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「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
 「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。

高岡の森 弘前藩歴史館
４月１日オープン！

　歴史館には、藩祖為信が太閤秀吉から拝領したと伝
わる太刀銘「友

ともなりさく

成作」をはじめ、「中
ちゅうこう

興の英
えいしゅ

主」とた
たえられる 4代藩主信政の遺品、明治時代に津軽家
や旧藩士たちが高照神社に納めた武具刀剣類、拝殿に
掲げられた大絵馬などが収蔵されるとともに、弘前藩
や信政の事績、刀剣類などを展示します。
　弘前藩の歴史や文化を学びつつ、現代に残された貴
重な宝物を厳かな空間で見ることができますので、ぜ
ひおいでください。
【オープニングセレモニー】
▽とき　４月１日（日）、午前10時～
▽ところ　高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢〈高
照神社南隣接〉）

▽内容　記念行事（津軽神楽演舞）、テープカット
※４月１日のみ入館料無料で、午前11時ごろから入
館できます。
※駐車場は隣接する高照神社を利用できますが、収容
台数に制限がありますので、巡回バス（無料）または
公共交通機関をご利用ください。巡回バスを利用する
人は、岩木庁舎駐車場をご利用ください。
▽巡回バス（４月１日のみ）　岩木庁舎発＝午前 10
時から午後３時まで１時間ごと／歴史館発＝午前 10
時半から午後４時半まで１時間ごと
■問い合わせ先　文化財課（☎82・1642〈３月 30
日まで〉）、高岡の森弘前藩歴史館（☎83・3110〈３
月 31日以降〉）

高岡の森 弘前藩歴史館

▽場所　高岡字獅子沢128の112（高照神社南隣接）
▽開館時間　午前９時半～午後４時半
▽観覧料（４月２日以降）　
一般＝300（220）円、高校・大学生＝150（110）円、小・中学
生＝100（50）円
歴史館と市立博物館（下白銀町）の共通券…一般＝420（310）円、
高校・大学生＝210（160）円、小・中学生＝140（70）円
※（ ）内は20人以上の団体料金。障がい者（介助者含む）、65歳以上の
市民、市内の小・中学生や外国人留学生、ひろさき多子家族応援パスポート
を持参の人は無料。
▽休館日　毎月第３月曜日（第３月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始

　弘前市の成り立ちに大きく関わる弘
前藩津軽氏の旧蔵品を中心とした資料
を展示する「高岡の森 弘前藩歴史館」
が高照神社隣にオープンします！

▲重要文化財 太刀銘「友成作」拵
こしらえ

（左）、県重宝 津軽信政着用具足（右）
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●選挙資格
▽年齢要件　平成 12年４月９日ま
でに生まれた人
▽住所要件　平成 29 年 12 月 28
日以前から引き続き弘前市に住んで
いる人
※「住所の異動と投票の可否」は３
ページの表を参照してください。
●投票所入場券
　３月 23日現在の住所で作成し郵
送します。圧着式のはがき１枚につ
き２人分まで印刷しています。もし、
入場券が届かなかったり、紛失した
りした場合でも投票できますので、
投票所の係員に申し出てください。
●期日前投票
　仕事や用事などで投票日に投票で
きない人は、３ページの表のとおり
期日前投票ができます。
　期日前投票を行うためには受け付
けの際、法令により「宣誓書（投票
日当日に投票所へ行けない理由な
ど）」の記入・提出が必要です。「宣
誓書」は投票所入場券下部にある欄
に記入するか、各期日前投票所の受
け付けにも用意しています。
●共通投票所
　今回の選挙から、ヒロロスクエア
に共通投票所を開設します。投票日
当日（4月 8日）に投票する人は、
投票所入場券に記載している指定投
票所または共通投票所のどちらかで
投票ができます。

　共通投票所の投票時間は午前９時
から午後８時までです。ぜひご利用
ください。
●滞在地での投票
　仕事や用事などで投票日に市外に
滞在している人で、期日前投票もで
きない人は、不在者投票ができます。
　不在者投票を希望する人は、「不
在者投票請求書兼宣誓書」に必要事
項を記入の上、請求手続きをしてく
ださい。「不在者投票請求書兼宣誓
書」は、選挙管理委員会事務局およ
び岩木・相馬総合支所の同事務局分
室に用意しているものを使うか、市
のホームページからダウンロードす
ることもできますのでご利用くださ
い。郵送や代理人による手続きも可
能です（ファクスやＥメールは不
可）。
　手続きをした人には、滞在地へ投
票用紙などを郵送しますので、滞在
地の選挙管理委員会で投票してくだ
さい。
　なお、郵送期間の関係上、早めに
手続きや投票をしてください。
●在宅投票
　重度の身体障がい者などで、「郵
便等投票証明書」を持っている人は、
自宅で郵便などによる不在者投票が
できます。
　該当する人は、①介護保険の被保
険者証の要介護状態区分が要介護５
の人、②身体障害者手帳か戦傷病者

手帳を持っている人で両下肢・体幹・
移動機能の障がい程度が１級か２級
の人、③心臓・腎臓・呼吸器などの
内臓機能の障がい程度が１級か３級
の人、④免疫・肝臓の障がい程度が
１級から３級までの人などです。
　「郵便等投票証明書」の交付を受
けていない人で、新たに交付を希望
する人は、身体障害者手帳または戦
傷病者手帳、介護保険証を持参し、
選挙管理委員会事務局で手続きをし
てください（代理人による手続きも
可）。請求期限は４月４日（水）です。
●選挙公報
　候補者の経歴・政見を掲載した選
挙公報を、投票日前日までに各世帯
へ配布します。
　また、市役所、岩木・相馬庁舎、
各出張所などの公共施設にも備えま
すのでご利用ください。
●投票所の変更
　投票所がこれまでと変更になるこ
とがありますので、投票所入場券の
投票所名をよく確かめてから、投票
にお出掛けください。

