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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〈12月29日は午後10時まで〉）

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）
りんごの家（りんご公園内） 清水富田字寺沢 午前９時～午後５時　 りんごの家（☎ 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）

　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

加藤眼科クリニック（田
町５）

☎31・3711

斎藤耳鼻咽喉科医院（城
東２）

☎26・0033

１／１ のだ眼科・血管内科ク
リニック（神田３）

☎33・6611

あきた耳鼻咽喉科クリ
ニック（南城西２）

☎32・2332

２ EST クリニック（福村）☎29・5500
なんば耳鼻咽喉科（高
田５）

☎55・8749

３ 伊藤眼科医院（南大町
２）

☎36・6105

さとう耳鼻咽喉科医院
（田園 4）

☎27・8733

14 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

28 よしだ耳鼻科・小児科
（中野２）

☎33・2306

歯　科
12
 ／31

やまざき歯科医院（大清
水４）

☎39・6666

弘南歯科医院（川先４） ☎26・0888
１／１ たかち歯科医院（向外瀬４）☎37・5533

やがわ歯科医院（城西４）☎39・6400
２ 百石町デンタルクリニッ

ク（百石町）
☎55・6480

明本歯科医院（大町３） ☎35・4774
３ やぎはしファミリー歯科

（富田町）
☎36・4180

ひまわり歯科クリニック
（早稲田２）

☎29・3738

７ 矯正歯科じん歯科クリニ
ック（大町２）

☎37・1182

８ 松枝歯科医院（下白銀町）☎35・2157
14 かなもり歯科（中野 5） ☎89・1550
21 Ｉ歯科（富士見町） ☎32・8511
28 あおば歯科医院（桔梗野

４）
☎31・3343

◎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

市の施設を
年末年始に開館

 

ＯＰＥＮ

※上記の施設を除くほとんどの施設（市立博物館含む）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

　入院を必要としない軽症の急患や
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で診療します。

▽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
12
 ／31

伊東内科・小児科クリニ
ック（元長町）

☎32・0630

1／7 沢田内科医院（茂森新
町１）

☎37・7755

14 さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

21 千葉胃腸科内科医院（石
渡３）

☎36・7788

28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
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Town Information

　を快適に

『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 29 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11地区のほか、大久
保地区へも導入します
（予定延長：約49km）。
【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箇所（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】
　住宅地に空き地を所有している人が町会と無償契約
を締結し、無償で空き地を貸し付けした場合（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
が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（一式当たり貸出日から原則５日間）
※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。
▽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）／枡形分署（豊原１丁目、☎ 33・
4311）／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】
○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土手町俵元線（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
※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ください。
■問い合わせ先　①土手町俵元線について…スマート
シティ推進室 (☎ 40・7109) ／②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29年度貸出町会数：66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
町会などに対して､ 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 31年度までの第２次面的整備Ⅲ期
計画の中で、時敏地区・北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／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 29 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
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■職員手当の状況②　期末手当・勤勉手当
弘前市 国

28 年度支給割合 28 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 0.750（0.35）月分 6 月期 1.225（0.65）月分 0.80（0.375）月分
12 月期 1.325（0.75）月分 0.800（0.40）月分 12 月期 1.375（0.80）月分 0.90（0.425）月分

計 2.50  （1.40）月分 1.55  （0.75）月分 計 2.60 （1.45）月分 1.70（0.80 ）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 29 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 28 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 1.425 月分

12 月期 1.625 月分

 計 3.05  月分

議　長 6 月期 1.425 月分

副議長 12 月期 1.625 月分

議　員  計 3.05  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 28 年 平成 29 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
274

78
1

75
45

172
132

75

11
278

75
1

72
45

173
132

81

 0
　 4

△ 3 
0

△ 3
 0

　　1 
0
 6

　　　
業務量増加による増員
育児休業からの復職による代替任期付職員の減員

事務の統廃合縮小による減員

業務量増加による増員

業務量増加による増員
小　計 863 868 　5

特
別
行
政
部
門

教　育
警　察
消　防

166
0
0

161
0
0

△ 5
0
0

民間委託等による減員

小　計 166 161 △ 5

公
営
企
業
等

病　院
水　道
交　通
下水道
その他

243
59

0
39
68

233
59

0
37
70　

△ 10
　 0

0
△ 2
　　2

欠員不補充による減員

　
業務の統廃合縮小による減員
業務量増加による増員

小　計 409 399 △ 10
合　　計 1,438 1,428 △ 10

（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２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）
27 年度
人件費率

28 年度 29 年 1 月 1 日
17 万 5,721 人 813 億 3,199 万円 6 億 6,752 万円 88 億 7,592 万円 10.91％ 10.81％

（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）

28 年度 1,029 人 37 億 2,280 万円 6 億 4,326 万円 13 億 1,516 万円 56 億 8,122 万円 552 万 1,000 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 28 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 29 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 4,420 円 32 万 335 円 40.5 歳 30 万 9,934 円 33 万 986 円 52.1 歳
国 33 万 531 円 41 万 719 円 43.6 歳 28 万 6,833 円 32 万 8,360 円 50.6 歳

■職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 29 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 8,200 円 17 万 8,200 円 17 万 8,200 円
高校卒 14 万 6,100 円 14 万 6,100 円 14 万 6,100 円

