

ホール
▽テーマ　「江戸時代の津軽に鉱山
はあったのか？－津軽領の鉱山と鉱
業政策－」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
■問 12月 21日から、市立博物館（☎ 
35・0700、午前８時半～午後５時）
へ。

ヒロロ親子料理教室

▽とき　１月15日（日）
　　　　午前10時半～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　焼きたまライス、人参とゴ
ボウのサラダ、大根とせりの和風
スープ
※牛乳、卵を使用します。
▽対象　小学生とその保護者＝ 10
組（先着順）
▽参加料　無料　
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し
■問 12 月 28日までに、健康づくり
推進課（☎37・3750）へ。

プール教室

【プールで筋トレ、脳トレ水中ウオー
キング教室】
▽とき　１月 16日～２月９日の毎
週月・木曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水中ウオーキングの基本か
ら応用、水中でのストレッチ、バラ
ンス力を高めるトレーニングほか
▽対象　市民＝15人
【プールで体力づくり教室】
▽とき　１月 17日～２月 21日の
毎週火曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　ウオーミングアップを兼ね
た水中ウオーキング・ストレッチ、
簡単な筋力トレーニング、ゲームな
ど
▽対象　市民＝20人
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）

▽持ち物　水着、水泳帽、タオル
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望教
室名を記入し、12月 28日（必着）
までに河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき
1枚で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

認知症の予防
☆からだリフレッシュ教室☆
▽とき　１月 17日～２月 28日の
毎週火曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　ストレッチと軽いリズム体
操、遊びを取り入れたゲーム（脳ト
レ）など
▽対象　市民＝12人程度
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服
装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望
教室名を記入し、１月 10 日（必
着）までに金属町体育センター
（〒036・8245、金属町１の９）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき
１枚で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定します。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

弘前市民健康推進協議会
大人のためのブラッシング講座
　歯科衛生士による正しいブラッシ
ング指導のほか、口のマッサージの
仕方、歯周病・口の健康にまつわる
講話を行います。参加者には歯ブラ
シをプレゼントします。
▽とき　１月17日（火）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　普段使っている歯ブラ
シ、タオル１枚
■問 12 月 20 日～１月 12 日に、弘
前市保健センター（☎ 37・3750
〈土・日曜日、祝日、12月 29日～
１月３日を除く〉）へ。

ベテランズセミナー

【１月は中央公民館で冬の大三角を
見よう！】
▽とき　１月19日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）２階中会議室
▽内容　プラネタリウムで、冬の星
座、オリオン座、おおいぬ座、冬の
大三角などを観賞します
▽講師　中央公民館職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
■問１月 16日までに、電話かファク

スまたはＥメール（住所〈町名まで〉、
氏名、電話番号を記入）で、中央
公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・
4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

Enjoy スノーウォーキング
教室
▽日程と場所  ①１月 26 日＝金
属町体育センター／②２月２日・９
日＝弘前公園（集合は市民体育館駐
車場）／③２月 16 日・23 日＝百
沢スキー場（百沢字東岩木山）／④
３月２日＝ロマントピア相馬（水木
在家字桜井）
※時間はいずれも午前 10時半～正
午。
▽対象　市民＝各回 10人程度（１
日のみ参加、継続参加いずれも可）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　防寒具、帽子、手袋、汗
ふきタオル、飲み物、長靴（スノー
トレーニングシューズ可）
※スノーシューとポールは貸し出し
ます。
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望教
室名・希望参加日を記入し、１月
10日（必着）までに金属町体育セ
ンター（〒036・8245、金属町１
の９）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき
1枚で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定します。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

