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保育所一覧
（平成29年 11月１日現在）
※変更になる場合があります。

学区 施設名　（住所）
朝陽 なかよし保育園（西茂森２丁目）

和徳
つがる保育園（堅田３丁目）
（仮）くによし保育園駅前分園（駅前２丁目）
※平成30年４月１日開設予定。

城西 サムエル保育園（鷹匠町）
西 ダビデ保育園（城西２丁目）
桔梗野 桔梗野みのり保育園（桔梗野３丁目）
大成 みどり保育園（吉野町）

三大
よつば保育園（南大町１丁目）
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）

市政情報
Town Information

　平成30年２月・３月・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、各
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就学または職業訓練を受けている
人
⑤病気、出産、看護、介護をしてい
る人、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、事前にご相談くだ
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／自営・農業の人も提出
が必要）
②印鑑（スタンプ印は不可）
③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、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 日の午前
８時半～午後５時（いずれも平日）
※平成30年２月・３月・４月いず
れも受付締切が12月28日となりま

すので、ご注意ください。
▽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
※子育て支援課のみ、12月４日～
８日は午後８時まで受付時間を延長
し、12月 16日（土）・17日（日）
は午前８時半～午後５時も受け付け
します。
※書類に不備がある場合は受け付け
できない場合がありますので、早め
の施設見学と申し込みを。
■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、平成 30年４月から
の保育料は、平成 30年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、☎ 35・
1131）

平成30年２月・３月・４月

認定こども園・保育所
利用希望者を受け付け

学区 施設名　（住所）
文京 りんごベビーホーム（豊原１丁目）

城南保育園（城南１丁目）
青柳 青柳保育園（悪戸字村元）

小沢
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）

城東 静修保育園（津賀野字岡本）
明誠保育園（撫牛子１丁目）

北 すみれ乳児保育園（青山５丁目）
福村 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）

堀越
大東保育園（小比内５丁目）
隆親保育園（門外１丁目）
※ 11月中に門外 4丁目に移転予定。

松原 ひまわり保育園（松原東４丁目）
千年 若草保育園（広野２丁目）

まつば保育園（松木平字富永）

学区 施設名　（住所）
大和沢 みつば保育園（大和沢字沢田）
致遠 致遠保育園（浜の町東２丁目）

藤代保育園（石渡１丁目）

豊田
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）

東 あおい杜保育園（高崎２丁目）
城東保育園（稲田２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）
自得 こひつじ保育園（楢木字用田）
裾野 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29年 11月１日現在）
※変更になる場合があります。

学区 施設名　（住所）

桔梗野 木の実こども園（新寺町）
弘前大谷幼稚園（新寺町）

和徳
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）
ひかりこども園（松ヶ枝２丁目）

時敏 たんぽぽ保育園（田町５丁目）
弘前保育園（田町３丁目）

城西 城西こども園（西大工町）
富士見保育所（紺屋町）

学区 施設名　（住所）

大成
寒沢保育園（寒沢町）
駅前こども園（新里分園）（大町３丁
目）

文京 花園保育園（豊原１丁目）
朝陽 やまぶき保育園（常盤坂４丁目）
小沢 ひばり幼稚園（大開２丁目）
北 ようせい保育園（清野袋１丁目）
福村 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）

千年 ちとせ幼保園（狼森字天王）
弘前みなみ幼稚園（原ヶ平字山中）

学区 施設名　（住所）

致遠 サンこども園（浜の町西１丁目）
ふじこども園（藤代１丁目）

東 末広こども園（泉野分園）（末広４丁目）
船沢 船沢こども園（細越字早稲田）

岩木

岳暘保育園（宮地字川添）
真土保育園（真土字苅田）
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）

石川 石川こども園（石川字西舘下）

とが重要です。
　市では、子供について心配事を抱える保護者や、悩
みを抱える子供たちのために、相談窓口を開設してい
ますので、ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係（☎
40・7038）

11月は「子供・若者育成支援強調月間」
「児童虐待防止推進月間」

　未来を担う子供たちが健やかに育つことは私たちの
願いです。しかし、ひきこもりや不登校、いじめ、児
童虐待など、社会全体で取り組まなければならない課
題があります。市民一人一人が子供・若者育成支援や
児童虐待の防止について理解を深め、主体的な関わり
を持つとともに、地域全体で支えていく社会を築くこ

相談窓口 とき ところ 電話番号
○秋季相談室 11 月 13 日～ 17 日、午前９時～午後５時（通

常は午後４時まで〈土・日曜日、祝日を除く〉）
少年相談センター（子育て支
援課〈市役所１階〉）

☎35・7000

○家庭児童相談室 午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く） 子育て支援課（市役所１階） ☎35・1111、内線 354
○子育て支援相談電話 午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く） 子育て支援課（市役所１階） ☎33・0003
○すこやかテレホン 平日…午後５時～９時／土・日曜日、祝日…午前

９時～午後５時
児童家庭支援センター「太陽」
内（豊原１丁目）

☎38・3100

〇ヤングテレホン 午前８時半～午後５時 15分（土・日曜日、祝日
を除く）

弘前警察署内（八幡町３丁目）☎35・7676

○中南地域県民局地域健
康福祉部こども相談総室
（弘前児童相談所）

午前８時半～午後５時 15分（土・日曜日、祝日
を除く）

青森県弘前健康福祉庁舎内
（下白銀町）

☎36・7474／全国共通
ダイヤル☎ 189（24 時
間対応）

○こども悩み相談 午前８時半～午後５時（時間外、土・日曜日、祝
日は留守番電話で対応）

総合学習センター内（末広４
丁目）

☎ 26・2110

○学校生活全般について 午前８時半～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）教育センター内（末広４丁目）☎ 26・4802
※このほか、フレンドシップルーム（総合学習センター内〈末広4丁目〉）では、通室による指導（平日）を行っています。

9ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.１１.１

３つの戦略

岩木山地域ブランド基本戦略を策定

歴史・文化遺産めぐり、スポーツ・
レクリエーションの促進と「日本で
最も美しい村（岩木地区）」と「食」
ブランドの観光活用を進めます。

星と森のロマントピアを中心に、レ
ジャー観光の強化と地域の伝統・伝
承の観光資源活用を進めます。

　市の魅力度、観光意欲度を高め、旅先として選ばれる
まちになるため、「岩木山」地域のブランド力を向上させ
る戦略を作りました。３つの戦略で岩木山地域の魅力強
化、ブランド化に向けた取り組みを行い、岩木地区・相
馬地区の活性化につなげていきます。

現状

国内・外国人とも観光客の旅の目当
ては「温泉」が上位です。

弘前市を訪れる観光客は弘前公園、洋
館、りんご公園などに訪れるものの、
市外・県外の温泉付きのホテル・旅館
に宿泊する行程も見られます。
ニーズ

■問い合わせ先　観光政策課（☎35・1128）

温泉地の知名度アップと市民も立ち
寄りたくなる温泉地づくりを進めま
す。

日本で最も「山」を感じる岩木山を楽
しんだ後は癒しの温泉でおもてなし

観光客ニーズの高い「温泉」と幅広い世代が楽
しめる地域資源を組み合わせて、滞在型観光を
目指します。

温泉と合わせて楽しむ観光資源の強化戦略Ⅱ

「弘前の奥座敷」温泉力強化戦略Ⅰ

相馬地区の魅力強化戦略Ⅲ

新たな取り組みブランド
コンセプト 岩木山の登拝行事を体験

するイベント「レッツ
ウォークお山参詣」に今
年は温泉、食の魅力を加
えて実施。

1 人で悩まず
相談しよう