技能労務職 中学卒 12 万 7,900 円 13 万 1,700 円 ー
■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 29 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 7,653 円 35 万 4,067 円 35 万 5,909 円 39 万 7,683 円

高校卒 21 万 1,200 円 29 万 1,333 円 32 万 4,413 円 35 万 8,180 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 27 万 133 円 28 万 3,655 円 29 万 8,406 円
■一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 29 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 10 人 18 人 44 人 39 人 137 人 271 人 144 人 173 人 836 人
構成比 1.2% 2.2% 5.3% 4.7% 16.4% 32.3% 17.2% 20.7% 100.0%

参考 １年前の
構成比　 1.0% 2.6% 5.6% 4.8% 15.7% 33.2% 15.7% 21.4% 100.0%

■職員手当の状況①　退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 29 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

２％～ 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 492 万円 2,000 円 2,117 万 7,000 円  

（注）　１人当たり平均支給額は、平成 28 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
（28 年度） 2 万 5,073 円

職員全体に占める手当支給職員の
割合　　　　　　　　　　　　　 13.4％

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 29 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

 ①配偶者 １万円

同配偶者有 ②子 8,000 円
③その他 6,500 円

配偶者無 ④子（1 人目のみ） １万円
⑤その他（1 人目のみ） 9,000 円

※「配偶者無」の場合、２人目以降の支給額は②、
③の金額による
※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

28 年度決算
支給実績 職員１人当たり

支給年額　　　
３億 3,782 万円 30.6 万円
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　１月から、平成30年度市民税県民税申告の受け付
けが始まります。なお、今年からセルフメディケーショ
ン税制（医療費控除の特例）が創設されました。

【セルフメディケーション税制】
　健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとし
て「一定の取組」を行っている人が、平成29年１月
１日から本人や本人と同一生計の親族に係るスイッチ
ＯＴＣ医薬品を購入し、年間の購入費用が１万2,000
円を超えた場合、その超えた部分を所得控除できるも
のです（最大８万 8,000 円）。なお、この税制は平
成 30年度から平成 34年度までの医療費控除の特例
として創設され、従来の医療費控除との選択適用とな
ります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、
従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
▽必要書類　
①セルフメディケーション税制の明細書（「平成 30
年度市民税県民税申告のお知らせ」に掲載）
②「スイッチＯＴＣ医薬品」購入費の領収書
③「一定の取組」に係る領収書等（原本）または結果
通知表（コピー可）
※③について、次の○イ～○ハの記載があるものに限る。
○イ氏名／○ロ取組を行った年／○ハ事業を行った保険者、

事業者もしくは市区町村の名称、取り組みに係る診察
を行った医療機関の名称または医師の氏名
※記載がないもの、紛失等の場合は、勤務先または各
保険者等へお問い合わせください。
■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医療費控除の
特例が始まります

平成 30 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）２月２日（金）～２月 15 日（木） 市役所前川新館３階申告会場 午前８時半～午後４時本庁地区（期間内） ２月 16 日（金）～３月 15 日（木）
相馬総合支所地区 ２月９日（金）～ 15 日（木） 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 20 日（火）～３月 13 日（火）岩木総合支所１階多目的室
裾野地区 １月 26 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 26 日（金）・29 日（月） 船沢公民館
東目屋地区 １月 30 日（火） 東目屋公民館
新和地区 １月 31 日（水）・２月１日（木） 新和地区体育文化交流センター
城東地区 ２月１日（木）・２日（金） 総合学習センター
石川地区 ２月５日（月）・６日（火） 石川公民館
高杉地区 ２月７日（水）・８日（木） 北辰学区高杉ふれあいセンター
※受付期間は、土・日曜日、祝日を除きます。

「市の管理する公共施設の受動喫煙防止
対策マニュアル」を策定

　市が管理する公共施設のたばこの受動喫煙防止対策
マニュアルを作成しました。
　このマニュアルは、昨年８月に策定した「弘前市た
ばこの健康被害防止対策の指針」および今年３月に策
定した「弘前市たばこの健康被害防止対策行動計画」

 

 

シリーズ

国民健康保険の現状

ワンポイント
アドバイス

■問い合わせ先　国保年金課国保運営係（市役所１階、☎35・1116）

【平成 28 年度の決算状況について】
　国民健康保険財政は、他の健康保険と比べて、年齢
構成や医療費水準が高いことなどの理由により、構造
的な問題を抱えています。
　当市の国保財政も、このような理由から厳しい財政
状況となり、平成 27 年度末で約 17 億 7,000 万円
の累積赤字を抱える状況となりました。平成28年度
は、国民健康保険料の収納率が前年度に比べ向上した
ことや、医療費が被保険者数の減少や医療費適正化対
策の強化などで、前年度に比べ大きく減少したこと、
さらに、一般会計からの繰り入れを実施したことによ

【インフルエンザに気をつけましょう】
　インフルエンザを予防するためには、外出後の念入りな手洗いとマスクの着用による
咳エチケットが重要です。「かからない」、かかっても「うつさない」の姿勢が予防には
大切です。また、具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。

