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　市では、北海道新幹線が開業し、
盛り上がりを見せる函館市と連携し
た広域観光を推進しています。
　その函館市では、12 月１日から
25 日まで、巨大なモミの木のイル
ミネーション点灯や、花火を打ち上げ
る「20th Anniversary 2017 は
こだてクリスマスファンタジー」 が開
催されます。
　このうち、12 月 16 日は「2017
はこだてクリスマスファンタジーひ
ろさきナイト」として、当市が金森
赤レンガ倉庫群を会場に、観光・物
産をＰＲします。
　また、「ひろさきナイト」の開催
に合わせ、JR 東日本では、「弘前駅
長号　はこだてクリスマスファンタ
ジー弘前ナイト」と称した旅行商品
を販売します。
　この機会に、小学校で行った修学
旅行を思い出し、「おとなの修学旅
行」として再び函館を訪れてみませ
んか。

【ひろさきナイト】
▽とき　12 月 16 日（土）、午後５

時 45 分～７時
▽ところ　金森赤レンガ倉庫群（函
館市末広町）前
▽内容　イルミネーション点灯式、
PR イベントステージ、巨大アップ
ルパイの振る舞い（午後６時半から
配布予定）

【旅行商品】
「弘前駅長号　はこだてクリスマス
ファンタジー弘前ナイト」
○往路は普通列車・新幹線、復路は
新幹線・特急列車を利用（函館到着
後は自由行動）
○募集人数　40 人（最小催行人数
30 人）
○宿泊ホテル　ルートイングラン
ティア函館駅前（シングルルーム　
1 泊２食付き）
○旅行代金　2 万 7,000 円／大人
1 人（1 人から申し込み可）
■問い合わせ先　「ひろさきナイ
ト」について…国際広域観光課（☎
40・7017）／「旅行商品」につい
て…びゅう予約センター（☎ 0570・
04・8950）

2017はこだて
クリスマスファンタジー
ひろさきナイト

　　　　　　　　

【今号の表紙】
「巨大リンゴアート」弘前城本丸に現る
　10 月 20 日～ 29 日、弘前城菊と紅葉ま
つりに合わせて弘前城本丸に出現した約 3
万個のりんごを使った巨大モザイク画「リ
ンゴアート」。多くの市民の手作業により、
東
とうしゅうさいしゃらく

洲斎写楽「三
さ ん せ い お お た に お に じ

世大谷鬼次の奴
や っ こ え ど べ え

江戸兵衛」の
絵が色鮮やかに表現されました。天守前に設
置された展望台からは「弘前城」と「岩木山」、

「リンゴアート」が一望でき、多くの人々の
目を楽しませました。
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　弘前市の会計は、その性格により一般会計、特別会計、企業会計の３
つに分けられます。「一般会計」は基本的な行政サービスに使われるも
ので、市のお金の流れの中心となるものです。また、「特別会計」は特
定の収入がある事業を行う場合に、一般会計とは分けて経理されるもの
で、「企業会計」は企業として独立した事業に関するものです。
　財政特集では、それぞれの平成 28 年度の決算状況および 29 年度の
執行状況をお知らせします（図表の数値はすべて、１万円未満を四捨五入
しているため、合計額が合わない項目があります）。

図や表で見る
市の財政

■歳入…税金や地方交付税など市に入るお金
■歳出…各種経費など市から出ていくお金

【歳入】
■市税…市民税や固定資産税などの税金
■諸収入…給食費など収入のどの区分
にも属さないお金
■繰越金…前年度から持ち越したお金
■使用料及び手数料…市の施設などの
使用料や住民票などの手数料
■繰入金…基金から一般会計に組み入れるお金
■分担金及び負担金…特定の事業の経費
に充てるための受益者などからのお金
■地方交付税…市の財政力に応じて国
税の一部から交付されるお金
■国庫支出金…市の特定事業のために
国から支出されるお金

■市債…財務省や金融機関からの借入金
■県支出金…市の特定事業のために県
から支出されるお金

【歳出（性質別）】
■扶助費…保育所の運営や、生活に
困っている人などへ支出する経費
■人件費…職員の給料や手当などの経費
■公債費…借入金の返済のための経費
■普通建設事業費…道路を造ったり、
学校などの施設を建てたりする事業に
要する経費
■補助費等…公益的な事業などに対し
ての補助金や負担金など
■物件費…市の仕事で必要な消耗品や備
品等に要する経費、委託料、光熱水費など
■繰出金…一般会計から特別会計など
に支出する経費
■維持補修費…市が管理する施設等の
維持に要する経費

■貸付金…公益上の必要がある場合に
個人等に貸し付ける経費

【歳出（目的別）】
■民生費…子どもやお年寄り、障がい
者への福祉などに要する経費
■土木費…雪対策や道路、まちづくり
などに要する経費
■総務費…庁舎の管理、戸籍、徴税など、
市役所を運営するための全般的な経費
■公債費…借入金の返済に要する経費
■教育費…小・中学校の教育施設や社
会教育の推進などに要する経費
■衛生費…健康診断や予防接種、ゴミ
の回収処理などに要する経費
■商工費…商業や工業の振興、公園の
維持などに要する経費
■消防費…消防や防災などに要する経費
■農林水産業費…農産物の生産性向上
や農村の整備などに要する経費

　一般会計は、市税などの自主財源
と、地方財政の均衡を図る目的で、
その財源保障として国から交付され
る地方交付税などの依存財源で運営
され、福祉や都市基盤整備、教育な
ど、暮らしを支える基本的な行政
サービスに使われています。
　市の 28 年度の決算は、歳入総額
が 826 億 2,922 万円、歳出総額が
813 億 8,866 万円で、残りの 12
億 4,056 万円は 29 年度に繰り越
しました。
　歳出は、性質別と目的別の２つの
グラフで表しています。性質別は歳
出をその性質によって分類したもの
で、支出が義務付けられている扶助
費、人件費、公債費は義務的経費と
呼ばれます。また、建設工事など資
本形成に資するものは投資的経費と
され、このような分類をすることで、
市全体での経費の構造を知ることが
できます。しかし、性質別では仕事
の内容までは分かりません。そこで、
目的別では歳出を仕事の内容（目的）
によって分類し、各部局ごとの経費
の比重を見ています。

一般会計
平成 28 年度  決算

歳入総額　826 億 2,922 万円

歳出総額　813 億 8,866 万円

財政の基礎用語
一目で
分かる

特集
市の台所事情、知りたくないですか？ 問い合わせ先　財務政策課（☎ 35・1110）

諸収入 3.5％
28億7,710万円
繰越金 2.2％
17億9,349万円
使用料及び
手数料 1.5％
12億4,617万円

分担金及び
負担金 0.8％
6億6,344万円
その他 0.2％
2億2,864万円

地方交付税 24.3％
200億4,782万円

市債 11.4％
94億4,910万円

県支出金 6.7％
54億8,823万円

その他 4.7％ 
39億5,337万円

自主財源
33.4％

依存財源
66.6％

繰入金 0.9％
7億2,840万円

市税 24.3％
200億4,861万円
市税 24.3％
200億4,861万円

国庫支出金 19.5％
161億485万円
国庫支出金 19.5％
161億485万円

維持補修費 2.0％
16億1,177万円

貸付金 1.6％ １2億7,864万円
その他 1.7％ 14億343万円

性質別目的別

消防費 2.8％
22億6,930万円
消防費 2.8％
22億6,930万円

農林水産業費 2.7％ 22億3,377万円
その他 0.6％ 4億6,514万円

義務的
経費
４8.8%

義務的
経費
４8.8%

投資的経費
14.1%
投資的経費
14.1%

その他
の経費
37.1%

その他
の経費
37.1%

扶助費 27.6％
224億5,239万円
扶助費 27.6％
224億5,239万円

人件費 1１.0％
89億7,884万円
人件費 1１.0％
89億7,884万円

公債費 1０.2％
82億7,646万円
公債費 1０.2％
82億7,646万円普通建設事業費等 14.1％

114億9,130万円
普通建設事業費等 14.1％
114億9,130万円

物件費 12.2％
99億3,238万円
物件費 12.2％
99億3,238万円

繰出金 6.3％
51億5,953万円
繰出金 6.3％
51億5,953万円

民生費 39.3％
319億8,497万円
民生費 39.3％
319億8,497万円

土木費 １1.4％
92億9,303万円

公債費 10.2％
82億7,646万円
公債費 10.2％
82億7,646万円

教育費 9.7％
79億1,456万円
教育費 9.7％
79億1,456万円

衛生費 ７.6％
61億5,386万円
衛生費 ７.6％
61億5,386万円

商工費 4.7％
37億9,524万円
商工費 4.7％
37億9,524万円

総務費 11.0％
90億233万円
総務費 11.0％
90億233万円

補助費等 13.3％
108億392万円
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28 年度 決算の状況
会計区分 歳　入 歳　出

国民健康保険 243 億 8,867 万円 255 億 6,549 万円
後期高齢者医療 17 億 3,796 万円 17 億    608 万円
介護保険 180 億 9,914 万円 177 億 8,759 万円

特別会計
　特別会計は、保険料や使用
料など特定の収入があり、そ
の収入を支出に充てて運営し
ていく事業について、その事
業にかかるお金の流れを分か
りやすくするために、一般会
計とは分けて管理しています。
　本年度、弘前市では３つの
事業があります。

29 年度 歳入歳出予算の執行状況
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険 258 億 8,940 万円 88 億 5,296 万円 34.2% 116 億   628 万円 44.8%
後期高齢者医療 17 億 2,934 万円 5 億 7,471 万円 33.2% 5 億 9,050 万円 34.1%
介護保険 191 億 3,609 万円 75 億 1,943 万円 39.3% 76 億 1,066 万円 39.8%

（平成29年９月30日現在。28 年度か
らの繰越分を含む）

一般会計　29 年度 歳入歳出予算の執行状況 （平成29年９月30日現在。28 年度か
らの繰越分を含む）

一時借入金残高の状況市債の状況

市有財産 （平成29年９月30日現在。
水道、下水道、病院を除く）

（平成29年９月30日現在。
水道、下水道、病院を除く） ０円

　一時借入金とは、一会計年度内に、歳計金額
が不足した場合、その不足を補うための借入金
で、当該会計年度内に償還されます。

　市債とは、市が多額の経費を要する事業を行う場合に、国などか
ら借り入れをするもので、その借入金を財源として事業を進めてい
ます。この借入金は、長期にわたり計画的に返済を行うことから、
世代間の公平化が図られます。

（平成29年９月30日現在）

土地 1,447 万 1,130㎡
　うち山林 762 万 5,000㎡
建物 71 万 1,360㎡
有価証券 2 億 3,962 万円
出資による権利 8 億 1,134 万円
債権 2 億 1,383 万円

基金

現金 87 億 893 万円
国債等 15 億 9,755 万円
立木 12 万 4,187㎥
土地等 6 万 6,766㎡

自動車 300 台

土木　　（174億8,472万円）
教育　　（120億7,830万円）
庁舎　　（  69億1,654万円）
公営住宅（  29億6,168万円）
総務　　（ 29億3,070万円）
衛生　　（  26億2,578万円）
市民会館（ 25億6,249万円）
消防　　（  18億 611万円）
農林水産（  15億6,573万円）
給食　　（ 15億 919万円）
その他　（321億4,724万円）

下水会計（412億6,429万円）
水道会計（153億3,844万円）
病院会計（ 13億2,306万円）

一般会計
特別会計

845億8,848万円

579億2,579万円

企業会計

　　　市税 民生費

土木費

総務費

教育費

公債費

商工費

消防費

その他

農林水産業費

国庫支出金

地方消費税

　　繰入金

県支出金

諸収入

使用料及び賃借料

その他

地方交付税

市債

0501001502002500 50 100 150 200 250

200億1,177万円（112億9,174万円／５6.4%）200億1,177万円（112億9,174万円／５6.4%）

186億7,195万円（135億 199万円／７2.3%）186億7,195万円（135億 199万円／７2.3%）

162億4,278万円（ 50億6,459万円／31.2%）162億4,278万円（ 50億6,459万円／31.2%）

103億 550万円（0万円／0.0%）103億 550万円（0万円／0.0%）

  67億9,130万円（20億8,058万円／30.6%）  67億9,130万円（20億8,058万円／30.6%）

  ３2億9,600万円（18億649万円／54.8%）  ３2億9,600万円（18億649万円／54.8%）

  31億2,296万円（5億1,512万円／16.5%）  31億2,296万円（5億1,512万円／16.5%）

  17億619万円（0万円／  0.0%）  17億619万円（0万円／  0.0%）

  12億4,806万円（6億1,864万円／49.6%）  12億4,806万円（6億1,864万円／49.6%）

  29億8,773万円（20億675万円／67.2%）  29億8,773万円（20億675万円／67.2%）

88億8,728万円（39億5,692万円／44.5%）88億8,728万円（39億5,692万円／44.5%）

72億2,598万円（25億7,449万円／35.6%）72億2,598万円（25億7,449万円／35.6%）

54億6,320万円（27億4,962万円／50.3%）54億6,320万円（27億4,962万円／50.3%）

44億5,286万円（24億9,967万円／56.1%）44億5,286万円（24億9,967万円／56.1%）

34億283万円（16億5,866万円／48.7%）34億283万円（16億5,866万円／48.7%）

２3億4,001万円（12億3,739万円／52.９%）２3億4,001万円（12億3,739万円／52.９%）

5億3,037万円（2億4,846万円／46.8%）5億3,037万円（2億4,846万円／46.8%）

歳入 歳出

予算現額 
843億8,424万円

収入済額 
368億8,590万円
（43.7%）

予算現額 
843億8,424万円

支出済額 
345億8,785万円
（41.0%）

（億円）

衛生費

（億円）
250 200 150 100 5050

327億4,024万円（126億3,060万円／38.6%）327億4,024万円（126億3,060万円／38.6%）

85億5,272万円（38億6,355万円／45.2%）85億5,272万円（38億6,355万円／45.2%）

107億8,875万円（31億6,849万円／29.4%）107億8,875万円（31億6,849万円／29.4%）

項　目 金　額 決算上の区分
給与収入 200 万円（200 億 4,861 万円）市税

アルバイト収入 50 万円（ 50 億 1,535 万円）市税、繰入金および繰
越金以外の自主財源

親からの援助 456 万円（455 億 9,427 万円）市債以外の依存財源

貯金取り崩し 7 万円（ ７億 2,840 万円）繰入金
ローン    95 万円（   94 億 4,910 万円）市債
繰越金 18 万円（ 17 億 9,349 万円）繰越金
合計 826 万円（826 億 2,922 万円）