　弘前市長選挙および弘前市議会議員補欠選挙は、４月１日に告示さ
れ、４月８日が投票日になります。私たちの声を市政に反映させるた
めの大切な選挙です。忘れずに投票に出掛けましょう。
▽投票時間　午前７時～午後８時（一部の投票所は午後６時まで）
　今回の選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。
■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（☎ 35・1129）

投票期間 ４ 月２日（月）～７日（土） ４月４日（水）
～６日（金）

投票場所
弘前市役所
（上白銀町）
１階ロビー

岩木庁舎
（賀田１丁目）

１階

相馬庁舎
（五所字野沢）
交流コーナー

総合学習センター
（末広４丁目）
１階中会議室

ヒロロスクエア
（駅前町）
ヒロロ３階

多世代交流室２

弘前大学
（文京町）
総合教育棟１階

投票時間 午前８時半
～午後８時 午前８時半～午後６時 午前 10時

～午後８時
午前 10時
～午後５時

注意事項

①住んでいる地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票することができます。
②受け付けの際、投票所に当日行けない理由について「宣誓書」を提出してもらいます。「宣誓書」は各人
の投票所入場券の裏面に記入するか、期日前投票所の受け付けにも用意します。　
③投票所によって投票期間および投票時間が異なりますので、注意してください。
④投票所入場券が届いている場合は、持参してください。
⑤弘前大学には投票者用の駐車場がありませんので、ご了承ください。
⑥ヒロロスクエアで投票する際はヒロロ駐車場（1時間無料）をご利用ください。

期 日 前 投 票
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４月８日（日）

市長選挙
市議会議員補欠選挙
 投票日 

　平成30年度は３年に一度の固定資産評価替えの年
です。
　固定資産税の納税者が自己の固定資産と他の固定資
産の評価額を比較できるよう縦覧を実施します。
　市内に所有する土地の固定資産税納税者は、土地価
格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・価格を記載）
を、また、家屋の固定資産税納税者は、家屋価格等縦
覧帳簿（所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
を記載）を見ることができます。
　また、市内に土地・家屋・償却資産を所有している（１
月１日現在）人を対象とした固定資産税課税台帳の閲
覧は年間を通して有料で行っていますが、縦覧期間は
無料で閲覧できます。
　縦覧・閲覧の際は、納税者本人あるいは代理人であ

ることを確認できるもの（運転免許証、保険証、個人
番号カードなど）を持参してください。
※代理人は、納税者本人からの同意書が必要です。
▽縦覧期間　４月１日～5月31日の午前８時半～午
後５時（土・日曜日、祝日を除く）
※４月１日が日曜日のため、４月２日からとなります。
▽縦覧場所　資産税課（市役所２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）
■問い合わせ先　資産税課土地係（☎ 40・7028）・家
屋係（☎ 40・7029）／岩木総合支所民生課（☎ 82・
1628）／相馬総合支所民生課（☎84・2111、内線 809）
※平成 30年度の固定資産税・都市計画税の納税通知
書は、５月１日から発送します。

土地・家屋の価格等の縦覧および閲覧資産税課からの
お知らせです

2

住所の異動と投票の可否

 ■市外から転入した人

 平成29年12月28日までに転入届を出した人 投票できます

 平成30年１月４日以降に転入届を出した人 投票できません

 ■市内で転居した人

 平成30年３月23日までに転居届を出した人
現在の住所地の投票所
で投票できます

 平成30年３月24日以降に転居届を出した人
転居前の住所地の投票
所で投票できます

 ■市外へ転出した人

 ４月８日までに転出した人 投票できません（※）

 ※転出予定の人で、転出予定日が４月２日以降の人は期日前投票ができる場合があります。詳しくは問い合わせを。

開設日 ４月８日（日）
　　　　   ※投票日当日

投票場所 ヒロロスクエア（駅前町）ヒロロ３階
多世代交流室２

投票時間 午前９時～午後８時

注意事項

①住んでいる地域に関係なく、どなたでも投票
ができます。
②投票の際はヒロロ駐車場（1時間無料）をご
利用ください。

共 通 投 票 所

前回までの投票所 今回の投票所

野田町会集会所 旧和徳幼稚園
（野田１丁目）

三岳児童センター 弘前実業高等学校
（中野３丁目）

金属町体育センター 弘前南高等学校
（大開４丁目）

【投票所変更箇所】
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【平成 30 年度国民年金保険料額】
　平成30年度の国民年金保険料は、月額１万6,340
円となり、平成 29年度の保険料月額から 150 円の
引き下げになります。
【国民年金保険料の納付】
　４月上旬に、国民年金保険料納付案内書（納付書）
が日本年金機構から送付されます。案内書には毎月の
保険料納付書のほか、前納や口座振替、クレジットカー
ドによるお得で便利な納付方法について記載していま
す。
■問い合わせ先　保険料の前納について…弘前年金事
務所（外崎５丁目、☎ 27・1339）または国保年金
課国民年金係（☎ 40・7048）／口座振替の申し込
みについて…口座を開設している金融機関や郵便局、
弘前年金事務所、国保年金課国民年金係

【学生納付特例申請】
　大学、短大、専門学校などに在学する学生には、在
学期間中、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度
があります。なお、平成29年度分の学生納付特例の
承認を受けている人で、平成 30年度以降も引き続き
在学予定の人には、はがき形式の申請書が日本年金機
構から送付されます。特例の申請をする場合は、はが
きに必要事項を記入し、返送してください。
※４月中旬を過ぎてもはがきが届かない場合は、市役
所、岩木・相馬総合支所、各出張所または年金事務所
で申請してください。なお、市民課駅前分室・城東分
室では受け付けませんので、ご注意ください。
■問い合わせ先　弘前年金事務所（☎27・1339）／国
保年金課国民年金係（☎40・7048）／岩木総合支所民生
課（☎82・1628）／相馬総合支所民生課（☎84・2111）

国民年金の保険料額や納付など保険料額など
ご確認ください

 シリーズ
国民健康保険の現状

 