り、単年度収支で約５億 9,600 万円の黒字となりま
した。単年度収支は黒字となりましたが、累積赤字が
約 11億 8,000 万円残っていること、また、今後も
国民健康保険加入者が減少していくことや１人当たり
の医療費が増加する傾向であることから、国保財政は
厳しい状態が続きます。
　当市では、昨年度に引き続き、収納率向上のための
対策や、健康意識の向上や疾病の早期発見・早期治療
で重症化予防のために、特定健康診査の受診推進や
ジェネリック医薬品の利用促進といった医療費適正化
に積極的に取り組んでいます。

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。個人住民税の税額計
算は市が行いますので、所得税のように事業主が計算

する手間はかかりません。
【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／納期が年12
回なので普通徴収に比べて１回当たりの納付額の負担
が少ない
【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

建物を有する施設の他、屋外競
技場（野球場、テニスコート等）、
公園等

施設管理者（指定管理による指
定管理者を含む）

多くの子どもや妊産婦などが利用する施設については、可能な
限り早期の敷地内禁煙を目指すこととし、敷地内禁煙または建
物内禁煙に移行する際は、あらかじめ周知期間（おおむね３～
６カ月程度を目処とする）を設け、喫煙する利用者の理解と協
力を求めるものとする。

基本的な
方針

対象施設 対象実施者

具体的な
対策

○喫煙場所の指定（出入口付近等から半径20m以上離す〈施
設の配置や構造等により困難な場合は、可能な限り喫煙所を離
す〉）。
○喫煙場所に非喫煙者が近づくことがないよう、図面等により
禁煙区域と喫煙場所を明確に表示する。

マニュアルの概要

に基づき、市が先導的立場で施設の受動喫煙対策を適
切かつ着実に実行することを目的とし、対策を進める
上で、必要な方針、考え方、取り組み方法などを具体
的に整理したものです。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

※詳細については、市ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/2015-1210-1720-34.
html）をご覧ください。
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「一定の取組」

保険者が実施する健康診査（人間ドックなど）／
市区町村が健康増進事業として行う健康診査（生
活保護受給者等を対象とする健康診査）／予防接
種（定期接種、インフルエンザワクチンの予防接
種）／勤務先で実施する定期健康診断（事業主検診）
／特定健康診査（メタボ検診）、特定保健指導／市
区町村が健康増進事業として実施するがん検診

スイッチＯＴＣ医薬品

医師によって処方される医薬品（医療
用医薬品）から、ドラッグストアで購
入できるＯＴＣ医薬品に転用された医薬品
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　地域活動やボランティア活動中の思わぬ事故をサ
ポートする事前申し込み不要の弘前市市民活動保険制
度を実施しています。活動中に事故などがあった場合
にはお問い合わせください。
▽対象　市内に活動の本拠地を置く市民活動団体が計
画する活動に参加するボランティア、スタッフ、指導
者など
▽補償内容　
○傷害保険…活動者自身が活動中に事故でけがをした
とき（事故発生から 180 日以内の死亡、後遺障害、
入院、通院に限る）／入院＝１日 3,000 円、通院＝

１日 2,000 円（90 日を限度）、死亡＝ 500 万円、
後遺障害＝15万円～ 500万円
○賠償保険…活動者または活動団体が過失により、他
人にけがをさせたり、他人のものを壊して、その人から
損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合／
対人賠償=1人最大１億円、１事故最大２億円／対物賠償
＝１事故最大１億円／保管物賠償＝１事故最大 300
万円（現金・証券・美術品などは対象外）
▽その他　保険金の請求には、日ごろの具体的な活動
内容や事故の状況などの書面の提出が必要です。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎40・7108）

弘前市市民活動保険制度地域活動などを
している皆さんへ

　65歳以上の希望する人に、はり・きゅう・マッサー
ジの受療券を交付し、施術料を助成しています。なお、
受療券は市指定の施術所のみで使用でき、助成対象は
医療保険適用外の施術に限ります。
▽申請期間　平成30年３月 31日まで
▽受付時間　午前８時半～午後５時（即日交付）
▽交付枚数　申請時期により、交付枚数が異なります
12月申請＝４枚／１月～２月申請＝３枚／３月申請
＝２枚
▽助成金額　１枚につき500円

▽申請・交付場所　介護福
祉課（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）
▽申請・交付に必要なも
の　住所・年齢が分か
るもの（保険証や免許
証など）、印鑑
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7072）

高齢者はり・きゅう・マッサージ
受療券の交付

希望者は
申請を
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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

 　今回の起点は、茂森町から禅林街へ向かう交差点角の茂森町
広場。ここから禅林街へ進むと道が折れる①『桝形』とその両
側には高さ約５ｍの②『土塁』が見え、国史跡の弘前城の惣構
である長勝寺構の跡を見ることができます。さらに進むと市指
定の③『黒門』、ベンガラ塗りの④『栄螺（さざえ）堂』があ
り、禅林街の正面奥には⑤『長勝寺』がみえます。国指定の三
門をくぐり、正面の本堂に向って左側の蒼龍窟（そうりゅうく
つ）には、明治の神仏分離により百沢寺大堂（現在の岩木山神
社拝殿）などから移された県重宝三尊仏及びその厨子堂（ずし
どう）とともに五百羅漢像が整然と並び、優れた彫技と歴史を
感じさせてくれます。次に下町へ向かうと、茜町には県指定の
⑥『熊野宮本殿』や、新町の⑦『誓願寺』には、国指定の山門
のほか、市指定の聖観音石像と図像板碑があります。
　約 370年前の「弘前城の絵図」（市立博物館で展示）には、
現在は無いものの、南溜池（現在の南塘グラウンド）から長勝
寺構へ続く土塁とともに新町の西側にも土塁が描かれ、当時の
城下町弘前の様子が分かり、探検してみたくなります。