体験学習
「第４回白神山地野遊楽校」
▽とき　１月21日（土）、午前10
時半～（２時間半程度）
▽集合　午前 10 時までに Beech
にしめや（西目屋村大字田代字神田）
へ
▽内容　冬の白神を歩き、雪鍋を作
ります
※内容を変更する場合があります。
▽対象　小学校１年生以上の児童と
その保護者（原則保護者同伴）＝
50人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　12 月 26 日～１
月 10日に、電話かファクスまたは
Ｅメールで、ECOリパブリック白
神（☎ 88･8808、■Ｆ 88・8809、
jimukyoku@shirakamifund.jp）
へ。
※申込書はホームページ（ http://
www.shirakamifund.jp/） か ら
ダウンロードできます。
■問 ECOリパブリック白神（百石町、
平日の午前９時～午後６時、12月
30日～１月３日を除く）

弘前城リレーマラソン冬の陣

▽とき　１月29日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前公園特設コース（集
合＝レクリエーション広場周辺）
▽内容　１周１kmの特設コース
を、競技時間３時間の中で１チーム
３～ 10人のリレー方式で何周でき
るかを競います
▽参加料　１チーム１万円
▽申込期限　12月 31日
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｈ http://relay.sponet-h.com/）

70 歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」
▽とき　１月９日～３月 27日の第
２～第４月曜日（全９回）、午後１
時半～３時半（最終日は午後４時半
まで）　
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

 教室・講座
 

　季節性インフルエンザは例年12月から３月ごろにか
けて流行しますので今冬も次のことを心掛けてください。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が悪いときは、人込み
をなるべく避ける／②帰宅したら手洗い・うがいをする
／③せき・くしゃみなどの症状があるときは、マスクを
着用する／④過労や睡眠不足にならないよう、十分な栄
養や休養をとる／⑤室内が乾燥しないように気を付け
適度な湿度を保つ／⑥早めに予防接種を受ける

インフルエンザにご注意を !
【インフルエンザにかかったら】
①普通の風邪だと軽く考えず、マスクを着用して早め
に医療機関を受診する／②安静にして休養をとる。特
に、睡眠を十分にとる／③水分を十分に補給する（お
茶やスープなど、飲みたいもので構わない）／④せき・
くしゃみなどの症状があるときは、周りの人にうつさ
ないように、マスクを着用する／⑤人込みや繁華街へ
の外出を控え、無理をして学校や職場などに行かない
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）
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▽内容　冬休みの宿題指導、運動・
スポーツゲーム、手芸・工作
▽対象　市内の小学生＝各日 30人
（先着順）
▽参加料　各日 500 円（おやつ、
傷害保険料を含む）
■問スポネット弘前（☎32・6523）

国保 40 歳未満（男性）
健診のご案内
　国民健康保険に加入している 40
歳未満の男性は、無料で健康診査を
受けることができます。また、健康
診査の結果について保健師・栄養士
がわかりやすく説明します。
　平成 28年４月１日時点で国民健
康保険の加入者で、30歳代の男性
には個別に通知していますので、ま
だ受診していない人はぜひ申し込み
ください。１月～３月は混み合いま
すので、早めの予約をお勧めします。
　年度途中に国保へ加入した人はお
問い合わせください。また、18歳
以上 30 歳未満で受診希望の人は、
ご相談ください。
▽期間　３月 17日まで（土曜日も
受診可）
▽ところ　弘前市医師会健診セン
ター（野田２丁目）
▽検査項目　身体診察、血圧測定、
血液検査、尿検査
▽その他　希望日の10 日前までに
電話で予約してください。予約の際
は、住所・氏名・生年月日・電話番
号・保険証番号・受診希望日をお知
らせください。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　１月12日・20日・22日・
26 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時
▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽相談方法　ファイナンシャルプラ
ンナーが個別に対応します（１人１
時間まで、先着順）
▽対象　市税などを滞納している人

▽料金　無料
▽申し込み方法　12 月 28 日まで
に、電話または直接、収納課まで申
し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

特許、意匠、商標等の
無料相談会
　弁理士、弁護士による特許、意匠、
商標等の無料相談会を開催します。
▽とき　１月～２月の第２・３・４
火曜日／３月の第１月曜日、第２・
３火曜日
※時間はいずれも午後１時～５時。
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）
※事前の予約が必要。
■問青森県発明協会（☎青森 017・
762・7351）