　青森県が平成30年度から国民健康保険の保険者と
なり、県と市町村が一体となって国民健康保険制度を
運営していくため「青森県国民健康保険運営方針」を
策定しています。その運営方針では、国民健康保険制
度の安定的な財政運営のために、さまざまな収納対策
の強化・実施を通して、国民健康保険料収納率向上を
目指す必要があります。
　当市では収納率の向上を推進していくため、平成
30年 4月から「弘前市国民健康保険料の納付方法に

関する規則」を制定して、国民健康保険料の納付方法
を原則口座振替とすることとします。
　なお、この規則はあくまでも口座振替による納付を
お願いしていくためのものです。納付方法は国民健康
保険の加入者が決めるので、強制的に納付方法を口座
振替とするものではありません。
　新たに国民健康保険に加入した際など、できる限り
国民健康保険料の納付方法については口座振替を選択
するようお願いします。

国民健康保険料の納付方法について、口座振替による納付を原則とします

弘前市
（保険者）

医療機関

被保険者
（国保加入者）

　市が保険者として国民健康保険制度を運営し、国や
県からの交付金などの収入と国保加入している市民が
納める保険料を基にして、国保加入者の保険給付費（自
己負担分を除く医療費）を医療機関に支払い、後期高
齢者支援金や介護納付金を国に納付しています。

平成 29 年度まで

保険料

保険給付費

介護納付金
後期高齢者支援金

青森県

国

交付金など

弘前市
（保険者）

医療機関

被保険者
（国保加入者）

　平成 30年度以降は青森県も市町村とともに保険者と
なり、青森県が国などからの公費および県内 40市町村
が納付する事業費納付金によって国民健康保険制度を運
営していきます。平成 30年度の事業費納付金として、
当市は約53億円を青森県に納付することになりました。

平成 30 年度以降

保険料

保険給付費

国

一部の交付金など

介護納付金
後期高齢者支援金

事業費納付金

※介護納付金…介護保険制度に充てるために納付するお金／後期高齢者支援金…後期高齢者医療制度を支援するためのお金。

国民健康保険制度の仕組みが変わります

■問い合わせ先　国保年金課国保運営係（☎ 35・
1116）・国保保険料係（☎40・7045）

【地域包括ケア検討委員会の設置】
　弘前市立病院と国立病院機構弘前病院との統合によ
る中核病院の整備について、将来を見据えた具体的な
計画を策定するため、専門的な知識を有する人や地域
の医療、福祉などの関係者を委員とする地域包括ケア
検討委員会を設置しました。
　国立病院機構など全ての関係者が参画しており、こ
の検討委員会での議論により中核病院の整備運営につ
いて、方向性が示されます。
▽委員長　佐藤敬（弘前大学長）
▽委員長職務代理　福田眞作（弘前大学医学部附属病
院長）
▽委員　印南一路（医療経済研究機構研究部長）／古
都賢一（国立病院機構副理事長）／今村憲市（弘前市
医師会会長）／中村亨（弘前歯科医師会会長）／前田
淳彦（弘前薬剤師会会長）／西村淳子（青森県看護協
会常務理事）／築館寛子（青森県栄養士会弘前地区副
運営委員長）／山中朋子（弘前保健所長・青森県健康
福祉部医師確保対策監）／武藤正樹（中央社会保険医
療協議会診療報酬調査専門組織入院医療等の調査・評
価分科会長）／矢作尚久（内閣官房健康・医療戦略推
進本部次世代医療 ICT基盤協議会構成員）／下田肇
（青森県介護支援専門員協会津軽支部会会長）／対馬
徳昭（元厚生労働省社会福祉法人の在り方等に関する
検討会構成員）／清藤哲夫（弘前商工会議所会頭）
▽オブザーバー　青森県健康福祉部、津軽圏域市町村
担当部課、津軽圏域自治体病院
【第１回地域包括ケア検討委員会】
　2月 15日に開催し、地域の医療・福祉の将来像を
見据えた中核病院の機能と運営体制について、委員か
らの意見等を伺いました。

《各委員からの意見等》
○医療連携の視点から、かつては病院完結型であった
ものが、地域完結型にシフトしてきている。最近は地
域包括ケアが概念にあり、中核病院の議論をする際に
は、中長期視点が欠かせないとともに、地域包括ケア
の議論とは切り離しできない。
○地域包括ケアと中核病院構想の関連は少ないのでは
ないか。この地域が医師不足という認識を持つべきで
あり、救急医療の課題が一番の問題となっている。市
民に最高の医療が提供できるよう急いでもらいたい。
○国立病院機構を主体として統合となったときに、国

第１回弘前市地域包括ケア
検討委員会を開催しました

■問い合わせ先　地域医療総合戦略対策室（☎ 37・
3788）

立病院機構の事務系の人たちに、弘前市民の健康を守
るという意識がどこまであるのかと考えた場合、少し
不安感を持っている。
○この委員会は、この地区の病院統合をいかなる形で
やるのかが第一の主題。国立病院機構弘前病院の新し
い病棟を核にして統合するのが一番いい。その場合弘
前市に弘前病院を払い下げて、弘前市が研修医の集ま
る素晴らしい病院を作って救急医療と在宅の後方支援
の機能を持たせたらよい。
○中核病院が地域包括ケアの中核を担うというニュア
ンスに聞こえるが、そもそも地域包括ケアが何かがわ
からない。
○この圏域に中核となる病院が必要なことには異論は
ない。しっかり議論して、良い中核病院を一緒につくっ
ていきたい。
○看護職が定着しない中、看護の質を確保するため、
早く中核病院の機能を決めてほしい。
《検討委員会終了後、佐藤委員長コメント》
地域包括ケアを考慮せずに進めるわけにはいかない。
中核病院を中心に、地域包括ケア全体のことも視野に
入れながら考えていきたいと思う。
【今後の予定】
　今後も検討を継続し、6月ごろに意見を取りまと
める予定です。検討委員会での検討内容については、
広報ひろさきに掲載するとともに、市ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/
houkatsu/index.html）に詳しく掲載（動画も視聴
できます）しています。