文化財のまち 弘前 de ぶらぶら

第２回  茂森・下町界隈

茂森・下町界隈

●⑤

※「弘前の文化財」（600円）より抜粋。見学には、所有者の許可・料金が必要な場合があります。

桝形
土塁●②

土塁●②
黒門●④

栄螺堂

●③
長勝寺

●⑥熊野宮本殿

●⑦誓願寺

▲三尊仏及びその厨子堂（長勝寺）

弘前城西県公舎

弘前市民体育館

弘前鷹匠町郵便局

●①

  

 

弘前大学教育学部附属
特別支援学校「造形作品展」
▽とき　１月 13日～ 15日の午前
11時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ケ
町）　
▽内容　「ひとのかたち－人・ひと・
ヒト－」をテーマとしたモノプリン
ト作品などの展示
▽入場料　無料
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（☎36・5011）

地域未来創生センター
フォーラム
【自然栽培法がもたらす付加価値に
ついて－販売・加工の側面から－】
▽とき　１月20 日（土）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）岩木ホール
▽内容　自然栽培の農産物や加工品
販売に取り組む経営者による講演な
ど
▽対象　自然栽培に関心のある人＝
100人
▽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（黄さん・古川さん、
☎ 39・3198、平日の午前 10 時
15 分～午後５時）

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）

市民会館大ホールで
スタインウェイを
弾いてみよう

　「スタインウェイD-274」と、「ス
タインウェイメモリアル」の 2台
のピアノをコンサートと同様の照明
の中、大ホールのステージで弾いて
みませんか。
▽とき　１月 12 日の午前 10 時
～午後６時、13 日の午前９時～
午後６時、14 日の午前９時～午
後５時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽料金　30 分＝ 3,000 円、60 分
＝ 5,000 円（完全予約制。先着順。
高校生以下は保護者の立ち合いが必
要）
▽ 申 し 込 み 方 法　 市 民 会 館
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
c i ty.h i ro sak i . aomor i . j p /
shiminkaikan/）から申込用紙を
ダウンロードし、ファクスかEメー
ルで申し込みを。
▽受け付け開始　12 月 16 日の午
前 10時から
■問市民会館（☎ 32・3374、第 3
月曜日は休み、月曜日が祝日の場合
は翌日が休み）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（土・祝）
　　　　午前11時～午後３時
▽内容　①物作り体験ブース（こぎ
ん、アイシングクッキー、ネイルほ
か）／②手作り雑貨の展示・販売／
③ステージイベント（ダンス、生ラ
イブ、劇）
※事前の申し込みは不要。対象や参
加料など、詳しくは、ヒロロスクエ
アホームページの「イベントカレン
ダー」をご覧ください。
【ヒロロだよ！全員集合！ 冬の陣】
　９種類の遊びのコーナーで体を動
かそう！（参加賞あり）
▽とき　１月６日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽参加料　1人 100円
【ロボ木ー（ろぼきー）をつくろう！】
▽とき　１月７日（日）の午前 10
時半～正午（受け付けは午前 10時
～）
▽内容　国産の木材
を使ったエコ・ロ
ボット作り
▽対象　小学生とそ
の保護者＝50組
▽参加料　子ども１
人につき500円（当
日徴収）
▽申し込み方法　12 月 27 日まで
に、参加者全員の住所・氏名・電話
番号・学年を記入の上、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。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3階イ
ベントスペース
■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）

 イベント

 

「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（月）、正午～
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作り用）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　小学生以上（小学生の参加
は保護者の同伴が必要）
※事前の申し込みは不要。
【布ぞうり作り教室】
▽とき　１月27日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝ 20人（初め
て参加する人を優先します）
▽参加料　無料　　
▽持ち物　使い古しのタオル４枚、昼
食、作業しやすく汚れてもいい服装
▽受け付け開始　１月14日から
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■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、月曜日は休み、月
曜日が祝日の場合は翌日が休み、年
末年始〈12 月 29 日～１月３日〉
は休み）

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」
　弘前大学の外国人留学生が、日本
語で各国の魅力を紹介します。
▽とき　１月20日（土）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　留学生による出身国の紹
介、留学生と日本語でお話
▽対象　留学生と話してみたい人、
世界の国々に興味のある人=50人
（先着順）

▽留学生の出身国　中国、韓国、マ
レーシア、ウズベキスタン、ベトナ
ム、アメリカ
▽参加料　無料
■問１月 17日までに、直接来館する
か、電話、ファクスまたは Eメー
ル（住所、氏名〈ふりがな〉、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。

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７回＝１月 10日
…「東奥日報社と青森の文化」…講
師・尾崎名津子さん（弘前大学人文
社会科学部講師）／第８回＝１月
24日…「フリーソフト、オープン
データによる地域課題の地図化」…
講師・増山篤さん（弘前大学人文社
会科学部准教授）
※時間はいずれも午後６時半～。
▽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。
■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）