多重債務相談窓口

▽とき　平日の午前８時半～正午、
午後１時～４時半
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専門ダイヤル…☎
青森017・774・6488
▽相談料　無料
■問青森財務事務所理財課（☎青森
017・722・1463）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授で医学博士の今
充さんのボランティアによる無料健
康相談を開催します。からだのこと
で気になる人はご相談ください。
▽とき　１月 14 日・21 日の午後
１時～４時（時間の指定はできませ
ん）
▽ところ　健康広場相談室（駅前町、
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）

公共職業訓練新規開発コース
受講生募集 
【～青森の魅力を発信する～観光プ
ランナー科】
▽期間　平成 29年１月 25日～７

月 24日（６カ月）
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽募集期間　１月11日まで
【～青森の魅力を発信する～地域ブ
ランド創造科】
▽期間　平成 29年２月 27日～８
月 25日（６カ月）
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽募集期間　１月５日～２月10日
～共通事項～
▽定員　各科20人
▽受講料　無料（ただし、テキスト
代などは自己負担）
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609〈42＃〉）

ひろさき移住サポートセン
ター東京事務所
　今年 10月にオープンした「ひろ
さき移住サポートセンター東京事務
所」は、平成 29年３月まで、土曜
日の開所を延長しています。移住の
相談など、お気軽にお越しください。
▽とき　平日の午前９時～午後５時
45 分（12 月 29 日～１月３日を
除く）
※事前の予約で午後８時まで対応
可。
▽ところ　東京交通会館ビル６階
（東京都千代田区有楽町２丁目）
■問ひろさき移住サポートセンター
東京事務所（☎東京 03・6256・
0801）

水道管の凍結にご注意を

～真冬はこまめに水道の水抜きを～
　今年も冬の季節がやってきまし
た。この時期に気を付けたいのが水
道管の凍結です。
　冬期間は、気温の低下により水道
管の凍結や破裂が予想されます。気
温が－４℃以下になると、水道管が
凍結し、破裂することがありますの
で、こまめに水道の水抜きを行いま
しょう。
　また、最近では電動の水抜き栓を
設置している家庭が増加しています
が、事前に使用方法を確認し、誤操
作に注意して水抜きを行いましょ
う。
　水道管が凍結または破裂し、自分

で解氷できない場合は、早めに市の
指定給水装置工事事業者、または弘
前管工事業協同
組 合（ ☎ 32・
7309）へ依頼
してください。
■問上下水道部総
務課給排水係
（☎55・6895）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
【キャンペーン】
　献血バスで献血をした人へ「あ
りがとうカード」を配布していま
す。１年以内にカードを持参して青
森または弘前献血ルームで献血した
人に、「けんけつちゃんストラップ」
をプレゼントします。
【セミナー】
　「赤十字って何をしているの？」
「献血って具体的にどうするの？」
など、皆さんの疑問に何でも答えま
す。学校や事業所、団体の集まりや
地域のイベントなど、どこへでも伺
います。
【学生ボランティア募集】
　青森県学生献血推進連絡会では、
定期的に会議を開いたり、献血の呼
びかけをしたり、さまざまな活動を
行っています。市内の大学生の皆さ
んの参加をお待ちしています。
【研修室貸出】
　献血活動に協力できる各種団体や
個人を対象に、弘前献血ルーム（駅
前町）と同じフロアにある多目的会
議室を無料で貸し出しします。利
用を希望する人は献血ルーム受付
（☎フリーダイヤル 0120・768・
489）まで申し込みください。
■問青森県赤十字血液センター（三戸
さん、☎青森017・741・1512）

冬期間のミニサッカー場の
貸し出し
▽期間　１月～３月の午前 10時～
午後４時
※降雪状況により圧雪整備あり。
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
自由広場
▽使用料　無料
▽受け付け　運動公園レストハウス
内仮事務所