《関連する市の状況》
○二次救急
　弘前市では、市民の命を守るため、輪番制参加
病院の協力を得て、入院や手術を必要とする患者
を対象とした二次救急に対応していますが、参加
病院の数や医師数の減少により、運営が厳しく
なっています。中核病院が整備されるまでの間は
安定して維持していかなければなりません。
　中核病院が整備されると、二次救急を一体的に
運営することが期待されます。
○財政状況
　市の借金である市債の残高は年々減少しており、
過去７年間で約127億円減少し、また、市の貯金
である基金の残高は10億円増加しています。
　財政の健全化判断比率についても、実質公債費
比率が県内10市の中で最も良く、将来負担比率
も３番目に良い数値です。

青森県
（保険者）
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スポーツ功労賞
　スポーツ選手または団体を指導育
成し、体育・スポーツの普及振興に
顕著な功績をあげた人に贈られます。
◎古川明さん（弘前卓球協会参与）
◎柿崎光顕さん（弘前市バスケット
ボール協会参与）
◎川村悟さん（弘前市野球協会副会
長）
◎福島成利さん（弘前剣道連盟副会
長）

スポーツ栄誉賞

◎外崎修汰さん（野球）
◎須藤志歩さん（ソフトボール）

スポーツ大賞

◎齋藤琉之介さん（空手）
◎藤原優大さん（サッカー）
◎梅村優香さん（卓球）

スポーツ優秀賞

◎佐藤悠功さん（柔道）
◎工藤寧々さん・野呂朱花さん（一
輪車）
◎棟方翔也さん（一輪車）
◎木立夢優人さん（陸上）
◎黒岩秀さん（陸上）
◎森岡ひろ子さん（ラージボール卓
球）
◎野村優さん（Ｋ -１）
◎樋口遼さん（水泳）
◎弘前大学競技スキー部（スキー）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「蕾」（一輪車）

スポーツ敢闘賞

◎杉谷柚羽さん（体操）
◎織田佑香さん（体操）
◎小島埜和さん（体操）
◎豊澤実優さん（ウエイトリフティ

ング）
◎佐藤允さん（ウエイトリフティン
グ）
◎棟方聖蓮さん（相撲）
◎齊藤蓮さん（相撲）
◎マロー高尚さん（相撲）
◎今優吾さん（ボクシング）
◎工藤夕稀さん（ボクシング）
◎齊藤一樹さん（ボクシング）
◎奈良岡翠蘭さん（陸上）
◎赤川舞さん（陸上）
◎工藤大靖さん（陸上）
◎原田秀憲さん（陸上）
◎舘田翔太さん（陸上）
◎青木洸生さん（陸上）
◎相馬啓人さん（陸上）
◎原田宗市さん（陸上）
◎種市裕紀さん（陸上）
◎寺本光里さん（陸上）
◎奥沢海砂さん（陸上）
◎髙橋麻里奈さん（陸上）
◎川嶋雄太さん（陸上）

平成 29年弘前市スポーツ賞
功績を称えて

　弘前市スポーツ賞は、長年にわたり、体育・スポーツの普及振興に努めた個人や団体、全国のスポーツ大会などで優秀
な成績を収めた人などを表彰するものです。
　２月23日に表彰式典が行われ、受賞者・受賞団体に賞状と盾が贈られました。
　平成29年の各賞の受賞者・受賞団体を紹介します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7115）

◎武田香澄さん（陸上）
◎三河功平さん（陸上）
◎金子裕美さん（弓道）
◎大儀明里沙さん（弓道）
◎塚本和さん（弓道）
◎木村心星さん（躰道）
◎中山膳さん（躰道）
◎工藤美羽さん（柔道）
◎村上瑠希也さん（柔道）
◎舘坂将矢さん（柔道）
◎高田一誠さん（柔道）
◎成田雄斗さん（水泳）
◎能正将志さん（水泳）
◎福士千陽さん（水泳）
◎岩下葵さん（水泳）
◎宮川苑子さん（水泳）
◎山本真由さん（水泳）
◎中村美智子さん（水泳）
◎澤田有里さん（水泳）
◎田中椋さん（水泳）
◎海老名日奈子さん（空手）
◎対馬岳斗さん（空手）

◎三上禮さん（空手）
◎廣澤瞬さん（ソフトテニス）
◎八尾祥吾さん（ゴルフ）
◎高橋茜さん（スキー）
◎田中伶旺さん（一輪車）
◎新谷緋奈子さん・古山歩斗さん（一
輪車）
◎對馬杏菜さん（バドミントン）
◎川口心夢さん（バドミントン）
◎木村光子さん（ゲートボール）
◎東本睦子さん（ゲートボール）
◎藤田ツルさん（ゲートボール）
◎小山内よつさん（ゲートボール）
◎舘山佳子さん（ゲートボール）
◎自得小学校相撲クラブ（相撲）
◎弘前聖愛リトルシニア（野球）
◎弘前シニア倶楽部（野球）
◎弘前学院聖愛高等学校体操部（体
操）
◎弘前市立第三中学校卓球部（卓球）
◎岩木バレーボールクラブ（バレー
ボール）

◎東部児童センター一輪車クラブ
「小町」（一輪車）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「木村組」（一輪車）
◎津軽中学校男子バスケットボール
部（バスケットボール）
◎弘前実業高等学校ソフトテニス部
（ソフトテニス）
◎弘前実業高等学校陸上競技部（陸
上）
◎弘前大学柔道部（柔道）
◎弘前大学医学部競技スキー部（ス
キー）
◎弘前大学水泳部（水泳）
◎ブランデュー弘前FC（サッカー）
◎リベロ津軽SCU-12（サッカー）
◎SHRINE.L.FC U-18（サッカー）
◎SHRINE.L.FC U-15（フットサ
ル）
◎Athletic Club弘前U-15（フッ
トサル）
◎陸上自衛隊弘前（ソフトボール）