第４回市立博物館歴史講座

▽とき　１月14日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「幕府と藩を手玉に取っ
た男－ 18世紀津軽の山師・足羽次
郎三郎の活躍－」
▽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　聴講には観覧料が必要
■問 12月16日から、市立博物館（☎
35・0700、午前８時半～午後５時）へ。

高齢者健康トレーニング教室
～シニアエアロビクス～
▽とき　１月 16 日・23 日、２月
６日・20 日、３月６日・20 日の
午後２時～２時45分
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　脂肪燃焼や心肺機能の向上
などに効果的な有酸素運動
▽対象　65 歳以上の市民＝ 15 人
（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

町会担い手育成塾

【町会活動を聞こう・話そう・考え
よう !!】
　町会活動の実践例を紹介し、町会
活動を活発にするための工夫と、担
い手や後継者を育てるポイントにつ
いてみんなで意見交換します。
▽とき　１月20日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽対象　これからの町会活動を担う
人・町会で活発に活動していきたい
人など＝200人（先着順）
▽参加料　無料
■問１月 10日までに、電話、ファク
スまたはＥメール（氏名・町会名・
学校名〈学生の場合〉を記入）で、
市民協働政策課（☎ 35･1664、■Ｆ
35･7956、■Ｅ shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

第１回弘前図書館市民講座

【大阪屋のあゆみ―御菓子づくりに
こめた祈り】
▽とき　１月21日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　「大阪屋」の始まりから、
現在に至るまでの歩みと菓子づくり
の苦労話など
▽講師　福井清さん（大阪屋第 13
代当主）
▽対象　小学生以上＝ 60人（先着

順。定員になり次第受け付け終了）
▽参加料　無料
■問事前に、電話か直接弘前図書館（☎
32・3794）へ。

古文書解読中級講座

▽とき　１月 27日～２月 17日の
毎週土曜日、午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　古文書をある程度読める
人、弘前の歴史に興味がある人＝
30人
▽受講料　700円
■問１月４日～ 22日に、弘前図書館
（☎32・3794）へ。

弘前型スマートシティ
アカデミー
　再生可能エネルギーについて、楽
しく学んでみませんか。
▽とき　1月 28日（日）
　　　　午後１時半～４時10分
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽内容　再生可能エネルギーについ
ての講義や工作（風力発電装置）な
ど

▽対象　小学生＝30人（先着順）
※保護者の同伴が必要。
▽持ち物　筆記用具、空ペットボト
ル500ml を 2本（キャップ付き）、
はさみ、カッター、油性カラーペン
■問１月 10日の午後５時までに、電
話かEメール（住所、氏名、学年、
電話番号を記入）で、スマートシティ
推進室（☎ 40･7109、■Ｅ smart-
city@city.hirosaki.lg.jp）へ。

食生活改善推進員養成講座
▽とき　２月６日・13日・20日・
28日の午前９時半～午後３時半
※初日は午後１時から。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　食生活改善、生活習慣病の
予防、食品衛生、調理実習（昼食は
調理実習の試食）など
▽対象　原則、全日程受講ができる
人で、受講後に食生活改善推進員と
して活動できる市民＝ 25人（先着
順）
▽持ち物　エプロン、三角きん（初
日を除く）、筆記用具
※託児室を用意します（先着５人、
申し込みの際に申し出を）。
▽受講料　1,728円
■問１月 25日までに、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

講演「放射線リスクの伝え方」
　リスクコミュニケーションや放射
線リスクの伝え方を考えませんか。
▽とき　12月 21日（木）
　　　　午後5時 50分～７時半
▽ところ　弘前大学大学院保健学研
究科（本町）大学院講義室１
▽講師　小野田眞さん（放射線医学
総合研究所）
▽対象　リスクコミュニケーション
に関心がある人、放射線のリスクを
説明する機会のある人など＝70人
▽参加料　無料
■問弘前大学保健学研究科総務グルー
プ（桑田さん、☎ 39・5518、■Ｅ
kuwata@hirosaki-u.ac.jp）

環境整備センタープラザ棟
の催し
【昭和に学ぼう！エコな暮らし　パ
ネル展示とワークショップ】
◎パネル展
▽とき　12 月 22 日～２月 28 日
の午前９時～午後４時
▽内容　昭和の節約の知恵をテーマ
に、環境にやさしい暮らしを写真や
イラストを用いてパネル展示しま
す。
◎ワークショップ
▽とき　①１月 14日＝竹とんぼ作
り（先着 10 人まで）、②１月 20
日＝すりこぎとんぼ作り、③１月
21日＝ゴムでっぽう作り（時間は
いずれも午前９時～正午・午後１時
～２時、各開催日にめんこ作りを実
施）
▽持ち物　牛乳パック１枚（めんこ

 教室・講座
 

 

　インフルエンザワクチンの不足が予想されるため、接種期間を延長します。
▽対象　① 12月 31 日までに 65歳以上になる人、② 60歳から 64歳
の人で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障害のある人（身体障害者１級
程度）が、ワクチン不足などの理由により 12月 31日までに接種できな
い場合
▽接種期間　１月31日まで
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

高齢者インフルエンザ予防接種
接種期間を延長します

 
　雪が積もり、お酒を飲む機会が増える季節は公
共交通の利用をおすすめします！
　
　マイカー通勤の朝と夕方の気がかりといえば…
「駐車場の雪かき・車の雪降ろしが大変」
「スリップ事故の危険性が高い」
「渋滞によるストレスでイライラ」