項　目 金　額 決算上の区分
食費 90 万円（ 89 億 7,884 万円） 人件費
医療費 224 万円（224 億 5,239 万円） 扶助費
光熱水費   99 万円（  99 億 3,238 万円） 物件費

仕送り 52 万円（ 51 億 5,953 万円） 繰出金

保険料、町会費な
ど 146 万円（145 億 9,165 万円） その他

ローン返済 83 万円（ 82 億 7,646 万円） 公債費
自家用車の購入 115 万円（114 億 9,009 万円） 普通建設事業費
貯金     5 万円（  5 億    732 万円）積立金
合計 814 万円（813 億 8,866 万円）

お父さんとお母さんが働いて稼いだお給料です。

お兄さんは家計を助けるためにアルバイト
をしています。

　毎年財政状況についてお知らせしていますが、市民の皆さんか
ら「用語が難しい」「ケタが大きすぎてイメージがわかない」な
ど分かりづらいという意見があります。そこで、もっと分かりや
すく、身近に感じてもらうために、平成 28 年度の一般会計決算

（3 ページに掲載）を一般家庭の家計簿に置き換えてみました。
※家計簿の１万円が実際の１億円に当たります。（　）内は、実
際の決算額です。

おじいちゃん・おばあちゃんから援助して
もらっています。

貯金を少し下ろしました。

車を購入するためにローンも…。

前の年の残りがありました。

この年の収入は 826 万円でした。

家族の食費。

病院代や薬代。これで元気回復！

水道・ガス、電気代など

保険料、町会費などもかかります。

ローンを組んでいるので、返済しなくっちゃ。

生活を便利にするため自家用車を購入。

将来のために、貯金もしました。

専門学校生の妹は東京で一人暮らし。仕送
りをしました。

この年の支出は 814 万円でした。収入
（826 万円）との差額の 12 万円は、次の
年に使います。

支出 28年度一般会計の歳出（性質別）を置き換えたものです。

収入 28年度一般会計の歳入を置き換えたものです。

弘前さん一家の家計簿

　このように、弘前さんの家庭では、家族で稼
いだお金（市税、諸収入など）だけでは支出の
すべてを賄うことができません。

　そのため、親からの援助（地方交付税など）
や借金（市債）がどうしても必要な状況にある
のです。

※一例として示しています。

お父さん
会社員

お母さん
会社員

お兄さん
大学生

妹
専門学校生
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●収益的収支…収入のうち、入院・
外来収益など、主な医業活動から生
じた収益は 36 億 3,477 万円とな
りました。28 年度の純損失は４億
255 万円となりました（決算額は
消費税および地方消費税込み。純損
失は税抜き）。
●資本的収支…収入は、一般会計か
らの出資金で 2 億 4,819 万円とな
りました。支出は、建設改良費が医
療機器 26 品目の購入で 3,887 万
円、リース債務返済額が 38 品目 1
億 2,988 万円で、長期借入金の償
還金などが 7,944 万円となりまし
た。
■問い合わせ先　市立病院総務課総
務係（大町３丁目、☎ 34・3211）

企業会計
　企業会計は、経費が税金などで賄われる一般会計と異
なり、事業を行うために必要な経費については皆さんが
支払った使用料などを主な財源としています。このよう
に企業として独立した事業を行うため、常に企業の経済
性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するような運
営に努めています。
　ここでは市が行っている、病院事業、水道事業、下
水道事業の３つの企業会計の平成 28 年度決算と業務状

病院事業

平成 28 年度末  業務状況

診療科目
内　科

 

眼　科

小児科 耳鼻いんこう科

外　科 リハビリテーション科

整形外科 麻酔科

産婦人科 皮膚科

一般病床数　250 床

平成 28 年度  診療科別患者数の状況

平成 28 年度  決算

入　院 科　名 外　来
割　合 患者数 患者数 割　合
49.4％ 2 万 8,436 人 内　科 4 万 3,345 人 43.7％

2.5％ 1,447 人 小児科 5,228 人 5.3％
18.6％ 1 万 708 人 外　科 1 万 7,111 人 17.3％
28.9％ 1 万 6,646 人 整形外科 1 万 7,315 人 17.5％

0.0％ 0 人 産婦人科 2,559 人 2.6％
0.6％ 331 人 眼　科 9,395 人 9.5％
0.0％ 0 人 耳鼻いんこう科 1,245 人 1.2％
0.0％ 0 人 麻酔科 1,903 人 1.9％
0.0％ 0 人 皮膚科 　　  1,013 人 1.0％

100.0％ 5 万 7,568 人 合　計  9 万 9,114 人 100.0％

平成 29 年度上半期  予算執行状況
区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

収益的収支

収入
医業収益 35 億 7,766 万円 16 億 8,740 万円 47.2％

医業外収益、その他 3 億 862 万円 2 億 7,834 万円 90.2％
合　計 38 億 8,628 万円 19 億 6,574 万円 50.6％

支出
医業費用 42 億 2,888 万円 17 億 8,349 万円 42.2％

医業外費用、その他 8,893 万円 1,107 万円 12.4％
合　計 43 億 1,781 万円 17 億 9,456 万円 41.6％

資本的収支
収入 資本的収入 2 億 5,470 万円 2 億 5,144 万円   98.7％
支出 資本的支出 2 億 5,470 万円 1 億 1,375 万円 44.7％

況、29 年度の予算執行状況をお知らせします（１万円
未満は四捨五入）。

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

40億
1,494万円

収入
入院収益
54.8％
入院収益
54.8％外来収益

30.7％
外来収益
30.7％

その他医業収益
5.1％
その他医業収益
5.1％

医業外収益
9.0％
医業外収益
9.0％

特別利益
0.4％
特別利益
0.4％

44億
1,585万円

支出 給与費
49.8％
給与費
49.8％

材料費
22.3％
材料費
22.3％

経費
16.9％
経費
16.9％

その他
9.2％
その他
9.2％

医業外費用
1.8％
医業外費用
1.8％

２億
4,819万円

収入
２億
4,819万円

支出

一般会計からの
出資金  100％
一般会計からの
出資金  100％

建設改良費
68.0％
建設改良費
68.0％

国などからの
長期借入金の
償還金
32.0％

国などからの
長期借入金の
償還金
32.0％

水道事業 平成 28 年度  決算

平成 29 年度上半期  予算執行状況

平成 28 年度  決算

平成 29 年度上半期  予算執行状況

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

平成 28 年度末  業務状況
１人１日最大配水量 339ℓ
１人１日平均配水量 311ℓ
１人１日平均給水量 282ℓ
年間総配水量 1,931 万㎥
年間総有収水量と有収率 1,748 万㎥（90.5％）
行政区域内人口 17 万 4,134 人
給水人口と普及率 16 万 9,972 人（97.6％）
※行政区域内人口には、外国人登録者を含む。

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

収益的
収　支

収
入

水道料金 39 億5,238 万円 20億       312 万円 50.7％
その他 ３億 5,519 万円 6,450 万円 18.2％

支
出

営業費用（施設の維持管理費他） 35億4,952 万円 ７億9,598 万円 22.4％
営業外費用他（支払利息等） ５億 1,909 万円 ３億　394 万円 58.6％

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

資本的
収　支

収
入

国などからの長期借入金 12億1,510 万円 0万円 0.0％
その他 ３億 2,220 万円 119 万円 0.4％

支
出

建設改良費 16億1,789 万円 １億5,763 万円 9.7％
国などからの長期借入金の償還金 11 億 8,241 万円 ５億 9,666 万円 50.5％

43億
4,813万円

収入
37億
4,054万円

支出

その他
8.9％

水道料金
91.1％
水道料金
91.1％

施設の維持
管理費
10.7％

施設の維持
管理費
10.7％

減価償却費
資産減耗費
 32.3％

その他
18.0％

動力・
薬品費
4.0％

動力・
薬品費
4.0％

受水費
16.7％

職員給与費
9.8％
職員給与費
9.8％

国などへの
支払利息
 8.5％

国などへの
支払利息
 8.5％

61億
6,779万円

収入
54億
2,271万円

支出
その他
45.6％

下水道
使用料
54.4％

下水道
使用料
54.4％

施設の維持
管理費等
9.2％

職員給与費
4.2％

その他 2.2％

減価償却費
50.2％
減価償却費
50.2％流域下水道

維持管理負
担金 18.8％

流域下水道
維持管理負
担金 18.8％

国などへの
支払利息 15.4％
国などへの
支払利息 15.4％

29億
4,151万円

収入
49億
5,173万円

支出

国などからの
長期借入金 65.7％
国などからの
長期借入金 65.7％

補助金
15.8％
補助金
15.8％

一般会計など
からの収入
18.5％

一般会計など
からの収入
18.5％

建設改良費
75.8％
建設改良費
75.8％

国などからの
長期借入金の
償還金など 24.2％

国などからの
長期借入金の
償還金など 24.2％

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

●収益的収支…決算額は消費税および地
方消費税込みの額ですが、税抜きで５億
4,619 万円の純利益が生じ、この利益を
全額減債積立金に積み立てしました。
●資本的収支…収入決算額が支出決算額に
対して不足する額は、水道料金のうち、減
価償却費など現金支出を伴わない経費分で
補てんしました。
■問い合わせ先　上下水道部総務課経理係

（賀田１丁目、☎ 55・9660）

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

収益的
収　支

収
入

下水道使用料 33 億3,336 万円 16億 8,978 万円 50.7％
その他 26 億 7,476 万円 ６億 1,249 万円 22.9％

支
出

営業費用（施設の維持管理費他） 46億9,961 万円 ７億5,878 万円 16.1％
営業外費用他（支払利息等） 8 億 4,031 万円 1 億 9,040 万円 22.7％

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

資本的
収　支

収
入

国などからの長期借入金 21 億1,750 万円 0万円 0.0％
その他 10 億 8,187 万円 5 億 5,557 万円 51.4％

支
出

建設改良費 14億7,430 万円 １億2,734 万円 8.6％
国などからの長期借入金の償還金 38 億 2,407 万円 12 億   402 万円 31.5％

９億
7,243万円

収入
23億
858万円

支出国庫補助金
13.9％

一般会計など
からの収入
18.8％

一般会計など
からの収入
18.8％

国などからの
長期借入金 67.3％
国などからの
長期借入金 67.3％

国などからの
長期借入金の
償還金
54.4％

建設改良費
45.6％
建設改良費
45.6％

●収益的収支…決算額は消費税および地
方消費税込みの額ですが、税抜きで６億
9,518 万円の純利益が生じ、この純利益
をもって前年度からの繰越欠損金 8,773
万円を埋め、残った利益を減債積立金に積
み立てました。
●資本的収支…収入決算額が支出決算額に
対して不足する額は、下水道使用料のうち、
減価償却費など現金支出を伴わない経費分
で補てんしました。
■問い合わせ先　上下水道部総務課経理係

（賀田１丁目、☎ 55・9660）

下水道事業

平成 28 年度末  業務状況
年間総処理水量 2,173 万㎥
１日平均処理水量 5 万 9,542㎥
年間有収水量と有収率 1,683 万㎥（83.3％）
行政区域内人口 17 万 4,134 人
処理区域内人口と普及率 16 万 7,990 人（96.5％）
水洗化人口と水洗化率 15 万 1,351 人（90.1％）
※行政区域内人口には、外国人登録者を含む。
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貯金は増えています！

市政情報
Town Information

健全化判断比率（財政は健全な水準を維持しています）
平成28年度指標 平成27年度指標 財政健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 11.40 20.00
連結実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 16.40 30.00
実質公債費比率 8.5 8.6 25.00 35.00
将来負担比率 53.0 51.6 350.00 設定なし

過去７年間で見る財政状況

実質赤字比率…一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの
連結実質赤字比率…一般会計、特別会計、企業会計のすべてを合計した赤字の程度を示すもの
実質公債費比率…一般会計の借入金（地方債）の返済額の割合を表し、資金繰りの危険度を示すもの
将来負担比率…将来支払うことになる可能性のある負担等の現時点での程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高い
かどうかを示すもの