平成 29年弘前市文化奨励賞
功績を称えて

　弘前市文化奨励賞は、文化芸術の分野において、優れた成績をあげた小・
中学生および高校生並びに文化部を表彰し、今後の活動を奨励するもので
す。
　３月５日に表彰式が行われ、受賞者に賞状が贈られました。
　平成29年の受賞者を紹介します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7015）

文化奨励賞

◎藤本華純さん（青森県立弘前実業
高等学校３年）
◎三浦果歩さん（青森県立弘前実業
高等学校３年）

【市ホームページ　バナー広告】
▽市ホームページ（トップページ）の閲覧状況　平成
29年＝ 80万 9,428 回（月平均６万7,452回）
※閲覧状況は、平成 30年の閲覧数を保証するもので
はありません。
▽掲載位置　ホームページのトップページおよびトッ

プページ以外のページ共に最下段
▽掲載料　トップページ＝１カ月当たり１枠１万円
（１年間継続の申し込みで１枠10万円）／トップペー
ジ以外＝１カ月当たり１枠 3,000 円（１年間継続の
申し込みで１枠３万円）
▽掲載期間　広告の掲載期間は１カ月単位です。また、
連続して掲載できる期間は最大12カ月です。
▽バナーの規格　大きさ：縦 50ピクセル、横 170
ピクセル／形式：ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ／容量：
10キロバイト以下
▽申込期限　掲載開始月の前月の10日までに申し込
んでください。
※掲載を希望する人は必ず市ホームページをご確認く

市ホームページのバナー
広告と広報ひろさきに掲載
する有料広告を募集 掲載枠 １回の掲載料

お知らせページ 最終ページ
全　　　枠 ― ― １日号 30 万円
２分の１枠 ― ― １日号 15 万円

５分の１枠 １日号 ６万円 １日号 ―
15 日号 ４万円 15 日号 ６万円

10 分の１枠 １日号 ３万円 １日号 ―
15 日号 ２万円 15 日号 ３万円

※１日号は全ページカラー、15 日号は全ページ白黒　
 （消費税および地方消費税を含む）。

●広報ひろさき掲載枠・掲載料

ださい。
【広報ひろさき　有料広告】
　掲載できる広告は、広報誌の性格上、その品位を妨
げず、かつ市民に不利益を与えない中立性のあるもの
など、いくつかの条件がありますので、詳しくは市ホ
ームページでご確認ください。
▽掲載位置　１日号（カラー）＝最終ページ全面とお
知らせページの最下段／15日号（白黒）＝最終ペー
ジおよびお知らせページの最下段
▽掲載枠・掲載料　右表のとおり
▽申込期限　掲載を希望する号のおおむね40日前ま
でに申し込んでください。
※掲載を希望する人は必ず市ホームページをご確認く

ださい。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課（☎35・1194）
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　広報ひろさきは、市民の皆さんと行政をつなぐ重要
な懸け橋として、行政情報をはじめとする身近な情報
をお届けしています。発行は、1日号と 15日号の月
2回で、各町会を通じて配布。町会には、発行日の2
日前にはお届けしていますので、早期の配布にご協力
ください。なお、アパートやマンションなどで、管理
人や代表となる人がいて、ほかの入居者にも配布して
もらえる場合、その人にまとめて郵送しているところ
もあります。何人かで組（グループ）を作っていただ
ければ、代表の人にまとめて郵送しますので、広聴広
報課広聴広報担当（☎35・1194）へご連絡ください。
　このほか、広報ひろさきは、市の主な施設や市内の
金融機関、郵便局、スーパーマーケット（カブセンター
各店、ベニーマート、マックスバリュ各店、ユニバー
ス各店、Uマート各店、いとく）などにも備えてあ
ります。また、市ホームページにも掲載していますの
で、ご利用ください。

配布について１

　県広報広聴協議会主催の平成30年青森県広報コン
クールで、昨年の「広報ひろさき」３月１日号が広報紙
部門で総合１位となる特選を４年連続で受賞し、６年連
続で日本広報協会主催の全国広報コンクールへ推薦さ
れることになりました。また、組み写真の部でも９月１
日号が奨励賞を受賞しました。
　特選を受賞した３月１日号には「私たちの学校給食」
と題した６ページにわたる特集記事を掲載。特集のレ
イアウトや企画内容、各コーナーの色使いや誌面構成
など、総合的な完成度の高さが評価されました。

県広報コンクールで
４年連続特選

２

皆さんが普段、何気なく見ている広報誌。ここでは、
広報ひろさきのことを少し紹介したいと思います。

ちょっと気になる

　報のはなし

 

●Smile 通信の子ども達がかわいくていつも癒されます
●レシピコーナーで、弘前または津軽の伝統料理の作り
方があったら良いと思います
●どこに何が書いているのか端的に分かりやすく書いて
欲しい
●弘前市はカフェが多いので知られざるカフェを紹介し
てほしいです
●市内の町内会の活動内容や市内でがんばっている人を
取りあげてほしい
●「津軽広域連合だより」の市町村イベントカレンダーも、
近隣の市町村の楽しそうなイベントを知ることが出来て
役立っています
●「教えてたか丸くん」はいつも楽しく学んでいます
●表紙の写真が好きで毎月月初めが楽しみです
●シニアが参加できるイベントを増やしてほしいです
●子供と一緒に遊べる施設やカフェを特集して欲しいです

　読者である市民の皆さんは広報ひろさきについてどう思っているのでしょうか。
これまで寄せられたご意見・感想の中から、一部を紹介します。
　広報担当では、皆さんから寄せられた意見をよりよい誌面づくりのために生かし、
今後も分かりやすく、より多くの市民の皆さんに愛され親しまれる広報誌づくりに
取り組んでいきますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。読者の声