▽その他　常設ゴールあり／ボール
などは各自持参を／利用は１団体２
時間まで
■問運動公園（☎27・6411）

郷土文学館の休館

　展示替えなどの館内整理と年末年
始のため、次の期間休館します。
▽休 館 期 間　12 月 29 日～ 1 月
11日
※１月 12 日からは、第 41 回企
画展「石坂洋次郎展～『青い山脈』
70年～」を開催します。
■問郷土文学館（☎37・5505）

弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリーの休館
▽休館期間　12 月 29 日～１月３
日
※こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）は年末年始も通常どおり開館
します。休館中の図書返却は、弘前
図書館および岩木図書館正面玄関の
返却ポスト、中央公民館相馬館入口
に設置の返却ポスト、まちなか情報
センター、弘前駅自由通路（JR改
札口付近）にある返却ポストをご利
用ください。なお、総合学習センター
の返却ポストは、12 月 29 日から
１月３日まで休館のため、利用でき
ません。
■問弘前図書館（☎32・3794）

温水プール石川の臨時休業

　温水プール石川（小金崎字村元）
では、プール水の交換・清掃、機械
設備の保守点検のため、次の期間休
業します（予定）。
▽休業期間　12月27日～１月15
日
■問温水プール石川（☎49・7081）

HOT ヨガ体験

▽とき　12月末まで
※教室日程はお問い合わせください。
▽ところ　セントラルフィットネス
クラブ弘前（大町１丁目）
▽対象　高校生以上
▽参加料　500円
※事前の申し込みは不要。
■問セントラルフィットネスクラブ弘
前（☎35・1611）

「サタディ☆くらぶ」
冬休み宿題大会
　弘前市母子寡婦福祉会で行ってい
る学習支援活動を体験できます。
▽とき　12月 24日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　勉強したい教材（宿題、教
科書、ワーク、辞書、ノート、筆記
用具など）を持参すると、大学生や
市民による学習支援が受けられます
▽対象　小・中学生＝５人程度
▽参加料　無料
■問 12 月 21 日までに、弘前市母子
寡婦福祉会（引間〈ひきま〉さん、
☎ 携 帯 080・1808・7970、 ■Ｅ
hiro.bosikai@gmail.com）へ。

冬休みパワーアップ教室
年末スペシャル
▽と き　12 月 29 日・30 日の午
前９時～午後５時
▽ところ　南富田町体育センター体
育室

 その他
  

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,942 人　 （＋42）
　 男　　  80,673 人　 （+     5）
　 女　　  95,269 人　 （+37）
・世帯数　 71,580 世帯（＋58）
平成 28年 11月１日現在（推計）

 

「弘前市長
　　新春に語る」

周波数は
78.8MHz  
ＦＭアップルウェーブ

新春特別番組

■とき　１月１日（日）、正午～
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だより “津軽”の話題満載

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

１
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
１日 常盤八幡宮年縄奉納

行事（藤崎町）
元日の朝、重さ400㎏もある巨大な年縄を八幡宮に奉
納し、新年の五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統行事

常盤地区コミュニティ協議
会（☎65・2959）

２日 こけし初挽き（黒石
市）

正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が新年最
初のこけしを作ります

津軽こけし館（☎ 54・
8181）

３日 新春マラソン（板柳
町）

新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会
もあります

板柳町生涯学習課（☎
72・1800）

21日・22日 相馬まるごとフェス
タ

ヒロロで相馬地区の魅力をまるごとお届けします。特
産品販売、手作り体験、芸能披露など

弘前市相馬総合支所総務課
（☎ 84・2111）

２
月
上旬～ 雪の降るさと2017

（黒石市）
たくさんの雪だるまにともされたろうそくが会場を彩
ります。雪を使ったイベント盛りだくさん

津軽伝承工芸館（☎ 59・
5300）

３日 平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された店舗をはしごして抽選会に
挑戦。豪華景品をゲットしよう

同実行委員会事務局（☎
44・3055）

３日 猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ち付けて豊凶を占う柳からみ神事
やごまのもちまきが行われます

猿賀神社（☎57・2016）

４日（予定） 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当た
る抽選会もあります（予定）

板柳町商工会（☎ 73・
3254）

５日 旧正マッコ市 参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お年玉）がも
らえます。恒例の福まきも大人気です