こんな時、おススメしたいのが公共交通！
◎心と体にゆとりができ、渋滞緩和にもつながります。
◎弘南鉄道は冬に強く、ほぼ定時運行。
◎温かい車内が皆さんをお待ちしています。

　「今日は車通勤がちょっと面倒」。そんな時だけでも、
公共交通を使ってみませんか？
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室
（☎35・1124）

公共交通
利用の
ススメ①

※「公共交通利用のススメ」は公共交通機
関利用促進を目的に、毎月15日号にコラ
ムを連載します。次回をお楽しみに！
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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,228人　   （-                 59）
　 男　　  79,942人　   （-                           8）
　 女　　  94,286人　   （-                 51）
・世帯数　 71,825世帯   （+            12）
平成 29年 11月１日現在（推計）

 

 

 

 

キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七
面鳥
【死亡した野鳥を見つけた場合】
①素手では触らないようにしましょ
う。
②多数の野鳥がまとまって死亡して
いる場合は、市農業政策課、または
中南地域県民局林業振興課にご相談
ください。
③病気以外で死亡した野鳥を処理す
る際は、ビニール袋に入れ一般ごみ
として処分してください。
■問中南地域県民局地域農林水産部
林業振興課（☎ 33・3857）／
つがる家畜保健衛生所（☎つがる
0173・42・2276）／市農業政策
課（☎40・7102）

経営診断を受けませんか？

　中小企業診断士による経営診断の
受診が無料で受けられます。自社の
経営状況を客観的に把握し、経営の
改善につなげる良い機会ですので、
希望する企業はぜひご応募くださ
い。
▽対象　県内の中小企業者
▽診断料　無料
▽申し込み方法　ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aom
ori.jp/oshirase/sangyo/2016-
0822-syoukou-syougyou.
html）から、「経営診断・経営診断
事後助言申込書」をダウンロードの
上、必要事項を記入し、ファクスで
申し込みください。
■問青森県中小企業診断協会事務局
（県地域産業課経営支援グループ
内、☎青森017・734・9373、■Ｆ
017・734・8107）

冬休みは公民館で学習を！

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）では、子どもたちの冬
休み期間中の学習場所として会議室
などを開放します。
▽とき　１月６日～ 14日の午前９
時～午後８時
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室、和室ほか
▽内容　小・中学生、高校生の自習、
グループ活動、制作場所として使用
できます。また、弘前大学の学生が
学習サポートや相談に対応します。

※対応日時についてはお問い合わせ
ください。会場、学習サポートとも
事前の予約はできません。
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

冬期労働災害防止運動

　冬期間は、降雪・低温・強い季節
風などの冬期特有の気象条件の影響
で、積雪・凍結・寒冷による転倒・
墜落災害などが多発しています。こ
れらの災害の防止に取り組みましょ
う。
○転倒災害の防止対策…転倒しやす
い場所の周知、無理のない姿勢での
作業など
○墜落災害の防止対策…高所作業時
の安全帯の使用、ヘルメットの着用
など
○交通災害の防止対策…余裕をもっ
た移動計画、長めの車間距離など
■問青森労働局（☎青森017・734・
4113）

障がい者法定雇用率の
引き上げ
　平成 30年４月１日から障がい者
の法定雇用率が引き上げられます。
民間企業の場合、2.1％から 2.2％
へ引き上げられます。
※対象となる事業主の範囲が、従業
員45.5 人以上に広がります。
※平成 33 年４月までには、更に
0.1％引き上げられます。詳しくは、
問い合わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609〈内線 32＃〉）

郷土文学館の年末年始の休館
および臨時休館
　年末年始（12 月 29 日～１月３
日）は休館します。また、展示替え
など館内整理のため、１月４日～
11日は臨時休館します。
■問郷土文学館（☎37・5505）

移動図書館車「はとぶえ号」
停車場所の変更
　城東団地の停車場所が、青森銀行
城東支店前駐車場（第１駐車場）か
ら同支店裏の駐車場（第２駐車場）
へ変更になりましたので、確認の上
ご利用ください。
■問弘前図書館（☎32・3794）

温水プール石川の臨時休業

　プール水の交換清掃および機械設
備の保守点検のため、次の期間臨時
休業します。
▽とき　12月 25日～１月 14日
■問温水プール石川（☎49・7081）

鳥インフルエンザの発生を
防止しましょう
　鳥インフルエンザウイルスは、渡
り鳥によって海外から持ち込まれる
と考えられています。秋から冬は渡
りが始まり、本病発生の警戒が必要
となる時期ですので、次のことにご
注意ください。
【家きんを飼っている場合】
①渡り鳥や野鳥との接触を避けるた
め、野外での放し飼いをしないよう
にしましょう。また、飼育小屋は防
鳥ネット（２㎝角以下）で囲い、野
鳥が入らないようにしましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔
な状態で飼育しましょう。
③世話をするときには、専用の履物
や衣服を身に付け、終了後は履物、
衣服、手指の消毒をしましょう。
④家きんの死亡が続くなど異状がみ
られた場合は、すぐに「つがる家畜
保健衛生所」に連絡してください。
※家きん…鶏、アヒル、ウズラ、