３

●市役所のひとつの課にスポットをあてて何をしている
所だとか、特集を組んで毎号紹介してほしいです
●情報が多すぎて高齢者には分かりにくい部分もある
●写真が多く、カラフルな色使いで目を引く広報。毎回、
ワクワクしながらページをめくっています
●文字が詰め込みすぎの記事もあり、レイアウトやイラ
ストなどによる更なる工夫があれば良い
●毎月 2回の発行ではなく、月 1回の発行でページ数を
増やしてもいいと思いました
●内容が充実していて隅から隅まで読むとかなりの時間
がかかりますが、いろいろな事が良く分かります
●それぞれの地区の町内自慢、きれいな所、お店を紹介
してほしい
●学生企画コーナーが新しい目線での記事で楽しみにし
ています
●もう少しだけ字が大きければ良いと思います

広

昨年３月１日号の表紙と特集の紙面

 

 

　弘南鉄道では、大鰐線の利用促進を図るため、新規で大鰐線の通勤通学の長期定期乗車券（1年・6カ月）
を購入する人を対象に、正規運賃の 20％相当額を特別割引します。
▽対象　市内在住で以下の条件のいずれかを満たす人
①弘南鉄道が発券する大鰐線定期乗車券を購入したことのない人／②過去 1年間に大鰐線定期利用実績が
３カ月以内の人／③平成 30年 4月 1日現在で、弘南鉄道が指定する学校（小・中学校、高校、大学、大
学院、短期大学、専修学校など）の新1年生の人
※障がい者割引やその他法定などにより別途支援（通学費補助など）を受けている人は対象外。
▽申し込み方法　利用開始日の10日前までに、弘南鉄道大鰐線中央弘前駅で申込書を提出後、対象となる
条件を確認した上で定期乗車券を発行します
▽申込受付開始　3月 20日から
▽その他　市議会の平成30年第１回定例会における予算案の可決をもって事業を実施します。また、予算
枠に達し次第、終了となりますので早めの申し込みを
■問い合わせ先　弘南鉄道（☎ 44・3136）／都市政策課交通政策推進室（☎35・1124）

　  

■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④

【ひろさき公共交通マップ】
　市内のバスや鉄道の路線、予約型乗合タク
シーの情報を掲載しているほか、自宅最寄り
のバス停や駅から目的地までの路線を調べる
ことができます。市役所総合案内（市役所１
階）で配布しているほか、市のホームページ
からダウンロードできます。
　また、バス・鉄道各社では、利用の仕方や
目的に合わせて、定期乗車券・回数券・企画
切符などを発売しています。
　新年度のスタートに公共交通での通勤・通
学を試してみませんか。

●公共交通ニュース●

　「かぞくへん」「あなばへん」「イベントカレンダー」の
３種類があり、目的に合わせて幅広く活用できます。
　大鰐線中央弘前駅で配布しているほか、弘南鉄道のホー
ムページからダウンロードできます。
■問い合わせ先　都市政策課交通政
策推進室（☎35・1124）

大鰐線沿線の魅力発見MAP

「鰐ぶらり」でお出かけしませんか？

今年の春から大鰐線でお得に
通勤・通学しませんか？
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※「鰐ぶらり」は、宝くじコミュ
ニティ助成金を活用して作成し
ています。

〈イメージ〉
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結構な
力仕事！

　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！

【質問】
　市内の小・中学校合わせて１万1,000人以上の児童・
生徒の給食は、東部・西部学校給食センターの調理員
が作っているよ。巨大な釜や鍋を使って短時間で調理
しているけど、その調理員は全部で何人いるかな？

①

②

③

107人

311人

1050人

  

教
えて

！たか丸くん

伝統料理から
学ぶ

　市内の小・中学校では、学校給食による食育のほか、
栄養士による「食に関する指導」も行われています。「朝
ごはんの食べ方」「おやつのとり方」「食事のマナーにつ
いて」「食物アレルギーについて」「給食を大切に食べよ
う」など、さまざまなテーマで行われています。
　大成小学校ではその一環として、郷土料理「けの汁」
作りに挑戦しました。栄養士に調理の指導を受けながら、

野菜を細かく切ったりみそで味付けをしたり、みんなで
味見をしながら味を調え、おいしそうなけの汁が完成し
ました。
　子どもたちは今回の実習を通して、自分たちが食べる
ものを自ら調理することで食べ物に対する感謝の気持ち
をはぐくみ、けの汁の歴史や特徴、地域の食文化を後世
へ伝える大切さも学ぶことができました。

昔と今の給食を  
比べてみました！

　瓶の牛乳から紙パックの牛乳へ、先割れスプーンからマイ箸へ、

アルミの食器から軽くて汚れや傷が付きにくく加工されたプラス

チックの食器へ、パン食からごはん食への変更など、時代に合わ

せてさまざまな変遷を遂げながら、現在の給食となりました。

昭和49年 平成29年

先割れスプーン

アルミの食器

瓶の牛乳と
ミルメーク

パンと

シチュー

給食が出来上がると、
異物が入っていないか、
異臭がしないかなどを
確認するため、子ども
たちが食べる前に校長
先生や教頭先生による
検食を毎回行っている
よ！

検収 下処理

調理配送

給食ができるまで 第１位　
カレーライス

第２位　
ラーメン

第３位　
焼きそば

好きなメニューランキング

あなたの好きな給食は？

リサイクルできる
紙パックの牛乳

栄養バランスのとれた野菜のみそ汁

肉じゃが

野菜ごま酢あえ ①きゅうりを厚さ0.2cmの輪切りにし、
Ａの調味料は混ぜておく。
②もやしを沸騰したお湯で１分ゆでた後、
きゅうりも鍋に入れ、１～２分ゆでる。
③ゆで上がったらざるにあけ、水をかけて
冷ます。
④ボウルにＡの調味料ともやし、きゅうり、
ツナ缶を入れ和える。
⑤最後にごまをまぶして出来上がり。