市債残高

基金残高

　市債とは市の借金であり、一般・特別・企業会計の市債
残高の合計は、年々減少傾向にあります。この７年間では
約 127 億円減少しました。

　基金とは、特定の目的に応じて効率的に資金を運用する
ために設置している市の貯金です。平成 26 年度は国から
の交付金を原資とする基金を全額取り崩したことにより減
少しましたが、この７年間では約 10 億円増加しました。

（％）

借金は減っています！

実質公債費比率

将来負担比率

　各指標の基準をサッカーに
例えると、イエローカードに
相当するのが「財政健全化
基準」、レッドカードに相
当するのが「財政再生基準」
です。

平成 28年度の決算を踏まえ、市の財政状況を
過去７年間の状況と比較してお伝えします！

タイトル クリスタルファンタジー・虹の遊園地

 

　平成 28 年度弘前地区小・中
学校美術展で受賞した作品を広
報ひろさきで 8 回に分けて紹介
します。子どもたちの夢、楽し
い思い出、豊かな心をご覧くだ
さい。
■問い合わせ先　教育センター

（☎ 26・4803）

弘前っ子の作品

 

 

福
ふ く い

井　大
だいけい

慶さん
（文京小）

コメント
光がいろいろ反射
してきれいです。
ぼくの遊園地に遊
びに来てください。

Vol. ６

受診し忘れて
いませんか

子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クーポン券

子宮頸がん（女性）
対象年齢 対象者の範囲
21 歳 全員

乳がん（女性）
対象年齢 対象者の範囲
41 歳 全員

大腸がん（男性・女性）
対象年齢 対象者の範囲

45 歳～ 49歳

対象年齢に該当す
る人のうち、平成
24 ～ 28 年度に、
市が実施する大腸
がん検診を一度も
受けたことのない
人

　市では、一定の年齢に達した市民に、がん検診の受
診を促進し、がんの早期発見・早期治療につなげるた
め、がん検診の無料クーポン券を７月に発送しました。
無料クーポン券には有効期限があります。期限が近づ
くと、検診の予約が取りにくくなる場合がありますの
で、早めにご利用ください。
　利用できる医療機関などは、クーポン券と一緒に送
付したお知らせをご覧ください。
▽子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券の有効期
限　平成 30 年２月 28 日
※４月 21 日以降に弘前市に転入した対象年齢の人
は、前住所地の市町村からクーポン券が発行されます。
既に前住所地の市町村からクーポン券が送付されてい
る人は、当市のクーポン券と交換が必要ですので、お
問い合わせください。
▽大腸がん検診の無料クーポン券の有効期限　平成
30 年３月 31 日 

【巡回子宮・乳がん検診】    
　検診車による集団検診です。受診を希望する人は電
話で申し込んでください。ただし、定員になり次第締
め切ります。      
▽とき　平成 30 年１月 14 日、受付＝午前９時～
10 時    
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）
■問い合わせ・申込先　健康づくり推進課（弘前市保
健センター内、☎ 37・3750、土・日曜日、祝日を
除く午前８時半～午後５時） 

市職員募集あなたの力を
市民・市のために

【一般任期付職員（広報戦略担当）】
　市の情報発信力強化・市民参加促進のため、広報業
務の専門的知識を有する人材を募集します。
▽採用予定　1 人

【社会人追加募集（公務員経験者）】
　国家公務員等としての職務経験を有し、行政実務全
般の即戦力となる人材を募集します（役職要件あり）。
▽採用予定　若干名

▽第一次試験　書類選考による
▽申し込み方法　人材育成課（市役所２階）で交付す
る受験申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、
12 月 27 日（必着）までに郵送または持参を（受け付
けは、土・日曜日、祝日を除く午前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ・提出先　人材育成課人事評価担当

（〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 35・1119）

70
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これからの財政
　今後、市では人口の減少が見込ま
れ、それにより、市税や地方交付税
などの収入は減少していきます。ま
た、高齢化による影響で医療費など
の支出は増加していくことが考えら
れます。厳しい状況が続きますが、
引き続き健全な財政を維持していく
ため、右記のことに取り組みます。

ファシリティマネ
ジメントの推進
総合的・長期的観点
から、コストと便益
の最適化を図りなが
ら、財産の適正管理・
活用に努めます。

歳入の確保

国の補助金など、有
利な財源を積極的に
活用して事業執行に
努めます。

経常経費の節減

事務の見直しや効率
化を図り、経常経費
の節減に努めます。

（億円）
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７年で 約127 億円 減少

７年で10 億円増加

　資金繰りの危険度を示す実質公債費率はこの
７年間で８.5％まで下がっています。

　将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを
示す将来負担比率はこの７年間で 53.0％まで
下がっています。
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　環境省が呼びかけている「ウォームビズ（WARM 
BIZ）」は、暖房時の室温を 20℃に設定すること、ま
たその中で快適に過ごすために、その温度に適した衣・
食・住を推進するものです。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。
　市では今冬も「ウォームビズ」を実施し、特に事情
がない限り、市の施設では室温を 20℃とすることに
しましたので、ご理解、ご協力をお願いします。
　「衣」「食」「住」のひと工夫で、あたたかく過ごし、
エネルギーを節約しましょう。エネルギーの節約は、
経済的な節約にもつながります。

首、手首、足首の「３つの首」を温める
太い血管のある部分を重点的に温めること
で、体全体が温まり、冷え性などの改善に
も役立ちます。

扇風機で部屋全体を温める
温かい空気は上にたまります。扇風機を短時間だけつ
けて空気を循環させ、部屋全体を温めましょう。

鍋ややかんにお湯を張り湿度を上げる
一般的に、湿度が高くなると体感温度が上昇します。

お湯を張った鍋を置いたり、ストーブの上にやかんを
置いてお湯を沸かすことで、暖房を抑えても寒さを感
じにくくなります。

根菜類、しょうがなど、体を温める食材を食べる
冬が旬の食材、根菜類、特にしょうがな
どは体を内側から温める効用があります。

温度計、湿度計を近くに置く
同じ部屋に長くいると実際よりも寒く感じ
たり、温かく感じたりします。温度計、湿
度計を置いて、室内環境を「見える化」し
て、無駄な暖房使用を控えたり、逆に冷

えによる体調不良にも気をつけましょう。

湯たんぽや毛足の長いスリッパを活用する
湯たんぽや毛足の長いスリッパは家だけでなく、職場
の机の下でもぜひ活用しましょう。また、
毛足の長いクッションは腰まわりからく
る冷えの予防に効果的です。

■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

不法投棄・不適正排出防止キャンペーンを実施

　市内のごみ集積所で、他地区からのごみの持ち込みやごみ
の分け方・出し方のルールが守られていない事例が発生して
いることから、向外瀬地区で、10 月 25 日から 27 日まで
注意を呼びかけ、ごみ集積所をきれいにするキャンペーンを
実施しました。
　今後も、ごみ集積所を管理する皆さんと連携・協働し、不
法投棄・不適正排出防止を図ります。
■問い合わせ先　環境管理課廃棄物政策係（町田字筒井、☎
32・1969）

12 月３日～９日は障害者週間
　国民が広く障がい者の福祉についての関心と理解を
深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める
ことを目的に、毎年 12 月３日～９日の１週間を「障
害者週間」として、国、地方公共団体、関係団体など
で、さまざまな意識啓発に関する取り組みを行ってい
ます。
　今年は、音楽、ダンス、アート、スポーツのほか、
就労支援施設による物品販売・ワークショップに関す
るイベント「hug はぐ hoick!」を開催します。

【hug はぐ hoick ！】
▽とき　12 月３日（アート展示は 12 月２日・３日）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イベントスペース、
健康ホール、各階のエスカレーター付近など
■問い合わせ先　福祉政策課（☎ 40・7036）

　障がい者就労支援施設で製造した商品を販売するア
ンテナショップ「hug work（ハグ ワーク）」が 10
月 24 日に市役所本庁舎内にオープンしました。
　「hug work」は毎週火曜日と木曜日の週２回（祝日、
年末年始を除く）、午前 10 時から午後３時まで（準備、
撤収を含む）営業しています。
　丹精こめて作った魅力ある商品を取り揃えています
ので、ぜひおいでください。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎ 40・7036）

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
　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。

【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）
も午前８時半～午後５時に受け付けをします。
※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。
※詳しくは広報ひろさき 11 月１日号または市ホーム
ページをご覧ください。
■問い合わせ先　子育て支援課児童育成係（市役所１
階、☎ 35・1131）

障がい者就労支援アンテナショップ
「hug work」オープン

hug work フェイスブック▷

ひと工夫で温かく！

向外瀬町会の皆さん

　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！
　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！  

教
えて

！たか丸くん

【質問】
　10 月 20 日から 29 日まで、弘前公
園で縦17m、横９mの「リンゴアート」
が展示されたけど、およそ何個のリン
ゴを使って作ったかわかるかな？

①約 300個

②約 3,000 個

③約３万個
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市民活動情報発信コーナー　市民力×まちづくり

　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用して実施された事業をはじめ、市内で行
われている市民活動を紹介していきます。

 

▽実施団体　イキイキ健康クラブスマイル
▽事業内容　毎週木曜日にスポーツ指導員による健康体操と、高齢者の悩みや生活に
役立つ情報交換や昔語りを聴いたり歌を歌ったりする場を提供し、年間行事として、
コンサートや弘前に関する教養講座を実施しました。定期的に体操することや文化的
な活動を行うことで、心と体の両面からアプローチし、参加者には明るく健康で、生
き生きとした生活を送ってもらうことができ、高齢になっても新しい出会いを喜び、
楽しめる柔軟な心を保つことに寄与することができました。
▽事業費／補助金額　81 万 6,819 円／ 32 万円

イキイキ健康クラブスマイル

 

▽実施団体　スポネット弘前
▽事業内容　少子化によるスポーツ少年団の加入数の減少や部活内の停滞によって、
子どもたちのスポーツ実施率が低下していることから、学校の教員と専門の指導者が
連携して体育の授業を行いました。各学校、各学年でどの競技を実施するかを決定し、
指導案や進行表を作成して講師が体育の授業に出向きました。その競技が苦手な子ど
もに対しても手厚いサポートをすることができ、子どもたちがより体育に興味を持ち、
今後のスポーツ活動にも良い影響を与えることができました。
▽事業費／補助金額　31 万 7,388 円／ 23 万 9,000 円

小学校体育支援事業～運動大好きプロジェクト～

平成 29 年度３次募集 弘前市市民参加型まちづくり１％システム　交付決定事業一覧
事　業　名 団　体　名 交付決定額

豊田小学校通学路排雪事業 豊田小学校父母と教師の会 8万 3,000 円
ゼロ・ウェイストの町を学ぶ講演会 もったいないつがるの会 29万 1,000 円
防災・減災・地域づくり事業「第 1回 自由ケ丘町会 自主防災会避難訓練事業」 自由ケ丘町会　自主防災会 48万 8,000 円
第４回弘前城リレーマラソン冬の陣 スポネット弘前 50万円
「簡単な韓国語で紹介する弘前の観光と接遇」講座と、韓国文化に触れる事業 弘前韓国語勉強会 15万 3,000 円
北地区コミュニティ会議　20年の歩み（辿った足跡から未来を探る） 北地区コミュニティ会議 23万 4,000 円
20年後の昴を考えるワークショップ事業 昴町会 21万 6,000 円
WAのりんご～もっとりんごを身近に～ Aプロジェクト 25万 3,000 円
鬼楢地域「歴史と伝説の里づくり事業」 歴史と伝説の里「鬼沢の会」 25万 8,000 円
雪でドドド　～五感で楽しむ祭りだじゃ～ ドドド実行委員会 22万 7,000 円
うぃっちたいむ !! ４ うぃっちたいむ !! 実行委員会 50万円
全員集合！防災運動会 5-Between 14万 6,000 円
男の介護教室 津軽広域救急支援機構 50万円
※各事業の内容については、市ホームページに掲載しています。

　個人市民税の１％相当額を財源に、市民自らが地域
を考え企画・実践する活動に必要な経費を助成する「市
民参加型まちづくり１％システム」を実施しています。
　この制度は、地域の実情に身近な市民の皆さんが実

まちづくり１％システム
３次募集事業が決定しました

践する、地域の課題解決や活性化につながる活動を支
援することにより「市民力」による魅力あるまちづく
りを推進するものです。
　先に実施された３次募集では、15 事業が申請さ
れ、まちづくり１％システム審査委員会による審査後、
13 事業が交付決定されました。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎ 40・7108）

市政情報
Town Information

弘前の子どもたちの
学びのようす

　弘前の子どもたちの回答状況は、全国よ
り高い傾向にあり、「読書が好き」「国語の
勉強が好き」は小・中学校とも高い割合で
した。また、「先生がよいところを認めて
くれる」や「先生は分かるまで教えてくれ
る」は、全国と比べて高い割合を示してい
ます。これは、各小・中学校の先生方が「授
業における子どもたちの居場所づくり」を
意識しながら、「学びを支える授業づくり」
と「学びを支える集団づくり」に取り組ん
でいる成果が見え始めてきたと考えます。
　各小・中学校および市教育委員会では、