スキー場情報
など

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
11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、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13日・14日・20日・
21日（13日は午後０時半～３時、
14 日と 21 日は午前 10 時～午後
３時、20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15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。
■問高長根レクリエーションの森ビジ
ターセンター（☎97・2627）

 その他
  

お詫びと訂正

　広報ひろさき 12 月１日号の
25ページ「各種スポーツ・体操
教室」内、「⑮ヒロロからだスッ
キリ実践講座（４クール目）」の
「問い合わせ・申込先」において
「（※１）」とあるのは、「（※１）（※
２）」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）　

そうまロマントピアスキー場・
岩木山百沢スキー場オープン
◎スキー場情報
【そうまロマントピアスキー場】
▽営業時間　月・水・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業あり）／火・木・日曜日＝午前
10時～午後４時
▽市民無料開放日　12 月 23 日と
３月 11日の午前 10時～午後４時
【岩木山百沢スキー場】
▽営業時間　火・木・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業あり）／月・水・日曜日＝午前
10時～午後４時
▽市民無料開放日　12 月 23 日と
３月４日の午前10時～午後４時
～共通事項～
▽営 業 期 間　12 月 23 日～３月
18日（12月 23日～１月 14日お
よび土・日曜日、祝日は午前９時か
らの営業）
▽その他　市民無料開放日には市民
を証明できるもの（学校の名札、学
生証、免許証など）の持参を。なお、
降雪の状況により、実施できない場
合があります。
▽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　①両スキー場共通
シーズン券＝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）／②そうまロマ
ントピアスキー場単独市民シーズン

券＝大人 9,000 円、小人・高齢者
5,000円
※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・６日・７
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）
※現地集合・現地解散。受付場所は
雨池スキーコミュニティセンター２
階。
▽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）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料（全４回）　5,000 円（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 15 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）
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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

　・人口　  174,287人　   （－          23）
　 　　男　　  79,950人　   （+             10）
　　 　女　　  94,337人　   （－       33）
　・世帯数　 71,813世帯   （+             88）
 平成 29年 10月１日現在（推計）
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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。

１
月
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）

20日・21日 第2回相馬まるごとフ
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2018

（黒石市）
たくさんの雪だるまに灯されたローソクが会場を彩りま
す。雪を使った催しが盛りだくさん

津軽伝承工芸館
（☎59・5300）

２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。豪華商品をゲットしよう

同実行委員会事務局
（☎44・3055）

３日（予定） 板柳はしご酒らりー どの店舗に行くの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）

４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42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）

10日 全日本ずぐり回し
選手権大会

津軽地方独特のこま「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）

17 日・18 日
（予定）

第６回岩木山スキーフ
ェスティバル（ウイン
タースポーツ岩木山）

歩くスキーやチューブそりなど、冬季スポーツを楽しめ
ます

同実行委員会（弘前市
文化スポーツ振興課内、
☎ 40・7115）

17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）

18日 第24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）

22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、ゴマの餅まきが行われます

猿賀神社
（☎ 57・2016）

12
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
～２月２日 ひらかわイルミネーシ

ョンプロムナード
約 10万個のイルミネーションで光り輝く幻想的な世界
をお楽しみください

平川市商工観光課
（☎44・1111）

23日
～３月 18日

大鰐温泉スキー場
オープン

毎週土曜日は中学生以下 1日券が 500 円！ぜひお越し
ください

大鰐温泉スキー場管理
事務所（☎ 49・1023）

名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

今先生の無料健康相
談

１月６日・20日の午後１
時～４時（時間指定不可）

ヒロロ（駅前町）
３階健康広場相
談室

からだのことなどで気になることや、健康広場の
セルフチェックコーナーの測定結果についての相
談（事前の予約が必要）

健康広場
（☎ 35・0157）

ファイナンシャルプ
ランナーによる無料
納税相談

１月11日・18日・25日・
28日の午前10時～11時、
午後２時～３時

収納課（市役所
２階）

ファイナンシャルプランナー（家計や経営の収支・
返済計画を見直し、総合的な診断とアドバイスを
行う専門家）が個別に対応します（１人１時間まで、
先着順、12月 28日までに、事前の予約が必要）

収納課
（☎ 40・7032、
40・7033）

 各種無料相談 だより “津軽”の話題満載

田舎館村冬の田んぼアート2018

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、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。
※３…申込用紙は、克雪トレーニングセンターで配付しています。
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。

教室名 と　き ところ 内　容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先

①寝ながら骨盤＆
股関節体操教室

１月 11 日～３月 29 日の
毎週木曜日、午前 10 時～
11時

弘前B&G海洋
センター（八幡
町１丁目）武道
館

簡単にできる骨盤のゆが
みチェック、呼吸法を取
り入れたエクササイズ、
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、ミニバラン
スボールを使用した筋力
トレーニング