材料（４人分）

きゅうり ……………１/3本
もやし  ………………200g
ツナ缶 …………………１缶
しょうゆ ………小さじ3
三温糖…………小さじ2
酢………………小さじ3
ごま油………………少々
顆粒こんぶだし……少々
白いりごま……………少々

Ａ

作り方栄養士が教える！子どもに
大人気メニューのレシピ

コーンやにんじん、わかめを入れるのもおすすめです★

見たい ! 知りたい !　  みんなの学校給食

・コッペパン　　・牛乳　　　　・うどん汁
・いちごジャム　・ミルメーク　・うどん

・ごはん　　　・牛乳　　　　・五目卵焼き
・メンマ炒め　・せんぎり汁

１食あたりの給食費

240円

※給食センター対象校（市内小学校）
の費用。市内中学校は280円。自校
式の小学校は260円、中学校は280円。

start! 食材の品質や鮮度、数量などを確認
野菜などの洗浄

特集   私たちの学校給食

盛り付け

献立 献立

※昭和 49年の給食は再現です。

野
菜
は
３
回
水
洗
い
！
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銀町、追手門広場内）２階展示コー
ナー
※開催期間などが変更となる場合が
あります。
■問文化財課（☎82・1642）

郷土文学館スポット企画展
「作家が描いた『観桜会』-
100 周年を記念して -」

　太宰治、石坂洋次郎、小林秀雄、
円地文子ら、名だたる文人たちが描
いた弘前城の桜を紹介します。
▽期間　４月１日～６月29日
▽開催時間　午前９時～午後 5時
（最終日は正午まで）
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、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。

まちなかクラフト村特別企画

【はこだて工芸舎展】
　弘前で初めての「はこだて工芸舎
展」を開催します。
▽とき　３月 24日～４月１日の午
前10時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園考古館（上

白銀町）２階ギャラリースペース
▽内容　テキスタイル、ガラス工芸、
フェルト、ミニチュアアート、陶芸
品などの展示および販売
■問商工政策課（☎35・1135）

弘前学院大学開放講義（前期）

　開かれた大学づくりの一環とし
て、地域の皆さんが学生と一緒に通
常の講義を受講する「開放講義」を
実施します。
▽期間　４月９日～８月４日
▽科目　英会話ⅢＡ、生命の科学A、
政治学Aなど
▽受講料　無料（別途資料代2,500
円が必要）
※駐車場は使用できません。公共交
通機関をご利用ください。詳しく
は、ホームページ（http://www.
hirogaku-u.ac.jp）をご覧になる
か、問い合わせを。
■問３月 20 日～ 30 日に、弘前学
院大学学務課窓口（稔町、☎ 34・
5211）へ。

あすなろ体操スクール

　平成 30 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　４月～平成 31 年３月の
土・日曜日（毎月２回）、午後５時
半～７時
▽ところ　市民体育館（五十石町）

鳴海要記念陶房館の催し
◎「電動ロクロを体験しません
か？」
▽とき　３月 23 日・24 日の午前
10 時～午後３時
▽内容　電動ロクロを使った器作
り
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽参加料 　1,500 円（材料費含む）
◎「俳句鼎・妙　小田桐妙女～鳴海
要記念陶房館の巻①～」
▽とき　３月25日（日）
           午前 10時～午後３時
▽内容　俳句の本の製本や句会（午
後 1時からの句会のみの参加も可）
▽参加料　無料
～共通事項～
▽ところ 鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽対象　小学生以上
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

発掘調査速報展

　

　
　
　市教育委員会では毎年、道路建設
や住宅建築などに伴い、遺跡の発掘
調査を実施し、その成果を公開して
います。
　今回は、平成 29年度に調査した
遺跡の中から、宮館遺跡（宮舘字宮
舘沢）、宮本遺跡（五代字山本）、坂
本館（館後字新田）、史跡津軽氏城
跡弘前城跡長勝寺構（安盛寺、西茂
森１丁目）などを、出土遺物や写真
パネルで紹介・解説します。
▽とき　３月 31日～９月 30日の
午前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白

▽内容　①エンジェルコース＝ボー
ル、縄、マットを使った体操／②ジュ
ニアコース＝体操競技（マット・平
均台・跳び箱・鉄棒）、トランポリ
ンなど／③シニアコース＝ストレッ
チ体操、軽スポーツ、エアロビクス
など
▽対象　①年中・年長＝新規５人程
度／②小学生＝ 100 人／③成人＝
30人
▽受講料　①・②＝年間1万2,000
円／③＝年間6,000円
※ともに、保険料を含む。
▽申し込み方法　４月１日の午後４
時半～５時半に、受講料を添えて市
民体育館会議室へ
※第１回目のスクールは、４月 15
日に開催する予定です。
■問午後７時～８時に、弘前体操連盟
（佐々木さん、☎34・8560）へ。

高齢者健康トレーニング
教室開始時間の変更　
　４月１日から温水プール石川教
室の利用時間を次の通り変更しま
す。

※受付時間は、午前の部＝午前９時
～、午後の部＝午後１時～。
■問温水プール石川（☎49・7081）

温水プール石川
～健康サポート教室～
▽とき　４月 10 日・24 日の午後
２時～３時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　脳の活性化プログラム、シ
ニア向けの簡単なエアロビクス、ス
トレッチなどの運動
▽対象　65 歳以上の市民＝各回
20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３月 15日から、温水プール石川
（☎49・7081）へ。

市民健康クッキング講座
　「食」を通じた健康づくりの講座
です。
▽とき　４月 13 日、５月 18 日、
６月 15日
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全３回に参加できる市民＝

15人（初めて参加する人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問３月 30日（必着）までに、往復
はがき（住所、氏名、年齢、電話番
号、講座名を記入）で、健康づくり
推進課（☎ 37・3750、〒 036・
8711、野田２丁目７の１）へ。