「子どもの声」に耳を傾け、子どもたちが
学校は楽しいと思える魅力ある学校づくり
に取り組み、子どもたち一人一人が安心し
て学ぶことのできる教育環境づくりを目指
していきます。
※項目の詳しい
情報は、市ホー
ムページをご覧
ください。
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■問い合わせ先　学校指導課（☎ 82・1644）

　市教育委員会では、「どの子も共に
学ぶ」学校、「みんなが学び　みんな
と学び　みんなに学ぶ」子どもの姿の
実現に向け、教育環境の充実に取り組
んでいます。
　今回は、全国の小学校 6 年生と中
学校 3 年生を対象に実施した「平成
29 年度全国学力・学習状況調査」の
児童質問紙（92 項目）、生徒質問紙（94
項目）から、学校教育指導の最重点「学

びを支える授業づ
くり」「学びを支
える集団づくり」
に関連する項目を
取り上げ、弘前の
子どもたちの学び
のようすについて
お知らせします。
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　市では、より多くの皆さんの意見を市政に反映させ
るため、「弘前市出前講座」を実施しています。
　講座メニューは、本年度から新たに「国際交流員・
国際化推進員のしごと」「コンパクトなまちづくり」「福
祉避難所について」「弘前の社会教育について」の 4
講座を追加し、94 講座を用意しています。気軽にご

利用ください。
※出前講座のパンフレットは、広聴広報課（市役所２
階）、岩木・相馬の各総合支所、各出張所などに設置
しているほか、市ホームページでもご覧になれます。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課広聴広報担当（☎
35・1194、ファクス 35・0080）

平成 29 年度
弘前市出前講座

豊富なメニューで

お待ちしています

弘前クリエイター展（10月 20 日～ 29 日／市民会館）

　「弘前アップルデザイン
アワード 2017」で、世界
47 カ国、962 点の応募の
中から選ばれた「りんごの
デザイン」114 点と、市
内小学生のりんごの作品
289 点を展示。弘前のク
リエイターが準グランプリ
を見事受賞しました。期間
中は約 2 万人が来場し、「り
んごのまち弘前」を国内外
に情報発信することができ
ました。

弘前デザインウィーク

クリエイターズ・トレイン
（10月 28 日・29 日／スペースデネガ）

ロボットプログラミングコンテスト・アート制作体験
（10月 27 日～ 29 日／克雪トレーニングセンター）

　県内外から30人以上のクリエイターが弘前に集い、
作品展示やワークショップを実施。音楽、アート、工
芸など幅広いジャンルのクリエイターのモノづくりに
触れ、新たな出会いと交流が生まれた２日間でした。

　子どもたちがプログラミングしたロボットの正確性を競う
コンテストを開催。そのほか、アーティスト GOMA さんによ
る参加型ライブペイントも行い、大人から子どもまで多くの人
が参加し、賑わいをみせていました。

弘前デザインウィーク「りんご」

弘前を象徴するりんごのアイ
コンを組み合わせた箸。

りんごの形をした災害用
のライト。

ガラス・鉄などで作られた
りんごの形の建造物。

　弘前デザインウィークでは、この秋、りんご３万個を使用してつくる「リンゴアート」のほか、３つのプログラ
ムを実施しました。

グランプリ

「The Grand Replica」　

準グランプリ

※応募作品は弘前デザインウィーク公式 WEB サイトに掲載しています。

look! there is an apple at the top of your chops�cks
 

free – public version
 

Gi� Version with a seed of hirosaki apple tree to grow your own tree
 

back to the shortlisted entries' page
(h�ps://www.designboom.com/compe��on-jury/?contest=7798)

previous (h�ps://www.designboom.com/compe��on-
jury/?contest=7798&proj=455771)

next

2017/10/5 shortlisted entries

https://www.designboom.com/competition-jury/?contest=7798&proj=455263 1/3

Hirosaki Apple Design Award 2017

2017/10/5 shortlisted entries

https://www.designboom.com/competition-jury/?contest=7798&proj=453035 7/10

he grand replica 7: Colored Perspec�ve
 

「Stix. Apple section 
chopsticks」 「Apple's light」

（弘前／アーティスト） （インド／建築家）（イタリア／デザイナー）

15

♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

弘前で活動している学生サークル紹介します！ Vol.1

～まるまる Hiromaru あったまる～
　こんにちは、ひろ♡レポです！雪も降り始め、冬の訪れを肌で感じる

季節になってきましたね。そんなときは、ゆっくりこたつに入りながら

弘前のいいところを知りたい！ということで、今回は、弘前の素敵なモノ・

コト・ヒトを紹介するフリーペーパーを作っている弘前大学の学生団体

「Hiromaru（ひろまる）」を取材してきました！

いろいろな世界を「のぞく」と

いうコンセプトは、2年前から

やりたいと思いずっと温めて

いました！

人文学部３年 代表 森美貴さん

県外から来た人に

もっと弘前のこと

を知ってもらいた

いです！

農学生命科学部

3年

宗像耕生さん

学生だけでなく、年配の方も

楽しめる内容で、ページの隅々

まで目が離せません！

企画や取材、デザインなど苦

労することはたくさんあるけど、

好きなことなので納得できるま

でとことんやってしまいます。

教育学部３年　藤澤麻衣子さん

　Hiromaruとは、弘前大学公認サークルの一つで、

企画から取材・作成・発行まで、すべて手作りのフリ

ーペーパー「ｈ（エイチ）」を発行しています。

　写真を撮るのが好きな人、文章を書くのが好きな人、

イラストを描くのが好きな人などが集まり、「やりた

いことを思いっきりやろう！」をモットーに、学生の

視点から見た弘前のモノ・コト・ヒトを伝える活動を

行っています。

　まちなかで「ｈ」を見かけたら、

手に取ってもらって、私たちの活

動を応援して、見守ってもらえた

ら嬉しいです！

　鮮やかな緑の中から、小さ

な女の子がのぞいている表

紙が目印！

今回のHiromaruのコンセプ

トは「のぞく」。

Hiromaruの皆さんのこだわりがたくさんの「ｈ」！おしゃれな飲食店やコラムなど、弘前の魅力が
ギュッと詰まっています。学生が一から作ったとは思えないほどのクオリティーにひろ♡レポのメン
バーもびっくり☆皆さんもぜひ「ｈ」を読んでみてはいかがですか（^0^）／？

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大生
グループです。Facebook（http://www.facebook.com/hiro.reporters）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

編 集
後 記

　学生団体 Hiromaru とは？　

Hiromaruメンバーから

メッセージ

ｈ Vol.11「のぞく」

「ｈ」は弘前大学の他、

まちなか情報センター、

弘前駅前観光案内所

などに設置しています。

▽詳しくはこちら▽

●Facebook
http://www.facebook.com/hiromaru.h
●ホームページ
http://hiromaruh.wix.com/hiromaru
●Twitter　@Hiromaru_h
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今回は弘前の街を歩く「散歩の

すゝめ」や弘前のオシャレさん

に突撃インタビュー「FASHION 

SNAP」、オシャレなお店を紹介

する「2階のお店特集」など学生

目線で弘前のいいところをのぞい

ていきます☆

最新号



16 17ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.１２.１

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10 時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影　
■…休み

★投影プログラム
【クリスマス特別投影／ 45 分間】
▽テーマ　聖夜の星空
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120 円
※ 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、ひろさき多子家族応援
パスポートを持参の人は無料。年
齢や住所などを確認できるものの
提示を。

【わくわく☆こどもプラネ／ 30
分間】
▽テーマ　冬の星座とクリスマス
▽観覧料　無料
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
火曜日は休み）

12
月
の
投
影
日
程

　   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・申込先フォトコレinひろさきフォトコレinひろさき
市内各地で行われた
イベントやまちの話
題をお届けします。

地域をささえる車 大集合
津軽の食と産業まつり

弘前市子どもの祭典 サクラセブンズ弘前合宿

　10 月 27 日～ 29 日、克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）で開催され、地元の生
産者や友好都市などの出店ブースが設けられ
ました。また、屋外では太鼓の演奏などが披
露され、多くの人たちが訪れました。
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弘前城菊と紅葉まつり

　11 月３日、弘前文化センター（下白銀町）
で行われました。バルーンアートや押し花しお
り作りなど、市内の中学・高校生が中心となっ
て企画した楽しい催しで会場内はにぎわってい
ました。

　10 月 20 日～ 11 月 12 日に、弘前公園で開催され
ました。色とりどりの紅葉と菊を見ようと多くの人が
訪れ、今の季節しか見られない鮮やかな光景を写真に
収めていました。また、夜間には紅葉のライトアップ
が行われ、昼とは違う幻想的な景色が訪れた人たちの
目をくぎづけにしていました。

　11 月３日、弘前駅周辺に、地域を支える
車が集合。会場には、多くの親子連れが訪れ、
普段近くで見られない車に乗ったり、お気に
入りの車の前で記念撮影したりと思い思いに
楽しんでいました。

 イベント
岩木図書館の催し

◎メエメエさんおはなし会
▽とき　12 月２日・９日・16 日
の午前 10 時半～ 11 時
▽ところ　岩木図書館（賀田１丁目）
児童室
▽内容　絵本の読み聞かせ
※事前の申し込みは不要。
◎おはなしクリスマス会
▽とき　12 月 23 日（土・祝）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）大和室
▽内容　クリスマスのお話、紙皿を
使ったクリスマスリース作り
▽定員　15 人（先着順）
▽申し込み方法　12 月１日から、
岩木図書館カウンターまたは電話で
申し込みを。
～共通事項～
▽参加料　無料
■問岩木図書館（☎ 82・1651）

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集います。
▽とき　① 12 月２日・② 16 日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽内容　①認知症サポーター養成講
座／②講話「在宅での食事の工夫」
※①・②ともに体操を行います。事
前の申し込みは不要。
▽参加料　300 円
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎ 97・2111）

えほんのもり・ブックスタート
おはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　12 月３日・13 日の午前

10 時半～ 11 時
▽内容　絵本の読
み聞かせ、手遊び
など
▽対象　０歳～３
歳の乳幼児とその
保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽ と き　12 月 17 日・27 日 の 午
前 10 時半～ 11 時
▽内容　ブックスタートでプレゼン
トする絵本の楽しみ方、アドバイス
や手遊びなど
▽対象　０歳児とその保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックの引き換えは引換券到
着日から１歳の誕生日月末まで。こ
ども絵本の森、弘前図書館（下白銀
町）、岩木図書館（賀田１丁目）ま
たは相馬ライブラリー（五所字野沢）
で引き換えることができます。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

リンゴ酒感謝祭 in HIROSAKI

　来年の豊作と健康を願ってリンゴ
酒を楽しむイベントです。
▽とき　12 月９日（土）
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ヶ
町）
◎昼の部
▽時間　第１部＝正午～、第２部＝
午後２時～
▽内容　①キャンドル作り、②アイ
シングクッキー作り、③さきおり
オーナメント作り
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。詳細は、
弘前シードル工房 kimori（☎ 88・
8936）へ問い合わせを。
◎夜の部
▽時間　午後５時半～８時 
▽内容　県内醸造のリンゴ酒・シ－
ドル・りんご酢の飲み放題、県内で
人気の「In lak'ech（インラケチ）」、

「パン屋といとい」、「zilch studio
（ジルチ スタジオ）」による出店
▽定員　200 人
※未成年者は入場不可。

▽参加料　5,000 円（前売りチケッ
トの購入が必要。定数に達し次第、
販売終了）
▽前売りチケット販売場所　キオス
ク（JR 弘前駅改札横）、弘前シード
ル工房 kimori、A-FACTORY
※詳しくは、ホームページ（https://
a-1grandprix.localinfo.jp/
posts/3219655）で確認を。
■問 あおもりリンゴ酒推進協議会事
務 局（A-FACTORY 内、 ☎ 青 森
017・752・1890）

　11 月３日、運動公園（豊田２丁目）で合
宿が始まった女子７人制ラグビーの日本代表
選手（サクラセブンズ）と子どもたちとの交
流が行われ、お互いに爽やかな汗をかきなが
ら笑顔でグラウンドを駆け巡りました。
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 暮らしのinformation ●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

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　ふたご座流星群を観
察しよう
▽とき　12 月 14 日（木）
　　　　午後７時～９時半
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
■問 星と森のロマントピア天文台

（☎ 84・2233、月曜日は休み）

12
月
の
催
し

国重要無形文化財指定
記念展覧会・シンポジウム
　津軽塗が国重要無形文化財に指定
されたことを記念し、開催します。
◎シンポジウム
▽とき　12 月９日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　基調講演「日本の漆芸技術
における津軽塗の特色」…講師・近
藤都代子さん（元文化庁主任文化財
調査官）、講演「無形文化財の保存
と活用」…講師・原唯さん（文化庁
文部科学技官）、講演「日本漆芸史
の中の津軽塗」…講師・髙橋隆博さ
ん（関西大学名誉教授）、パネルディ
スカッション「津軽塗のこれまでと
これからのあゆみ」…コーディネー
ター・九戸眞樹さん（市教育委員会
委員長）／パネリスト…近藤都代子
さん、髙橋隆博さん、原唯さん、望
月好夫さん（元青森県工業試験場
長）、小松勇さん（弘前市文化財審
議委員）、岩谷武治さん（津軽塗技
術保存会会長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
◎展覧会
▽とき　平成 30 年１月 21 日まで
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽内容　市立博物館所蔵の津軽塗作
品とともに、保存会が長年探究して