市民＝40人

無料

12月 26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）②お腹スッキリ！

骨盤リセット体操
教室

１月 15 日～３月 26 日の
毎週月曜日（２月 12 日を
除く）、午後１時半～２時
半

克雪トレーニン
グセンター（豊
田２丁目）会議
室

イスに座って簡単にでき
る体操、ストレッチポー
ルを使った体操、呼吸エ
クササイズ

市民＝15人

③親子で運動遊び
教室

１月 12 日・19 日・26 日
の午後２時～３時

金属町体育
センター集会室

親子でふれあい、楽しく
身体を動かし遊びの中で
行動体力を養う

１歳の子と母
親＝６組程度 無料

12月 28日（必着）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）

④ヒロロで走ろ
う！かけっこ教室

１月 15日～２月８日（１
月 25日を除く）の毎週月・
木曜日、午後４時半～６時

ヒロロ（駅前町）
３階イベント
スペース

走る・跳ぶなどの全身運
動、ラダー・ミニハード
ルなど用具を使って足を
動かすトレーニング

小学校１年生
～４年生＝
20人

無料

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、☎ 38・
3200）へ。
（※１）（※２）

⑤プールで体力づ
くり教室

１月 15日～２月 26日の
毎週月曜日（２月 12日を
除く）、午後１時～２時

温水プール石川
（小金崎字村元）

水中での体操、ウォーミ
ングアップを兼ねた水中
ウォーキング・ストレッ
チ、簡単な筋力トレーニ
ングなど

市民＝25人

⑥ソフトバレーボ
ール体験教室

１月 16日～２月６日の毎
週火曜日、午前 10時半～
正午

金属町体育
センター体育室

ボール慣れから簡単なル
ール説明、ゲームの実施 市民＝12人

無料

１月５日（必着）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）

⑦産後のストレッ
チ教室

１月 17日～２月７日の毎
週水曜日、午後２時 15分
～３時 15分

金属町体育
センター集会室

赤ちゃんと楽しく行うス
トレッチ、産後の体力回
復を目的にした筋力トレ

生後６か月～
12か月の子
と母親=５組
程度

⑧武術の講習会

①韓氏意挙初級講習会＝１
月 26日の午後 6時～／②
韓氏意挙養生功講習会＝１
月 27日の午後 1時 15分
～／③剣体研究会講習会＝
１月 27日の午後３時半～

市内（詳しくは、
問い合わせを）

①②＝中国武術の講習会
／③＝木刀や杖を用いた
武術の自然な動きを学ぶ
講習会

①＝
5,000 円
／
②③＝
4,000 円

日本韓氏意挙学会
青森分館（櫻庭さん、☎
携帯 090・7065・
9076）へ。

⑨市民太極拳教室

金曜日コース＝１月５日～
26日の毎週金曜日、午後
１時～３時／土曜日コース
＝１月６日～ 27日の毎週
土曜日、午前 10時～正午

笹森記念体育館
（下白銀町）武道
場

太極拳の基本 無料
弘前市武術太極拳連盟
（鹿内さん、☎携帯
080・1809・1273）

⑩第３回克トレグ
ラウンドゴルフ大
会

２月 16日（金）、午前９時
～午後２時

克雪トレーニン
グセンター（豊
田２丁目）主練
習場

グラウンドゴルフ 32ホ
ール個人戦。男女別上位
10位まで表彰。ホール
インワン賞あり（１人１
個まで）

市民＝112人
（先着順）

１人
500円

１月 4日～ 31日に、申
込用紙に必要事項を記入
の上、克雪トレーニング
センター（☎ 27・
3274）へ持参を。
（※３）

⑪ヒロロからだス
ッキリ実践講座（４
クール目）

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～）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール

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

無料

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

 各種スポーツ・体操教室

　雪原をスノーシューで歩いて踏み固め、その凹凸に差し込む光と影で描くス
ノーアート。平成 28年～ 29年はスノーアート第一人者のサイモン・ベック
さんが制作したスノーアートを公開しましたが、平成30年はサイモン・ベッ
クさんから技術継承を受けた地元有志制作のスノーアートを公開します。
　期間中は好評の夜間ライトアップや、雪や冬を楽しめる体験プログラムも実
施します。冬の田舎館村に、ぜひお越しください。　
▽とき　2月 9日～ 12日
▽ところ　弥生の里展望所（道の駅いなかだて内）
■問い合わせ先　田舎館村企画観光課（☎58・2111） ▲スノーアート
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※「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。

 

▽とき　１月７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、成人祭
▽対象　平成９年４月２日～平成
10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　当日市民会館に駐車は
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、午前 10時～午後１時
の間、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。
■問い合わせ先　生涯学習課（☎
82・1641）

二十歳の祭典

プロ野球一軍戦＆
プロ野球フレッシュオールスターゲーム
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イースタンリーグ選抜ウエスタンリーグ選抜

 

プロ野球パシフィックリーグ公式戦

東北楽天ゴールデン
イーグルス

福岡ソフトバンク
ホークス

プロ野球フレッシュオールスターゲーム

 

７月３日（火）

７月 12 日（木）

　来年の一軍戦は、レギュラーシーズン 3位の東北楽天ゴールデンイーグルスと、1位の福岡
ソフトバンクホークスの対戦です。日本シリーズ出場をかけて、クライマックスシリーズまでし
のぎを削った2チームの熱い戦いをはるか夢球場で見届けましょう！

　プロ野球フレッシュオールスターゲームは、各球団に所属する注目の若手選手が、イースタン
リーグ選抜とウエスタンリーグ選抜の２チームに分かれて対戦する、年一回の祭典で、県内初開
催となります。将来のプロ野球界を背負って立つ若手選手のプレーをお見逃しなく！

※今後の詳しい情報は、広報ひろさきなどを通じてお知らせします。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7115）
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