黒石商店街協同組合（☎
53・6030）

９日～ 12日 第41回弘前城雪燈籠
まつり

みちのく五大雪まつりのひとつで、雪燈籠や大雪像が
幻想的。昼も夜も楽しめます

弘前市立観光館（☎ 37・
5501）

９日～ 12日 冬の田んぼアート 田舎館村が放つアートの二毛作。この冬もサイモン・
ベックさんのスノーアートが登場！

田舎館村企画観光課（☎
58・2111）

10日・17日・
23日・24日 けの汁列車 電車に揺られながら、「けの汁」を味わう小旅行。予

約制のため申し込みはお早めに
弘南鉄道（☎44・3136）

11日 沢田ろうそくまつり 弘前市沢田地区で、五穀豊穣などをろうそくで占う
450年以上前から伝わる奇祭です

同実行委員会（田澤さん、
☎携帯090・8254・9037）

11日 全日本ずぐり回し選
手権大会

津軽地方冬の遊び「ずぐり回し」の全国大会。子ども
から大人まで、優勝を競います

黒石こみせまつり実行委員
会（黒石商工会議所内、☎
52・4316）

11日 りんごの里いたやな
ぎ雪まつり

雪上ゲーム大会、もちつき、みかんまきなど、雪に親
しみ冬を楽しむまつりです

板柳町産業振興課地域振興
係（☎73・2111）

18日（予定） 黒石じょんから宵酔
酒まつり

飲みどころ「よされ横丁」周辺の店をまわり、ゴール
すると抽選で豪華な景品が当たります

同実行委員会（黒石観光協
会内、☎ 52・3488）

19日 第5回岩木山スキーフ
ェスティバル

歩くスキーや雪上バナナボート体験などで冬を楽しむ
イベントです。大抽選会もあります

同実行委員会（弘前市文化
スポーツ振興課内、☎
40・7015）

19日 第23回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、
ステージショーが催されます

目屋観光協会（☎ 85・
2800）

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・
障害支援区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。
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■問高長根レクリエーションの森ビジ
ターセンター（☎97・2627）

そうまロマントピア
スキー場（水木在家）・
岩木山百沢スキー場

【そうまロマントピアスキー場】
▽営 業 期 間　12 月 23 日～３月
12日
▽営業時間　月・水・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業）／火・木・日曜日＝午前 10時
～午後５時
※ 12 月 23 日～１月 13 日および
土・日曜日、祝日は午前９時からの
営業。
【岩木山百沢スキー場】
▽営 業 期 間　12 月 23 日～３月
12日
▽営業時間　火・木・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業）／月・水・日曜日＝午前 10時
～午後４時
※ 12 月 23 日～１月 15 日および
土・日曜日、祝日は午前９時からの
営業。
▽リフト利用料　１回券＝ 250 円
（小人・高齢者180円）／１日券＝
2,600円（小人・高齢者1,800円）
※このほか、半日券、シーズン券な
どがあります。
【シーズン券市民割引】　
▽対象　市内に在住する人
▽割引後の料金　大人１万 6,000
円、小人・高齢者 8,000 円（通常
料金は大人 2万 5,000 円、小人・
高齢者１万2,500円）
※今シーズンより共通リフト券とな
りましたので、両スキー場で利用で
きます。

※購入を希望する人は、顔写真（縦
4.7㎝×横 3.5㎝）２枚と住所を証
明できるものを、各スキー場へ提出
してください。即日交付します。
※両スキー場オープンまでは、岩木
山総合公園で販売しています。
※「大人」は中学生から満 65歳未
満、「小人」は小学生まで、「高齢者」
は満65歳以上。
■問そうまロマントピアスキー場（☎
84・2020）／岩木山百沢スキー
場（☎ 83・2224）／岩木山総合
公園（☎83・2311）