きた津軽塗の多様な技法による作品
を紹介
▽観覧料　無料（ただし、博物館の
入館料が必要）
※博物館内で併催している展示も見
学可。休館日は博物館と同様。
■問文化財課（☎ 82･1642）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 冬の定期公演
▽とき　12 月 9 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　「満願」、「燈籠」、「黄
金風景」など全 5 作品（予定）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯 090・3123・3861） 
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

こどもの森 12 月の行事

◎自然教室「木の実の工作」
▽とき　12 月 10 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
◎月例登山「Ｘ ' マス・トレッキン
グ」
▽とき　12 月 17 日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半

▽対象　登山の経験があり、冬山登
山の装備で参加できる人
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具、防寒着、器（豚汁
用）
※豚汁を用意します。
～共通事項～
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽冬期開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休みおよび春休
み期間（12 月 29 日～１月３日を
除く）
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

日本で最も美しい村づくり
特別講演会
　日本で最も美しい村づくりについ
て、皆さんで考えてみませんか。
▽とき　12 月 14 日（木）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　岩木庁舎（賀田１丁目）
２階多目的ホール
▽講師　松尾雅彦さん（「日本で最
も美しい村」連合副会長、カルビー
元社長）
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問日本で最も美しい村づくり岩木協
議会事務局（岩木総合支所総務課内、
☎ 82・1621）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　12 月２日の午前 11 時
～ 11 時半、９日・23 日の午後
３時～３時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽内容　「クリスマス」をテーマ
とした、絵本の読み聞かせ、紙芝
居、昔話、エプロンシアター、な
ぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎クリスマスおはなし会
▽とき　12 月 16 日（土）
　　　　午後２時～２時 40 分
▽ところ　弘前図書館２階視聴覚室
▽対象　小学生＝ 80 人（幼児も
可）
▽語り手　おはなしるんるん
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

弘前図書館 12月の
催し

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎さきおり作品展
▽とき　12 月 14 日～ 24 日の午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽内容　裂織のバック・小物・タペ
ストリーなどの展示・販売
◎電動ろくろを体験しませんか？
▽ と き　12 月 22 日・23 日 の 午
前 10 時～午後 3 時
▽内容　器作り（小学生以上、予約
優先）
▽参加料　1,500 円
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

旧弘前藩藩校稽古館
資料調査報告会
　旧弘前藩藩校稽古館資料につい
て、調査研究の成果を発表します。
▽とき　12 月 17 日（日）、午後１
時～４時半（開場は午後０時半～）
▽ところ　弘前大学人文社会科学部

（文京町）４階多目的ホール
▽内容　基調講演「将軍・大名によ
る私家集の蒐集について」…講師・
小川剛生さん（慶應義塾大学文学部
教授）／人文社会科学部教員などに
よる調査報告会
▽定員　100 人（先着順）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（古川さん・渡辺さん、
☎ 39・3198、■Ｅ irrc@hirosaki-u.
ac.jp、平日の午前 10 時 15 分～午
後５時）

ビギナー向けカメラ
ワークショップ
▽とき　12 月 18 日（月）
　　　　午後７時～８時半 
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ヶ
町）
▽内容　格好良くきれいな写真を撮
る技術の紹介
▽講師　長谷川正之さん（写真館ハ

セガワ代表）
▽定員　15 人程度（先着順） 
▽参加料　無料 
▽持ち物　カメラ（スマートフォン
でも可） 
▽申し込み方法　12 月 15 日まで
に、E メールで申し込みを。
※詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。
■問 Creator's Station 運 営 事 務
局（☎ 88・6499 、■Ｅ hirosaki.
creators.station@gmail.com、
■Ｈ http://hirosaki-creators-
station.com/）

ぬいぐるみのおとまり会
in 弘前図書館
　あなたのぬいぐるみを弘前図書館
でお泊まりさせませんか。ぬいぐる
みが、図書館の中を探検します。
▽とき　12 月 23 日の午前 11 時
～ 25 日
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
▽内容　ぬいぐるみと一緒に読み聞
かせを楽しんだ後、ぬいぐるみを図
書館にお泊まりさせます。翌々日の
お迎え時にぬ
いぐるみが図
書館で過ごし
た様子の写真
を差し上げま
す。
▽対象　幼児～小学生＝ 20 人
※ぬいぐるみは１人１体まで。25
日以降に、ぬいぐるみを返却。
■問 12 月１日から、窓口か電話で、
弘前図書館（☎ 32・3794）へ。

市民新年互礼会

～子どもたちの
　　　　　笑顔あふれるまち弘前～
　平成 30 年の市民の皆さんの活躍
と市の発展を祈願して、市民新年互
礼会を開催します。
▽とき　平成 30 年１月３日（水）、
午後５時～６時
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）
▽参加料　1,500 円
※事前の申し込みが必要。
■問 12 月 15 日までに、広聴広報
課広聴広報担当（市役所２階、☎
35・1194、■Ｆ 35・0080）へ。

みんなで聴きたい♪
子守唄ファミリーコンサート
▽とき　平成 30 年 1 月 14 日（日）
　　　　午後１時～２時
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ 4 階）
▽演目　江戸の子守唄、津軽の子守
唄、ゆりかごの歌ほか（予定）
▽定員　100 人
▽入場料　無料
※事前の申し込み
が 必 要。 ベ ビ ー
カ ー で の 入 場 も
可。
■問平成 30 年１月 8 日までに、駅前
こどもの広場（☎ 35・0156）へ。

お殿様・お姫様衣装着付け体験

▽期間　通年、午前９時～午後４時
半
▽ところ　弘前公園北の郭武徳殿
▽体験料　１着 500 円 ～ 1,000
円
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

 

藤田記念庭園クラフト展

「こぎん 冬の陣 ～春待つこころ～」

　クラフトの拠点として今年度
リニューアルオープンした藤田
記念庭園考古館で、こぎん刺
しの作品展示・販売やワーク
ショップを開催します。
◎こぎん刺し作品展示
▽入場料　無料
◎こぎん刺しワークショップ
　こぎん刺しの体験ができます。
▽対象　小学生以上

▽参加料　500 円～
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽とき　12 月 7 日～ 27 日の
午前 10 時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白
銀町）考古館
■問 佐藤陽子こぎん展示館（佐
藤さん、☎携帯 090・1491・
4912）
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今年 ９月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量

（４月～９月の累計
から算出）

今年
昨年
差

5,503t

1,059g
1,063g

－ 4g
（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

317t 減 !!
（昨年同月比）

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎ 35・1130）

 

　忘年会シーズン到来！料理を残
すのはもったいないよ！開始 30
分間と終了前 10分間は、自分の
席でしっかり食べる「食べきりタ
イム」！食べきれない時は仲間と
分け合って親睦を深めよう！

MALTA Hit&Run 
New Year Live 2018 
　日本を代表するサックス奏者・
MALTA さんが率いるジャズコン
サートに、当市出身の関山幸弘さん

（元Ｎ響首席トランペット奏者）を
ゲストに迎え、パフォーマンスを披
露します。
▽とき　平成 30 年１月 26 日（金）、
午後６時半～（開場は午後６時～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽対象　小学生以上
※未就学児の入場は不可。
▽入場料　前売券＝ 4,000 円、当
日券＝ 4,500 円（ともに全席指定）
▽入場券取扱場所　弘前文化セン
ター、市民会館、中三弘前店、さく
ら野百貨店弘前店、エルムショッピ
ングセンター
▽その他　無料の託児室がありま
す（平成 30 年１月 22 日までに、
申し込みが必要。おおむね３歳以
上）。

 
 

■問 弘 前 文 化 セ ン タ ー（ ☎ 33・
6571、第３火曜日は休み）

ふれあい高齢者
グラウンド・ゴルフ親善大会
　健康保持と参加者の親睦を深める
ことを目的に開催します。
▽とき　平成 30 年１月 27 日（土）、

午前９時～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　団体戦と個人戦
▽対象　60 歳以上の市民で構成す
るチーム（原則６人）＝ 36 チーム

（先着順）
▽参加料　１チーム 2,000 円
※申し込み後のキャンセルは参加料
を返金できませんのでご注意を。
▽申し込み方法　12 月５日～８日
に、弘前市社会福祉協議会（宮園２
丁目、弘前市社会福祉センター内）
に備え付けの参加申込書に必要事項
を記入の上、申し込みください。
※詳しくは、問い合わせを。
■問弘前市社会福祉協議会（古澤さん、
☎ 33・1161）

藤田記念庭園冬期開園

▽とき　平成 30 年３月 31 日まで
の午前９時～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
※クラフト＆和カフェ匠館も開館し
ます（年末年始は休み）。
▽入園料　無料（会議室は有料）
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

弘前大学公開講座
「リンゴを科学する」
　りんご生産者やりんご産業関係者
などを対象に、りんごに関するさま
ざまな講座を開講します。
▽とき　12 月９日（土）
　　　　午前９時～午後３時 55 分
▽ところ　平川市生涯学習センター

（平川市猿賀南田）２階多目的ホール
▽受講料　無料
■問 平川市農林課（☎ 44・1111、
内線 2175）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員・学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つ全 10 回の講座やワーク
ショップを行っています。
▽日程と内容　第５回＝ 12 月 13
日…「リンゴづくりだけで家族を養
えるのか」…講師・黄孝春さん（弘
前大学人文社会科学部教授）／第６
回＝ 12 月 26 日…「食と地域活性
化」…講師・カーペンター・ビクター・
リーさん（弘前大学人文社会科学部
特命教授）
※時間はいずれも午後６時半から。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝ 30 人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　６回以上参加した人に、
修了証を交付します。
■問 中央公民館（☎ 33･6561、火
曜日は休み）、弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎
39･3198）

ベテランズセミナー

【津軽為信最後の居城「堀越城」の
話を聞こう】
▽とき　12 月 14 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　現在、整備の進む国史跡「堀

越城跡」について、これまでの調査
結果を交えたお話
▽講師　文化財課職員
▽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 12 月 11 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・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。

北の文脈文学講座

▽とき　12 月 16 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　新収蔵資料（謙三、吉彦、
洋次郎）
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 円
※ 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、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢や住

所を確認できるものの提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

現代セミナーひろさき

～デザインのお話 伝統工芸からア
ニメまで～
▽とき　12 月 16 日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽内容　身の周りにあふれる「デザ
イン」の魅力や不思議について
▽講師　石川善朗さん（弘前大学教
育学部教授）
▽定員　30 人（先着順）
▽受講料　無料
■問 12 月 15 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・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。

東北女子大学公開講座

◎本と心を読む楽しさ～星の王子さ
ま 27 の秘密～

▽とき　12 月 16 日（土）
　　　　午前 10 時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁目）
▽対象　中学生以上
※事前の申し込み無しでも、参加で
きます。
▽受講料　無料
◎東北女子大学児童学科ふれあい塾
▽日程と内容　第１部＝ 12 月 16
日（土）、午前 10 時半～午後０時
半…青森県の花材を利用してクリス
マスリースづくり／第２部＝午後１
時～３時…VR メガネを作って VR
体験、蒸気の力で動く船を作ろう、
絵本の世界にいろいろな音を入れて
みよう
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階市
民文化交流館イベントスペース
▽定員　第１部＝ 25 組（小学校３
年生以上の子どもと保護者）／第２
部＝ 21 組（家族）
※第 2 部は小学校 3 年生以上の 1
人でも参加可。
▽参加料　第１部＝ 500 円、第２
部＝ 200 円（１組当たり）　
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み期限　12 月９日
■問 東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

 教室・講座

▽とき　12 月 17 日（日）、午後２時半～６時半（開場は午後１時半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白銀町）大会議室
▽内容　講演「日本の伝統を次世代につなぐ～文化と経済両輪での成長を目指し
て～」…講師・矢島里佳さん（和える〈aeru〉代表取締役）、講演「地域社会を充
実させる『縮充』を求めて」…講師・山崎亮さん（studio-L 代表）、パネルディ
スカッション「学都ひろさき型コミュニティの形成を考える」…パネリスト・矢
島里佳さん、山崎亮さん、大西晶子さん（SEEDS NETWORK 理事長）、橋本馨
さん（弘前大学教育学部３年）／コーディネーター・森樹男さん（弘前大学人文
社会科学部教授）
▽定員　150 人（定員に達し次第、参加受け付けを終了）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。当日は、駐車場の混雑が予想されるので、なるべく、公共
交通機関をご利用ください。
■問い合わせ・申込先　12 月 11 日までに、大学コンソーシアム学都ひろさき事務
局（弘前大学社会連携課内、☎ 39・3160、平日の午前８時半～午後５時）へ。

大学コンソーシアム学都ひろさき
設立 10周年記念シンポジウム

「学都ひろさきの未来をデザインする」

▲矢島里佳さん

▲山崎亮さん

▲ MALTA さん ▲関山幸弘さん
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※詳細は「平成 29 年度健康と福祉ごよみ」17 ～ 25 ページで確認を。
■問国保特定健康診査、国保人間・脳ドック…国保年金課国保運営係（☎ 35・1116）／後期高齢者の健康診査、歯
科健診…国保年金課後期高齢者医療係（☎ 40・7046）

