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を開始する段階であることを明確に
するため、「避難準備情報」を「避
難準備・高齢者等避難開始」に、「避
難指示」を、緊急性がより伝わる
よう「避難指示（緊急）」に名称変
更しました。詳しくは内閣府ホー
ム ペ ー ジ（http://www.bousai.
go.jp/oukyu/hinankankoku/
hinanjumbijoho/index.html）
をご覧ください。
■問防災安全課（☎40・7107）

無料健康相談

　からだ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　３月４日・18日の午後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）

自動車税・自動車取得税の
減免制度
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、
療育（愛護）手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている人、ま
たはその人と生計を一にする人が、
これらの手帳の交付を受けている人
の生業、通院、通学などのために自
動車を使用している場合で、障がい
の程度や自動車の使用状況が一定の
条件に該当するときは、申請により
自動車税・自動車取得税の減免を受
けることができます。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

自動車の名義変更・廃車手続き
および車検はお早めに
　例年３月は、名義変更（移転登録）・
廃車（抹消登録）・住所変更など（変
更登録等）・車検（継続検査）の手続
きで、運輸支局および事務所の窓口
が大変混雑します。名義変更や廃車
などの手続きは、待ち時間の少ない
３月14日以前に行うようお願いし

ます。なお、軽自動車は「軽自動車
検査協会」が手続き窓口になり、手
続き方法が異なりますのでご注意を。
■問東北運輸局青森運輸支局（☎
テレフォンサービス〈情報案内〉
050・5540・2008、 ■Ｈ http://
wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/
am-index.htm）

暮らしとこころの
無料法律相談会
　多重債務、労働問題、離婚、ＤＶ、
いじめなど、生活や心の悩みに関す
る無料法律相談会を実施します。
　相談は予約制ですので、希望する
人は事前に電話でお申し込みを。
▽とき　３月６日～10日
▽ところ　各法律事務所
■問２月 27日～３月３日の午前９時
～午後５時に、青森県弁護士会事務
局（☎青森017・777・7285）へ。
※申込受付後、日程調整の上、担当
弁護士が相談に応じます。

居住支援セミナー＆
住まいと空き家相談会
【居住支援セミナー】
　住宅確保要配慮者（低額所得者、
高齢者、障がい者、子育て世帯など）
の円滑な入居と居住支援の実現に向
けて開催します。
▽とき　2月 26日（日）
　　　　午後１時半～３時15分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室2
▽内容　①障がい者の理解と居住支
援について／②高齢者・障がい者の
ための成年後見制度について
▽対象　不動産・福祉関係事業者＝
60人（先着順）
▽申し込み期限　２月22日（水）
【住まいと空き家相談会】
▽とき　2月 26日（日）
　　　　午前10時半～午後３時
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
1
▽内容　①住宅確保要配慮者の入居
に向けた住宅相談・入居中の支援相
談／②空き家などの適正管理・有効
活用に向けた相談／③空き家などの
相続・成年後見制度に関する相談
▽相談員　宅地建物取引士、すまい
アップアドバイザー、司法書士など

 暮らしのinformation

▽その他　駐車場に限りがあるた
め、公共交通機関を利用するか、周
囲の有料駐車場をご利用ください。
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時）

ベテランズセミナー

　万が一災害に遭っても、適切な対
応ができれば被害を最小限に抑えら
れます。地域の防災対策について考
えてみませんか。
▽とき　３月16日（木）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　地域防災対策
▽講師　市職員
▽対象　おおむね60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
▽申し込み方法　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、３月
13日までに申し込みを。
※講座終了後、平成 28年度の閉講
式を行います（30分程度）。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

お金や暮らしに関する相談会
～解決の糸口を見つけに行こう！～
▽とき　３月４日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談料　無料
※事前の電話予約が必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事
務所（☎フリーダイヤル 0120・
102・143）

平成 28 年度岩木健康増進
プロジェクト結果報告会
　健康のレベルアップに役立つ最新
情報や実践例について、弘前大学の
医師などがお話しします。
▽とき　３月４日（土）
　　　　午前９時～正午

▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）２階大ホール
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院医学研究科社会医
学講座（☎ 39・5041）／弘前市
保健センター（☎37・3750）

収入保険制度への加入には
青色申告が必要です
　政府の農林水産業・地域の活力創
造本部で、青色申告を行っている農
業者を対象とした収入保険制度の導
入が決定しました。
▽制度の概要　○自然災害に加え、
価格低下による収入減少も補てん／
○補てん対象は、農産物の販売収入
全体／○加入するかどうかは、農業
者の任意／○農業者の収入は、青色
申告書類で確認
　新たに青色申告を始めるために
は、個人の場合、３月 15日までに
最寄りの税務署に「青色申告承認申
請書」を提出する必要があります。
　この申請を行えば、平成 29年分
の所得から青色申告を行うことがで
きます（申告時期は平成 30年２月
～３月）。
■問東北農政局青森県拠点（青森市長
島１丁目、青森法務総合庁舎、☎青
森017・775・2151）

女性のための女性司法書士
による無料相談会
　相続・成年後見・借金・家族間の
問題などを抱えた女性の相談に応じ
ます。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　３月４日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階「あすなろ」
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

避難準備情報等の名称を変更
　平成 28年に発生した台風第 10
号による水害では、グループホーム
の入所者が亡くなるなど、高齢者の
被災が相次ぎました。国では、高齢
者施設での適切な避難行動がとられ
なかったことから、高齢者等が避難

第６回読み聞かせ
ボランティア講習会
　絵本が好きで、子どもたちに楽し
い絵本を読んであげたいけど、やり
かたが分からないという人を対象に
開催します。
▽とき　３月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）会議室
▽内容　おはなし会で子どもをひき
つけるテクニックの紹介、ペープサー
ト（紙人形劇）の作成と実技指導
▽講師　岩木図書館読み聞かせボラ
ンティア
▽定員　20人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木図書館（☎82・1651）

あおもりいのちの電話
公開講座
▽とき　３月９日（木）
　　　　午後６時半～８時　
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ4階）ホール
▽テーマ　「ちょっといい人生のつ
くり方」
▽講師　玄侑宗久さん（作家、臨済
宗福聚寺住職）
▽参加料　無料
■問ファクスで、あおもりいのちの電
話事務局（☎ 38・4343、■Ｆ 38・
5355、平日の午後１時～５時）へ。

第５回博物館歴史講座

　弘前の歴史を分かりやすく紹介し
ます。
▽とき　３月 12 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　「江戸時代の人は、天気
不正（気象悪化）の原因をいかに考
えたか？－白神の恵みと災い－」
▽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）
▽申し込み　２月 21日の午前８時
半から電話で受け付け。
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※弘前市空き家・空き地バンク協議
会との共催。
▽申し込み期限　２月22日（水）
※当日会場でも受け付けますが、事
前の申し込みを優先します。
～共通事項～
▽参加料　無料
■問電話かファクスで、青森県居住支援
協議会（☎青森017・722・4086、
■Ｆ 017・773・5180、平日の午前９
時～午後５時）へ。

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,777 人    （－66）
　 男　　  80,613 人　 （－25）
　 女　　  95,164 人    （－41）
・世帯数　 71,540 世帯（－20）
平成 29年１月１日現在（推計）

 

休日在宅当番

▽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。

内　科
３／5 今村クリニック（松原

西２）
☎88・3090

12 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

19 伊東内科・小児科クリ
ニック（元長町）

☎32・0630

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
３
  ／12

坂本耳鼻咽喉科医院（南
瓦ヶ町）

☎33・6373

26 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

歯　科
３／5 かわむら歯科医院（茂

森町）
☎36・1805

12 スクエア歯科（富田３）☎39・4180
19 佐藤歯科診療所（賀田

字大浦）
☎82・3032

20 なかざわ歯科（北川端
町）

☎35・0601

26 木村歯科医院（品川町）☎32・3894

 その他
  