市民・少年少女スキー教室
（大鰐会場） 　

　
▽とき　１月２日・３日・７日・８
日の午前10時～午後３時
※受け付けは午前９時～。
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※受付場所は雨池スキーセンター２
階。
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽参加料　5,000 円（４日間の受
講料および傷害保険料を含む。当日
徴収）
▽その他　スキー用具・リフト券な
どは各自で準備を。
▽申 し 込 み 方 法　12 月 18 日～
25日に、弘前市体育協会（下白銀
町、笹森記念体育館内）、タケダス
ポーツ弘前バイパス店（城東北４丁
目）またはスーパースポーツゼビオ
弘前高田店（高田５丁目）へ。
■問弘前スキー倶楽部事務局（☎携帯
080・4519・2611）

高長根レクリエーションの森
ファミリースキー場（高杉）
　ナイター設備と２基のロープト
ウ、電車を改造したヒュッテがあり、
家族で楽しめます。
▽営 業 期 間　12 月 23 日～３月
12日
▽営業時間　火・水・日曜日（冬休
み中は月曜日も）＝午前９時～午後
５時／木・金・土曜日＝午前９時～
午後９時（ナイター営業あり）
▽ロープトウ使用料　１回券＝ 50
円／７回券＝ 300 円／半日券＝
540円／１日券＝ 860円（午後５
時まで）
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、市内外の障が
い者は無料。
▽休み　毎週月曜日（冬休み中は無
休）
【スキー教室】
▽と き　１月 14 日・15 日・21
日・22日（14日は正午～午後３時、
15 日と 22 日は午前 10 時～午後
３時、21日は午後１時～３時）
▽対象　小学生以上＝ 70人（先着
順）
▽参加料　小・中学生＝ 3,500 円
／高校生以上＝ 4,000 円（４日分
の受講料および傷害保険料を含む）
▽申し込み方法　12月17日～28
日に、参加料を添えてみどりの協
会（弘前公園内、☎ 33・8733）、
または高長根レクリエーションの森
（高杉字神原）ビジターセンターへ。

スキー場情報
など

▽とき　１月８日（日）
　　　　午前11時～
※午前 10時 50分までに入場して
ください。
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　成人式および成人祭
▽対象　平成８年４月２日～平成９
年４月１日に生まれた人
※市内に住所のある対象者には案内
はがきを郵送しています。
▽新成人の皆さんへ　飲酒後の来

場、酒類の持ち込み、敷地内での飲
酒は禁止します。酒気帯びの有無を
確認する場合がありますので、ご了
承ください。
▽その他　市民会館に駐車はできま
せんので、近くの有料駐車場をご利
用ください。また、車での送迎は可
能ですが、交通渋滞緩和のため、市
役所・茂森方面から市民会館への右
折進入を禁止します。
■問生涯学習課（☎82・1641）

二十歳の祭典

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／
●相馬庁舎　☎ 84・2111

■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

 

大鰐町　　「大鰐温泉スキー場」がオープン
　「大鰐温泉スキー場」の今シーズンのオープンは 12
月 23日（金・祝）となります。
▽営業時間　12月 23 日～３月 12日、午前８時半～
午後４時45分
※大会期間中は、一部コースの利用制限あり。気象状況
等により、開始時間および終了時間の変更あり。
▽リフト料金　１回券…300円（中学生以上）、250円（小
学生以下・60歳以上）
　このほか、回数券や 1日券、シーズン券もあります。
毎週土曜日は、中学生以下 1日券が 500円です。シー

ズン券にはジュニア・
大人・シニア・無記
名（利用者限定なし）
のものがありますの
で、詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ先　大
鰐温泉スキー場管理
事務所（☎ 49・1023、ホームページ http://www.
owani-ski.com/）

▲ 12月 23日オープン！
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■編集発行　弘前市経営戦略部広聴広報課　〒 036-8551　弘前市大字上白銀町 1-1　☎ 35・1194　ファクス 35・0080
■ホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/　■公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicity

※「広報ひろさき」は録音版も発行しています。ご希望の人は広聴広報課までお知らせください。

施設名 ところ 開館時間 問い合わせ先／備考
市立観光館・山車展示館・旧東奥義塾
外人教師館・市立観光館地下駐車場

いずれも下白銀町
（追手門広場内）

午前９時～午後５時
（駐車場は午前８時～午後６時）

市立観光館（☎ 37・5501）／駐車料金は通常ど
おり必要

弘前市観光案内所 表町（弘前駅内） 午前８時45分～午後５時 弘前市観光案内所（☎ 26・3600）
りんご公園 清水富田字寺沢 午前９時～午後５時　 弘前市りんご公園（☎ 36・7439）
藤田記念庭園洋館 上白銀町 午前９時～午後５時　 藤田記念庭園（☎ 37・5525）／通年開館

市立博物館 下白銀町 午前９時半～午後４時半
市立博物館（☎ 35・0700）／観覧料は通常どお
り必要。来館者へ「いのっち消しゴム」をプレゼ
ント

市の施設を
年末年始に開館

　市の施設の一部を年末年始（12月 29日～１月 3日）に開館しますので
ご利用ください。なお、１月 4日からは通常どおりの開館となります。詳
しくは各施設へ問い合わせを。

 
耳鼻咽喉科・眼科

12
 ／31

坂本耳鼻咽喉科医院（南瓦
ヶ町）

☎33・6373

伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105
１／１ 宮園耳鼻科クリニック（宮

園５）
☎39・1133

あらいこどもクリニック／
眼科クリニック（城東中央
４）

☎27・2233

２ なんば耳鼻咽喉科（高田５）☎55・8749
代官町クリニック吉田眼科

（代官町）
☎38・4141

３ 福島耳鼻咽喉科（百石町） ☎32・5032
一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076

15 あきた耳鼻咽喉科クリニッ
ク（南城西２）

☎32・2332

29 加藤眼科クリニック（田町
５）

☎31・3711

歯　科
12
 ／31

矯正歯科じん歯科クリニッ
ク（大町２）

☎37・1182

松枝歯科医院（下白銀町） ☎35・2157
１／１ かなもり歯科（中野 5） ☎89・1550

Ｉ歯科（富士見町） ☎32・8511
２ かなもり歯科（中野 5） ☎89・1550

石岡歯科医院（松森町） ☎32・1078
３ 中畑歯科医院（山道町） ☎32・6650

渡辺歯科医院（茂森町） ☎32・5800
８ いちむら歯科医院（取上２）☎31・0756
９ くりの木デンタルクリニッ

ク（新町）
☎88・7676

15 弘前インター歯科クリニッ
ク（石川字平岡）

☎55・8214

22 杉山歯科クリニック（泉野
２）

☎55・0811

29 よりみつ歯科クリニック
（南城西２）

☎88・6402

◎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。

年末年始・１月の
休日在宅当番
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※上記の施設を除くほとんどの施設が 12 月 29 日～１月 3 日は休みとなります。詳しくは、各施設へ問い合わせを。

年末年始お役立ち情報

　休日・祝日の入院を必要としない
軽傷の急患や、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

　年末年始の家庭ごみの収集は、収
集日程表のとおり行います。収集日
を確認してごみを出してください。
　なお、ごみ処理施設は次の日程で
休業します。ごみを直接搬入する際

年末年始のごみの収集 はご注意ください。
【ごみ処理施設の休業日】
◆環境整備センター（町田字筒井）
＝ 12月 31日の正午～１月３日…
燃やせるごみ・燃やせないごみ・大
型ごみ・容器包装
◆南部清掃工場（小金崎字川原田）

＝ 12月 31日の正午～１月３日…
燃やせるごみ
■問い合わせ先　環境整備センタ
ー（☎ 36・3883）／南部清掃工
場（☎ 92・2105）／環境管理課
（町田字筒井、☎32・1952、35・
1130）

内　科
1/1 場崎クリニック（代官町） ☎38・6600
8 さがらクリニック（桔梗野

１）
☎37・2070

15 千葉胃腸科内科医院（石渡
３）

☎36・7788

22 弘前温泉養生医院（真土） ☎82・3377
29 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755