診査名 対象 料金 受診締め切り

国保特定健康診査・
後期高齢者の健康診査

国民健康保険に加入している 40
歳以上の人または後期高齢者医療
制度に加入している人

無料（健康診査には約１万円の費用がかかりますが、受診券
を使用することで年度内 1 回に限り、無料で受診できます）

平成 30 年３月 15 日

国保人間ドック 次のいずれにも該当する人
〇国民健康保険に加入している
40 歳以上の人
〇国民健康保険料の滞納が無い世
帯の人

4,000 円（年度内 1 回。国保特定健康診査が含まれ、同時受
診となります。また、検診内容や年齢により自己負担額が増
減することがあります）

国保脳ドック 5,000 円（年度内 1 回。国保特定健康診査又は国保人間ドッ
クとは別に受診できます）

平成 30 年３月 31 日
後期高齢者の歯科健診 後期高齢者医療制度に加入してい

る人
無料（年度内 1 回。受診券はありませんので、被保険者証を
持参してください）

健康診査、人間・脳ドックの受診はお早めに！

創業・起業を応援します

▽日程と内容　12 月 18 日（月）、
午後４時～５時＝創業支援制度説明
会／午後５時～６時＝創業ワンポイ
ントセミナー
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）大会議室
▽対象　創業・起業に興味がある人、
創業・起業して間もない人など
▽参加料　無料
▽申し込み方法　12 月 14 日まで
に、申込書をホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo
/shoko/H29_2_shienseido.htm
l）からダウンロードし、必要事項
を記入の上、ファクスかＥメールで、
申し込みを。
■問県商工労働部地域産業課創業支援
グループ（三浦さん、☎青森 017・
734・9374、 ■Ｆ 017・734・
8107、 ■Ｅ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp）

ひとにやさしい
社会推進セミナー
▽とき　12 月 20 日（水）
　　　　午後６時半～８時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽テーマ　「聞いてみよう、いろん
な性別、いろんな生き方」
▽講師　創さん（スクランブルエッ
グ代表）
▽対象　市民または市内に通勤・通

学する人＝ 25 人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み期限　12 月 13 日まで
▽その他　無料の託児（３か月～小
学生が対象）を希望する人は、12
月６日までに申し込みを。
■問 市 民 参 画 セ ン タ ー（ ☎
31･2500）

市民スキー教室（岩木会場）

▽とき　12 月 29 日～ 31 日の午
前 10 時半～午後３時半（31 日は
正午まで）
▽ところ　岩木山百沢スキー場（百
沢字東岩木山）
※岩木山百沢スキー場は 12 月 23
日からオープンします。
▽希望クラス区分　初心者＝スキー
が初めてか、それに近い人／初級＝
１人でリフトに乗って滑ることがで
きる人／中級＝基礎パラレルターン
ができる人／上級＆レーシング＝パ
ラレルターンができる人
▽対象　小学生以上で、用具を持参
し、現地集合ができる人＝ 70 人
▽参加料　2,000 円
※各自傷害保険に加入を。
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・希望クラス（小・中学生の場
合は保護者名と学年）と返信部分
に、申込者の住所・氏名を記入の上、
12 月 15 日（必着）までに、岩木
スキークラブ（〒 036・1313、賀
田１丁目 11 の８、熊谷さん）へ。
※はがき１枚で１人まで。応募多数

の場合は 12 月 16 日に抽選し、結
果を通知します。
■問岩木スキークラブ（熊谷さん、☎
携帯 050・7122・0847）

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　平成 30 年１月 13 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
▽対象　15 組（１人での参加も可。
１組１台となります。初めて参加す
る人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、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。
▽申し込み受付　12 月 24 日～
■問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。月曜日と年末年
始〈12 月 29 日～１月３日〉は休み）

70 歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」
【事前説明会】
▽とき　平成 30 年１月８日（月）
　　　　午後１時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　「ゆっくり運動＆ミニ講座」

ヘルシーエイジングの概要など
▽対象　70 歳以上の市民
▽参加料　100 円（当日徴収）
※事前の申し込みは不要。当日会場
で参加申し込みも可。

【ヘルシーエイジングについて】
▽とき　平成 30 年１月～３月の第
２、第３、第４月曜日、午後１時半
～３時半
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽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
とミニ講座など
▽対象　70 歳以上の市民＝約 30 人
▽参加料　３カ月で約 1,000 円（内
容などにより変更あり）
■問ヘルシーエイジング（斎藤さん、
☎ 34・2649）

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕事内
容などをお伝えします。求職中であ
れば、誰でも無料で参加でき、面接
も可能です。
▽とき　12 月８日・19 日の午後
１時半～４時半（受け付けは午後１
時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20 人程度
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可。雇用保険受給者は求職

活動実績の対象になるため、雇用保
険受給資格者証の持参を。
※ UJI ターン求職者限定でスカイ
プ面談可（事前の申し込みが必要）。
参加企業については、青森労働局
または市のホームページをご覧く
ださい。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター
内、☎ 55・5608）

放送大学４月生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、平成 30 年度
第１学期（４月入学）の学生を募集
しています。
▽出願期限　平成 30 年３月 20 日

（必着）
■問 放 送 大 学 青 森 学 習 セ ン タ ー

（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎ 38・0500）
※ホームページ（http://www.ouj
.ac.jp/）からも資料請求・出願が
できます。

「吉野町煉瓦倉庫」に
まつわる情報を探しています
　吉野町煉瓦（れんが）倉庫につい
て調べ、知り、表現する活動をして
いる「れんがそうこ部」。これまで
の活動の成果を来年２月の発表会で
紹介するため、現在倉庫が建てられ
た 110 年程前から今までの間の出
来事、倉庫周辺の街や人の様子につ
いて、広く情報を集めています。
　どんなささいなことでも構いませ

んので、ご協力をお願いします。
▽情報の種類　吉野町煉瓦倉庫にま
つわる思い出話、写真、資料など
▽情報提供方法　電話か E メール
で提供を　
■問れんがそうこ部（harappa 内、☎
31・0195、 ■Ｅ post@harappa-h.
org）

平成 30 年度なかよし会・
児童クラブ入会申し込み開始
　平成 30 年４月からの入会希望申
し込みを受け付けます。
▽受付期間　12 月１日～平成 30
年 1 月 26 日の午前８時半～午後５
時（土・日曜日、祝日を除く）
▽対象　保護者の就労などにより、
放課後に留守家庭となる小学生
▽申し込み方法　入会申込書と次の
いずれかの書類を添えて申し込みく
ださい。
①平成 29 年分源泉徴収票の写し／
②就労証明書／③家庭で保護できな
いことを証明する書類
※入会申込書と就労証明書の様式
は、子育て支援課、各なかよし会・
児童クラブで配布しているほか、市
ホームページからダウンロードでき
ます。
▽申込先　子育て支援課（市役所１
階）、岩木総合支所民生課（賀田１
丁目）、相馬総合支所民生課（五所
字野沢）
■問 子育て支援課子育て支援係（☎
40・7038）

ＮＥＷＳ

　10 月 28 日に、「ひろさき卍学」で弘前の魅力を学んだ豊田小学校６年生
の児童たちが、その成果として弘前藩初代藩主津軽為信にまつわる自作劇

「弘前 未来都市物語」を発表しました。劇中には城ロボも登場。学年全員が
劇に参加し、生き生きと役を演じました。
■問広聴広報課デザインウィーク担当（☎ 40・0494）

「ひろさき卍学」で弘前の魅力を再発見！

緑の相談所 12月の
催し

【展示会】
●冬の室内植物展　14 日～ 24 日
●休館日　毎週月曜日、29 日～
平成 30 年１月３日
■問緑の相談所（☎ 33・8737）
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※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・教室名（②はクラス名、③・⑦・⑧は希望コース）、⑮は痛みや
不安がある部位を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…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。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

 各種スポーツ・体操教室

 
教室名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参　加　料 問い合わせ・申込先

①OKJ よちよ
ち親子 フィット
リトミック

12月３日・17日の午後１時
～２時

ウイング弘前
（青山５丁目）

赤ちゃんとスキンシ
ップを取りながら、
親子で楽しく体を動
かします。

生後８か月～24か
月の乳幼児と母親＝
10組

1回受講＝
1,944 円／
２回受講＝
3,240 円

事前に、ウイング弘前
（☎38・8131）へ。

②冬休みかけっ
こ教室

12月 27日・28日、平成
30年１月５日・８日・10日・
12日の午後０時半～１時50
分（１・２年生クラス）／午
後２時～３時半（３・４年生
クラス）

河西体育セン
ター（石渡１
丁目）

走る・跳ぶなどの全身
運動、ラダー、ミニハ
ードルなどを使った足
を動かすトレーニング

各クラス20人 無料

12月 15日（必着）ま
でに、河西体育センタ
ー（〒 036・8316、石
渡１丁目 19の１、☎
38・3200）へ。
（※１）（※２）

③体力づくり＆
ウオーキング教
室

火曜日コース＝平成30年１
月９日～３月13日の毎週火
曜日、午後１時半～３時／木
曜日コース＝平成30年１月
11日～３月22日の毎週木
曜日、午後１時半～３時

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール、イベ
ントスペース

ストレッチ体操、筋
力トレーニング、障
害物を使用してのウ
オーキング

各コース15人 無料

12月 20日（必着）ま
でに、運動公園（〒
036・8101、豊田２丁
目３、☎ 27・6411）へ。
（※１）（※２）

④体力アップ体
操教室

平成 30 年１月９日～３月
27日の毎週火曜日、午前 10
時半～ 11時半

市民体育館
（五十石町）
フィットネス
ルーム

ストレッチ、バランス
力と柔軟を高める体
操、筋力アップ体操

市民＝ 14人

無料

12月15日（必着）ま
でに、市民体育館（〒
036・8362、五十石町7、
☎36・2515）へ。
（※１）（※２）

⑤健康エクササ
イズ教室

平成 30年１月 11日～３月
22日の毎週木曜日、午前 10
時半～ 11時半 簡単なストレッチ体

操、有酸素運動、軽
い筋力トレーニング

市民＝14人

⑥健康エクササ
イズ教室PM

平成 30年１月 18日～３月
22日の毎週木曜日、午後１
時半～２時半

市民＝12人

⑦お腹スッキ
リ！骨盤リセッ
ト体操教室

平成30年１月９日～３月
27日の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時（午前コース）／
午後１時半～２時半（午後コ
ース） 克雪トレーニ

ングセンター
（豊田２丁目）
会議室

イスに座ってタオルを
使った体操、ストレッ
チポールを使っての体
操、呼吸エクササイズ

各コース15人

無料

12月15日（必着）まで
に、克雪トレーニングセ
ンター（〒036・8101、
豊田２丁目３の１、☎
27・3274）へ。
（※１）（※２）

⑧寝ながら骨盤
＆股関節体操教
室

平成 30年１月 10日～３月
28日の毎週水曜日、午前 10
時～ 11時（午前コース）／
午後１時半～２時半（午後コ
ース）

骨盤のゆがみチェッ
ク、呼吸法を取り入
れた運動、骨盤のゆ
がみを改善する体操、
股関節の柔軟性を高
める体操、ストレッ
チポールを使い寝な
がら体操

各コース８人

⑨克トレ                                                      
ウオーキング教
室

平成 30 年１月 15 日～３月
26 日（２月 12 日を除く）
の毎週月曜日、午前 10時～
正午

克雪トレーニ
ングセンター
（豊田２丁目）
主練習場

ウオーキングの基礎、
簡単な筋力トレーニン
グ、ウオーミングアッ
プ、クーリングダウン

市民＝20人（先着
順）

3,000 円
（キャンセル
による返金
は不可）

12月４日～27日に、
直接窓口か電話で、克雪
トレーニングセンター
（☎27・3274）へ。

⑩スロージョギ
ング教室

平成 30年１月 13日～２月
10日（1月 27日を除く）
の毎週土曜日、午後１時半～
２時 45分

金属町体育セ
ンター集会室

ウオーミングアップ
運動、クールダウン
のストレッチ、スロ
ージョギングの姿勢
や走り方などの紹介

市民＝10人程度

無料

12月 21日までに、金
属町体育センター（〒
036・8245、金属町１
の９、☎ 87・2482）へ。
（※１）（※２）

⑪～認知症の予
防をしよう！～
楽しく健康教室

平成 30年１月４日～２月８
日の毎週木曜日、午後１時半
～２時半

リズム体操、遊びを
取り入れた楽しいゲ
ーム（脳トレ）など

市民＝10人程度

⑫ゆったり体力
ＵＰストレッチ
体操教室

平成30年１月６日～３月
17日（１月 27日を除く）
の毎週水曜日、午前 10時半
～ 11時半

身体をほぐすストレッ
チ体操、簡単な筋力ト
レーニング、自宅でも
簡単にできる脳トレ

市民＝12人程度

⑬ヒロロ健康サ
ークル～みんな
で体を動かそ
う！～

平成30年１月９日～ 30日
の毎週火曜日、午前 10時半
～ 11時 50分（受け付けは
午前10時～）

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール

健幸増進リーダーに
よる体操、ストレッ
チ、ゴムチューブト
レーニングなど

毎回継続して参加で
きる40歳以上の市
民＝ 30人

無料

12月 15日（必着）ま
でに、健康づくり推進
課（〒 036・8711、野
田２丁目７の１、☎
37・3750）へ。
（※１）（※２）

⑭ヒロロABC
サークル～みん
なで体を動かそ
う！～

平成 30年１月 11日～３月
22日の毎週木曜日、午前 10
時半～ 11時 50分（受け付
けは午前 10時～）

⑮ヒロロからだ
スッキリ実践講
座（４クール目）

平成 30年１月 12日～３月
16日の毎週金曜日、午前 10
時半～正午（受け付けは午前
10時～）

膝、腰、関節に痛み
や不安がある人向け
の機能改善、悪化予
防を目的とした、無
理なく楽にできる体
操

膝、腰、関節の痛み
や不安を感じる40
歳以上の市民＝ 50
人

12月４日～22日（必着）
に、弘前市保健センター
（〒036・8711、野田
２丁目７の１、☎37・
3750）へ。
（※１）

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告 今月の市税などの納期

納期限
12 月 28 日

☆今月は第3・第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用ください。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が加算される場合があります。

国民健康保険料  第６期
介 護 保 険 料  第６期
後期高齢者医療保険料  第６期

 各種無料相談
名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

夜間・休日納税相
談

夜間＝12月 18日～ 22日・25日の
午後５時～７時半／休日＝ 12月 17
日・24日の午前９時～午後４時

収納課（市役所２階）
日中や平日に納税相談ができな
い人のための夜間・休日納税相
談

収納課（☎ 40・7032、
40・7033）

行政書士弘前コス
モス会による無料
相談会

12月 12日（火）、午後１時半～３時
半

ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室

相続・遺言を中心とした相談（事
前の予約は不要）

弘前コスモス会（ふたば行
政書士事務所　二葉さん、
☎ 88・8781）

青森県よろず
支援拠点 平日の午前10時～午後 4時 電話で随時受け付けま

す。
中小企業および小規模事業者を
対象にした経営相談

21あおもり産業総合支援
センター（☎青森 017・
721・3787）

平成 30 年度青森県武道館の
使用計画受け付け
▽受付期間　12 月１日～平成 30
年１月８日
▽対象事業　各種大会やイベント
▽申し込み方法　ホームページから
申し込むか、直接会場へ。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、２月上旬に
結果をお知らせします。
■問 青森県武道館（☎ 26・2200、
■Ｈ http://www.aomorikenbudo
ukan.com/）

平成 30 年度体育施設の
利用計画受け付け
▽受付期間　12 月１日～平成 30
年１月 12 日
▽対象事業　各種スポーツ大会・催
し物
※対象事業以外は通常予約です。
▽対象施設　市民体育館、運動公
園、克雪トレーニングセンター、
弓道場、南富田町体育センター、
金属町体育センター、岩木山総合
公園、弘前 B&G 海洋センター、岩
木 B&G 海洋センター、河西体育
センター、笹森記念体育館、千年
庭球場、弘前公園庭球場、小沢運
動広場、悪戸・加藤川・境関・石川・

栄町の各河川敷運動施設、温水プー
ル石川、第３市民プール、相馬球
場
※市主催事業および工事などによ
り、希望に沿えない場合がありま
す。
▽申し込み方法　申込用紙に必要事
項を記入し、文化スポーツ振興課（市
役所４階）へ提出を。
※申込用紙は文化スポーツ振興課お
よび各体育施設に備え付けているほ
か、市ホームページにも掲載してい
ます。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、２月上旬に
結果をお知らせします。
■問 文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

県税納税証明書の交付申請

　官公庁の入札参加資格審査申請、
建設業許可申請、所得税確定申告、
金融機関の融資申し込みなどのた
め、県税（法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税・個人事業税など）
の納税額または未納額がないことの
証明書が必要な人は、次の書類など
を準備してください（納税して間も
ない時は、領収証書を提示してくだ
さい）。
○本人申請の場合　
①申請書（県税部窓口で入手、また

は県ホームページからダウンロード
できます）
②納税義務者の印章（はんこ）
※法人の場合は代表取締役印。
③本人確認ができる書類（運転免許
証、パスポートなど写真付きの公的
書類）
④手数料（１件につき県収入証紙
400 円）
○代理人申請の場合
前記①④のほか、
⑤委任状（申請書「委任に関する事
項」欄使用可）…納税義務者本人の
自署捺印のもの
※法人の場合は代表取締役印。
⑥代理人の印章および代理人の本人
確認書類（運転免許証、パスポート
など写真付きの公的書類）
■問中南地域県民局県税部納税管理課

（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、内線 229、279）

お詫びと訂正

　広報ひろさき 11 月 15 日号の
９ページ「休日在宅当番」内、「崎
堀クリニック」とあるのは「場崎
クリニック」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。 
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）　
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健康の掲示板
弘前市保健センター（健康づくり推進課内、野田２丁目）　☎ 37・3750

母子保健
　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各指定医療機関での個別健診を除く）で、
料金は無料です。なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してください。★は対象者に健康
診査票を送付します。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容
乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 12 月 20 日・21 日／受付＝午後０時半～１時半 平成 28 年６月生まれ
３歳児 12 月６日・７日／受付＝午後０時半～１時半 平成 26 年５月生まれ
１歳児歯科 12 月 13 日・14 日／受付＝午後０時半～１時 平成 28 年 12 月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成 27 年６月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室
12 月 22 日（金）、午後１時～２時半／受付＝午後０時半～ 1 時 平成 29 年７月生まれ

＝ 25 組（先着順） 12 月５日から弘前
市保健センターへ。離乳食講話・グループレッスン／育児相談

※母子健康手帳・バスタオル・おむつ・ミルクの持参を。

検　診 　早期発見、早期治療のために年１回は、健（検）診を受けましょう。

名称 対象（年度内年齢） 内容

胃がんリスク検診 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳 血液検査で胃がんの原因となるピロリ菌感染の有無や胃粘膜の状態を調べ
る検査です。対象の人には無料受診券が送付されています。

成人歯科健診 30 歳、40 歳、50 歳、60 歳、70 歳 むし歯や全身にも影響のある歯周疾患の早期発見、口腔内の健康度をチェ
ックします。対象の人には無料受診券が送付されています。

骨密度検診 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、
65 歳、70 歳の女性

ホルモンの影響で骨粗しょう症のリスクが高い女性に対して実施していま
す。医師会健診センター、医療機関で受診できます。

肝炎ウイルス検診
40 歳
※ただし、過去にＢ型およびＣ型ウイル
ス検査や治療を受けたことがない人。

血液検査でがんの原因にもなる肝炎ウイルスの有無を調べる検査です。医
師会健診センター、医療機関で受診できます。

名称
（受診場所）

受診日 問い合わせ先 料金内容

女性の健康診査 
（医師会健診センター）

12 月 13 日・21 日（次月以降はお問い合わせを）
※ 12 月 21 日は託児日で乳幼児 10 人まで。

受診希望日の１週間前までに健
康づくり推進課（☎ 37・3750、
土・日曜日、祝日を除く午前８
時半～午後５時）へ。それぞれ
定員になり次第締切。

800 円女性のみ。血液検査、尿検査、内科診察、骨密度検査などの健診 
※妊娠中やその疑いのある人は受診できません。

国保 40 歳未満の健診 
（医師会健診センター）

12 月１日、２日、６日、８日、11 日、12 日、14 日～ 16 日、18 日、
20 日、22 日（次月以降はお問い合わせを） 無料国保加入者の男性のみ。腹囲測定、血液検査、尿検査、内科診察な
どの健診

名称
（受診場所）

受診日 問い合わせ先 料金内容

がん検診および各種健診 
（医師会健診センター）

通年（12 月５日～平成 30 年３月 15 日）
弘前市医師会健診センター（☎フリーダ
イヤル 0120・050・489、平日午前８
時から午後 4 時〈正午～午後１時を除く〉）

胃がん 1,000 円
大腸がん 500 円
肺がん 400 円

子宮がん 700 円
乳がん 700 円

前立腺がん 500 円
骨密度 300 円

肝炎ウイルス 500 円
その他 無料

胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺がん検診、
骨密度検診、結核検診、肝炎ウイルス検診、
胃がんリスク検診、特定健診、後期高齢者
健診

医療機関での検診
胃・大腸・子宮・乳・前立腺がん検診、骨密度検診、結核検診、肝炎ウイルス検診、
胃がんリスク検診、特定健診、後期高齢者健診は、各医療機関でも受診できます。詳
細は「健康と福祉ごよみ」をご覧ください。

★ 40 歳以上の健（検）診（職場で受診できる人は除く）

★ 18 歳～ 39 歳の健（検）診（職場で受診できる人は除く）

※ 70歳以上の人、生活保護受給世帯の人、住民税非課税世帯の人（世帯全員が非課税）、65歳～ 69歳で後期高齢者医
療制度に加入している人は各種健診料金が無料です。また、市国保加入者の人は、各がん検診料金が半額となります。

★節目健（検）診（今年度対象になっている人はぜひ受診を）

各種相談

名称 内容 とき ところ

健やか育児相談
①子育て相談（育児、食事、歯みがき、
母乳について）
②講座「トイレトレーニングのお話」

（時間は午前 10 時半～ 10 時 50 分）

12 月 18 日（月）、午前 10 時～ 11 時 45
分（受け付けは午前 11 時まで）

駅前こどもの広場
（駅前町、ヒロロ３階）

※母子健康手帳の持参を。歯の相談をする人は、普段使っている歯ブラシの持参を。

こころの健康相談 本人や家族のこころの悩み、家族を自
死で亡くした人の悩みについて

12 月 19 日（火）、午前９時～ 11 時（事前
の予約が必要）

弘前市保健センター
（野田２丁目）

のびのび子ども相談
発達相談（ことばが遅い、落ち着きが
ないなど）。対象は市民で 1 歳以上の幼
児とその家族。母子健康手帳の持参を。

12 月 19 日（火）、午前９時半～午後３時（受
け付けは午後２時まで。12月１日～18日に、
事前の予約が必要）

健康相談・禁煙相談 生活習慣病の予防、健診結果、禁煙な
ど、健康や栄養について

弘前市保健センター＝ 12 月 18 日／ヒロロ（駅前町）３階健康エリア＝ 12 月８
日・20 日・24 日
※時間はいずれも午前９時～ 11 時。２日前（12 月 24 日のみ３日前）までに、
事前の予約が必要。

【Ｂ型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・
４種混合・不活化ポリオ・ＢＣＧ・
水痘・麻しん風しん混合・日本脳炎・
２種混合・子宮頸がん予防ワクチン】
　通年接種です。「健康と福祉ごよみ」
で接種年齢や指定医療機関を確認し、
体調のよい時に計画的に接種しまし
ょう。接種年齢から外れると有料に
なりますので、ご注意ください。
　平成 30 年度小学校に入学予定
で、麻しん風しん混合２期の予防接
種をまだ済ませていない幼児は、年
度内に忘れずに接種しましょう。

【小児インフルエンザワクチンの接
種費用助成】
　生後６か月以上７歳未満までの未
就学児を対象に、インフルエンザ予
防接種の２回接種のうち、１回分の
接種費用を助成します。対象者には
助成券を発行しますので、接種時ま
で大切に保管してください。
▽実施期間　平成 30 年１月 31 日
まで
※予防接種の際は、助成券と母子健
康手帳を必ず医療機関に持参してく
ださい。

【高齢者インフルエンザ予防接種】
　65 歳以上の人、および 60 歳か
ら 64 歳の人で心臓・腎臓・呼吸器・
免疫機能に障がいのある人（身体障
害者手帳 1 級程度）を対象に、季
節性インフルエンザ予防接種を一部
公費負担します。
▽実施期間　12 月 31 日まで
▽自己負担　1,600 円（生活保護
受給者は無料）

定期予防接種など
※接種を希望する人は、直接医療機
関に問い合わせを。

【高齢者肺炎球菌感染症の予防接種】
　対象の人にはお知らせしています
が、すでに 23 価肺炎球菌ワクチン
の接種を受けた場合は対象から外れ
ます。

【風しん抗体検査とワクチン接種費
用を全額助成】
▽実施期間　平成 30 年３月 31 日
まで
▽対象　市内に住所を有し、平成２
年４月１日以前に生まれた人で、妊
娠を予定している女性と、風しん抗
体価が低い妊婦の同居家族。
※過去に風しんにかかったり、助成
を受けたことがある場合は対象外。
▽申請方法　健康づくり推進課で事
前に申請を。

【世界エイズデー】
　12 月１日は「世界のエイズデー」
で す。 保 健 所 で は、 エ イ ズ の 相
談・検査ができます。世界エイズ
デーの今年のキャンペーンテーマ
は「UPDATE ！エイズのイメージ
を変えよう」です。HIV・エイズの
正しい知識を得て、「予防、検査、
治療、支援、理解」に努めましょ
う。詳しくは、電話または青森県庁
ホームページ「相談・検査（青森県
''STOP AIDS''）」でご確認くださ
い。
■問弘前保健所（☎ 38・2389）

【第 11 回弘大病院がん診療市民公
開講座】
▽とき　12 月 17 日（日）、午後１

時～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　「進歩する肺がん薬物療法
～個別化治療、免疫療法を中心に～」
…講師・當麻景章さん（弘前大学医
学部附属病院呼吸器内科講師）、「血
液がんのいろいろ」…講師・玉井佳
子さん（弘前大学医学部附属病院輸
血部診療教授）
▽定員　100 人　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部附属病院がん相談
支援センター（高谷さん、☎ 39・
5174）

【ゲートキーパーフォローアップ研
修会】
　傾聴の技法を学び、誰もが安心し
て暮らせる地域を一緒に作りません
か。
▽とき　12 月 26 日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　傾聴の
技法の修得
▽ 対 象　 市 民
で、ゲートキー
パー講座を受け
た こ と が あ る
人、傾聴の技法
を学びたい人＝ 50 人
▽講師　田中真さん（弘前大学大学
院保健学研究科助教）
▽受講料　無料
■問 12 月 19 日までに、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

お知らせ
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」
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課
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す
。

１月１日号の投稿募集

　～川柳のお題～
　「見」

１月生まれ写真募集中！

…お題から自由に発想して、一
句ひねってみてください。
▼応募方法　次の事項を記入し、
12 月７日（必着）までに、郵送、
持参、ファクスまたはＥメール
で応募を。
①住所・氏名・ペンネーム（希
望者のみ）・電話番号　
②川柳（１人一句まで）
※なお、応募多数の場合は、採
用されない場合もあります。

★対象　平成 30 年１月に１歳
の誕生日を迎える市内在住の子
★掲載内容　子どもの写真・氏
名（ふりがな）・生年月日・住所

（町名まで）
★応募方法　①子どもの写真１
枚（プリント・データのどちらか）
に、②子どもの氏名（ふりがな）・
生年月日・性別、住所、保護者
氏名、電話番号を記入したもの
を添えて、12 月７日（必着）ま
でに、郵送、持参またはＥメー
ルでご応募ください。

★問い合わせ・応募先　広聴広報課（〒 036・8551、上白銀
町１の１、市役所２階、☎ 35・1194、ファクス35・0080、Ｅ
メール kouhou@city.hirosaki.lg.jp）

１歳の記念に写真を
掲載してみませんか。

宇
う の

野 凱
かいせい

政くん
H28.12.4 生（石渡 3）

前
ま え だ

田 陽
ひ す い

翠ちゃん
H28.12.6 生（鼻和）

松
まつたに

谷 釉
ゆ ら

永ちゃん
H28.12.12 生（松原東 2）

 

伊
い と う

藤 桜
さ い ち

市くん
H28.12.4 生（松木平）

小
お さ な い

山内 聖
こ う き

騎くん
H28.12.24 生（和徳町）

須
す と う

藤 聖
まさはる

日くん
H28.12.24 生（泉野１）

村
む ら た

田 咲
さ く

玖ちゃん
H28.12.1 生（取上 2）

永
な が い

井 千
ち は る

陽ちゃん
H28.12.12 生（松原西 2）

 

寺
てらしま

島 優
ゆ う と

仁くん
H28.12.9 生（樹木 1）

 

成
な り た

田 陽
は る と

采くん
H28.12.28 生（西茂森 2）

 

中
な か の

野 渚
な ぎ さ

彩ちゃん
H28.12.21 生（俵元 1）

 

山
やまざき

崎 太
た い が

雅くん
H28.12.29 生（泉野 4）

 

堀
ほりうち

内 嶺
ね ね

羽ちゃん
H28.12.17 生（境関１）

 

福
ふ く し

士 詠
え い た

太くん
H28.12.8 生（在府町）

 

楠
く す み

美 琴
こ と は

羽ちゃん
H28.12.7 生（小沢）

 

成
な り た

田 季
き い

生ちゃん
H28.12.14 生（千年 1）

 

福
ふ く い

井 蓮
れん

くん
H28.12.8 生（広野 2）

 

大
お お わ だ

和田 瑛
え い と

斗くん
H28.12.15 生（宮川 3）

長
おさない

内 ひなきちゃん
H28.12.2 生（石渡 4）

 

太
お お た

田 灯
と う か

香ちゃん
H28.12.22 生（学園町）
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一
いちのへ

戸 結
ゆ あ

空ちゃん（左）・希
の あ

空ちゃん（右）

H28.12.26 生（新里）
相
そ う ま

馬 快
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星くん
H28.12.14 生（境関）
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太くん
H28.12.10 生（山王町）
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ちゃん
H28.12.8 生（紺屋町）
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佐
さ さ き

々木 柊
と う わ

和くん
H28.12.26 生（若党町）

小
お の

野 心
こ ゆ き

雪ちゃん
H28.12.30 生（境関）

通 信

12 月生まれ

教えて！たか丸くん
クイズの答え

答えは③の約３万個だよ。３品
種５色のりんごを使って、顔
や着物なども細かく表現した
んだ。りんごは展示終了後に
ジュースに加工して弘前市のＰ
Ｒに活用されるんだって。
来年も「リンゴアート」が見ら
れるといいね！

※質問は10ページに掲載。
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✂
食改さん
おすすめ
レシピ

メタボ予防の簡単レシピ　鶏むね肉のハニーマスタードソースかけ
File.72 弘前市食生活改善推進員会

30

■１人分の栄養量 ： エネルギー／ 261kcal、タンパク質／ 18.9g、脂質／ 13.0g、食塩相当量／ 0.9g

①キャベツは１cm幅に切る。ブロッコリーは小房に分ける。ミニトマトはへたを
除く。

②鶏肉は両面にこしょうをふる。フライパンにオ
リーブ油を入れ鶏肉の皮を下にして入れ弱火に
かける。ふたをして５分くらい焼く。肉を裏返し、
フライパンに①の野菜を一緒に入れ塩少々をふ
る。再びふたをして３分くらい加熱する。

③肉と野菜を取り出し、そのままフライパンにA
の調味料を入れ軽く火を通す。

④肉はそぎ切りにし、皿に野菜と一緒に盛りつけて③のソースをかけて出来上がり。

 
材料（2 人分）
鶏むね肉…………… 160g
キャベツ 150g（葉３枚）
ブロッコリー…………60g
ミニトマト……60g（６粒）

粒マスタード …大さじ 1
はちみつ … 大さじ 1/2
酒 ………………大さじ 1

こしょう………………少々
オリーブ油… 大さじ 1/2
塩 ……………………… 少々

A

●フライパン１つで、肉と野菜を一緒に調理できる簡単レシピです。肉の
うま味が野菜にしみ込んでおいしくヘルシーなレシピです。ポイント！

 

自然に任せてあるがままに生きることを
説いた老子と荘子。「千里の行も足下よ
り始まる（小さな一歩でも目標に近づい
ているよ）」など、生きるヒントをパンダ
の写真とともに紹介。（弘）（こ）

騙し絵の牙
塩田武士 著、KADOKAWA

老子と荘子のまあるく生きる
ヒント
河出書房新社 編、河出書房新社

青森県内の老舗 159 店舗を、当時の古
い写真も交えながら掲載。先人の思いや
行動が詰まった「老舗のヒューマンスト
ーリー｣ をメインに、長く営業を続けて
こられた秘訣（ひけつ）を紹介。（弘）

中学生はいろいろと悩み事が多い時期。
友達や親への不満、恋の悩み、勉強、部活、
進路 ･･･。思春期に直面する数々の悩み
にどのように向き合っていけば良いか、
道筋を示してくれる1 冊。（岩）

パウンドケーキが 15 センチのパウンド
型と材料を混ぜるだけで簡単に作れる。
卵や乳製品、白砂糖を使わず体に優しく
ヘルシーなレシピを、焼くと蒸す２種の
パウンドケーキから紹介。（弘）

バター・卵なしのやさしいパウンド
ケーキ　Steamed & Baked 
今井洋子 著、河出書房新社

あおもり老舗ものがたり
東奥日報社 編

中学生の悩みごと
高濱正伸・大塚剛史 著、
実務教育出版

ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ　ＣＯＭＩＮＧ ＵＰ 弘前市立図書館近着図書紹介

大手出版社で雑誌編集長を務める速水。
上司から廃刊を匂わされた事で組織に翻
弄されていく。俳優・大泉洋を「あてが
き」した、主人公と大泉洋がリンクする
新しい形の長編小説。（弘）（岩）

各図書館の休館日

◆弘前図書館（下白銀町）☎ 32・3794
毎月第３木曜日（祝日の場合は翌日に振
替）、年末年始、蔵書点検期間
◆岩木図書館（賀田１丁目）☎ 82・1651
毎週月曜日、年末年始、蔵書点検期間
◆こども絵本の森（ヒロロ内）
☎ 35・0155
毎月第３木曜日（祝日の場合は翌日に振
替）、蔵書点検期間
◆相馬ライブラリー（相馬やすらぎ館内）
☎ 84・2316
毎週水曜日、年末年始、蔵書点検期間

◆所蔵館の情報は（　）で表示しています。（弘）: 弘前図書館 / 移動図書館　（岩）: 岩木図書館　（こ）: こども絵本の森　（相）: 相馬ライブラリー

 

　ヤマフクくん（山本副市長 !?）が、市が行っているいろいろな取り組みと
それにかける想いをわかりやすく伝えます。

Vol ９．広聴広報編

伝えたい！市の想い！伝えたい！市の想い！
●①

●⑩

弘前市では、市民の皆さんの意見を
広く聴き、そこから出たアイデアや
意見を市政に反映させていきたいと
考えているんだ！

どうやって発信
しているの？

そう！それから、
皆さんの声を聴く
だけではなく、市
役所から積極的に
情報を発信し
ていくことも
大切なんだ！

その他、テレビやラジオ、ホームペー
ジやフェイスブック・ツイッターでも
情報を発信しているよ！

●② ●③

●④ ●⑤

●⑦

●⑧

●⑨

●⑪

●⑫

そのため、皆さんから
の意見を聴く場をさま
ざま設けているんだけ
ど、知っているかな？

今号で
最終回

　いろいろ工夫し
ているんだね～！
私たちも市政に関
わって、みんなで　
弘前市を良くして
　いきたいね。

どんなことをして
いるの？

出前講座

？
？

？
？

市政懇談会 新しい総合計画策定の
ための意見交換会 　　そうなんだ～！

 みんなの声を聴きなが
ら市の取り組みが行わ
    れているんだね！

意見交換会や市政懇談会
を行い、市の取り組みの参
考となる提案や意見をたく
さんいただきました！

●⑥

もっと市の取り組みを知りたいという
場合は「出前講座」を利用するといい
よ。市の職員が市の制度や取り組みな
どを紹介するんだ。

青森県広報コンクール
３年連続特選（１位）受賞！

シティプロモーションフェイスブック
は１万 4,000「いいね」獲得！

身近なものだと、市の広報誌
「広報ひろさき」だね。市の制
度やイベント情報の紹介など、
広く皆さんに伝えたい情報を掲
載しているよ。

　　今年は新しい総合
　計画を作るため、全地
区の皆さんからたくさんの
　　 意見や提案をもらっ
　　　　たんだ！

他にも市政に関する
アイデアを簡単に投書
できる「わたしのアイ
デアポスト」や市長と
直接意見交換ができる
「市長車座ミーティング」
なども行っているよ！

市長車座ミーティング わたしのアイデアポスト

総合計画

●⑬

そう！市民や企業、そして行政が一緒に
なって「オール弘前体制」で弘前市を作っ
ていくことが大切なんだ！みんなの力で
笑顔あふれるまちにしよう！

※総合計画…市政を運営する上で、すべての基本となる計画。現在、新しい総合計画を策定中。
※公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicity ／公式ツイッター　https://twitter.com/hirosaki_city
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 35・1194）

12 月４日の午前 11 時半から、ＦＭアップルウェーブ（78.8 ＭＨｚ）の「行政なんでも情報」で「ヤマフクくんの伝えたい！市の
想い！　Vol.9 広聴広報編」について放送する予定です。ぜひお聞きください。



■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・1111　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。
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公式 WEB サイト　 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/
公式 Facebook　http://www.facebook.com/HirosakiDesignWeek/
■問い合わせ先　広聴広報課 ( 〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・0494、
ファクス 35・0080、Ｅメール kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）

「いいね！」

お願い
　します！

弘前 フィンランド
クリスマスマーケット

弘前デザインウィーク

クリスマスマーケット＆
オーロラ投影（追手門広場）
▽時間　12月 22日の午後４
時～９時／ 12 月 23 日・24
日の午前 11時～午後９時
▽内容　クリスマスメニュー
を堪能できるフードコート、
青森の作家によるクリスマ
ス雑貨を購入できるハンドメイド
マーケット、音楽パフォーマンス、
オーロラ投影

　弘前デザインウィークでは、洋館のイルミネーションをメ
インに、クリスマス・デコレーションされた空間で、クリス
マスマーケットやフィンランドミュージアムを開催します。

洋館イルミネーション
（旧弘前市立図書館）
▽時間　12月１日～ 25日
　　　　午後４時～ 12時
▽内容　弘前の洋館を「アップル
ハート」をテーマとした温かなイ
ルミネーションが彩ります。

フィンランドミュージアム
（旧弘前市立図書館内）
▽時間　12 月１日～ 25 日の
午前９時～午後５時（12 月
22 日～ 24 日のみ午前９時～ 
午後９時）
▽内容　フィンランドデザイン
とクリスマスグッズで、洋館内
を装飾します。

12 月１日～ 25 日
追手門広場・旧弘前市立図書館

観覧料
無料
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