ロマントピア天文台
「星空マイスター講座」
　ロマントピア天文台では、星座を
学ぶ講座を開講します。
▽日程と内容　５月 12日＝「はじ
めの一歩、夜空を楽しもう」／６月
９日＝「望遠鏡にふれよう」／７月
14日＝「季節の星座と地球の仲間
たち」
※いずれも時間は午後５時～７時。
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井）
▽定員　12人（先着順）
▽受講料　１科目1,000円
※詳しくは、問い合わせを。
■問４月30日までに、電話かファク
スまたは E メール（住所、氏名、
年齢、電話番号を記入）で、星と森
のロマントピア天文台（☎兼■Ｆ 84・
2233、■Ｅ romantopia.tenmondai
@gmail.com、月曜日は休み）また
は、星の宿白鳥座（☎84・2288）
へ。

ＮＥＷＳ

留学生が市役所で職場体験 
～フェイスブックで魅力発信～

　２月 10日～ 16日、広聴広報課に弘前大学
の留学生が職場体験に来ました！今回参加した
のは、中国出身の劉 佳（リュウ・カ）さんです。
　リュウさんは弘前城雪燈籠まつりをはじめと
する市内のさまざまなイベントの取材を体験し
ました。
　外国人ならではの視点で書いた、弘前の冬の
魅力を紹介する記事を市シティプロモーション
のフェイスブックに掲載しています。ぜひご覧
ください。
■問広聴広報課（☎40・0494）

 

ひろさき応援寄附金感謝状贈呈式
ＮＥＷＳ

　   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

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

 イベント
 

 教室・講座
 

　ひろさき応援寄附金（ふるさと納税）に10万円以上寄附していた
だいた法人の皆さんへ感謝状を贈呈しています。２月15日には弘都
電気と藤村機器の２社を招き、贈呈式
を行いました。
　なお、平成 29年度に寄附をいただ
いた法人は下記のとおりです。
▽法人名（順不同）　弘都電気、藤村機
器、モダンスキル
■問広聴広報課（☎40・0494）

利用時間
１回目 午前９時半～
２回目 午前 10 時半～
３回目 午前 11 時半～
４回目 午後１時半～
５回目 午後２時半～
６回目 午後３時半～
７回目 午後４時 15 分～
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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

設置されていない建物（ひとつでも
該当すれば公表します）
▽公表の方法　立入検査で違反を確
認し、建物関係者に違反を通知した
日から 14日が経過してもその違反
が是正されない場合、弘前地区消
防事務組合ホームページ（http://
www.hirosakifd.jp/）に建物の名
称・所在地、違反の内容などを、違
反が是正されるまで掲載します
■問消防本部予防課（☎32・5104）

車いす応援隊
ボランティア募集
　さくらまつり期間中、車いす利用
者の介助や車いすの貸し出しを手
伝ってくれるボランティアを募集し
ます。また、歩行に不安がある人は、
車いす応援隊が弘前公園でお待ちし
ています。ぜひご利用ください。
▽活動日時　まつり期間中の午前9
時～午後 4時で、午前の部・午後
の部・全日のいずれかを選択
▽活動場所　弘前公園内
▽募集対象　大学生以上の市民
※事前の打ち合わせは、４月 14日
の午前９時半～、弘前市社会福祉セ
ンター２階大会議室（宮園 2丁目）
で実施します。詳しくは、問い合わ
せを。
■問 4 月 9 日までに、ボランティア
センター（☎33・2039）へ。

スポーツ吹矢体験会

▽とき　３月17日～４月21日の
毎週土曜日、午後１時～３時
▽ところ　三省地域交流センター
（三世寺大字鳴瀬）
▽対象　市民＝各回５人程度（先着
順）
▽内容　スポーツ吹矢の体験
▽参加料　１回100円（マウスピー
ス代として）
■問各開催日の前日までに、じょっぱ
り弘前支部事務局（小川さん、☎携
帯090・7524・0462）へ。

無料法律相談会

◎暮らしとこころの無料法律相談会
▽とき　３月26日～ 30日
▽内容　多重債務、労働問題、離婚、
DV、いじめなど、生活や心の悩み

に関する相談
※３月 19日～ 23日に、事前の予
約が必要。予約の際は、「暮らしと
こころの相談希望」とお伝えくださ
い。
◎遺言・相続無料法律相談会
▽とき　４月16日～ 20日
▽内容　遺言・相続に関する相談
※４月２日～ 13日に、事前の予約
が必要。予約の際は、「遺言相談希望」
とお伝えください。
～共通事項～
※相談場所は電話予約後、日程調整
の上、決定します。
■問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285、午前９時～午
後５時）

無料ちびっこ空手体験会

▽とき　３月29日（木）
　　　　午後４時～４時45分
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　いじめない・いじめられな
い人間力の養成、空手の基本
▽対象　４歳～小学校２年生
▽参加料　無料
▽持ち物　運動できる服装、タオル、
飲み物
※事前の申し込みが必要。
■問電話かEメール（参加者の住所・
氏名・年齢、保護者氏名、電話番号
を記入）で、全世界空手道連盟新極
真会青森支部（鳴海さん、☎携帯
080・6007・4798、 ■Ｅ aomori_
narumi@yahoo.co.jp）へ。

国民健康保険加入者・
後期高齢者医療制度加入者の
入院時の食事代が変わります
　４月１日から、国民健康保険加入
者は、課税世帯の入院時の１食当
たりの食事代が 460 円（変更前＝
360円）となります。
　また、後期高齢者医療制度加入者
も所得区分が現役並み所得の人また
は一般の人は入院時の１食当たりの
食事代が460円（変更前＝360円）
となります。
※詳しくは、問い合わせを。
■問国保年金課（国保加入者…☎
40・7047、後期高齢者医療制度
加入者…☎40・7046）

違反対象物の公表制度が
始まります
　建物を利用しようとする人がその
建物の危険性に関する情報を入手
し、建物利用の判断ができるよう、
消防署などが把握した「重大な消防
法令違反」を公表する制度です。
▽制度運用開始日　４月１日
▽公表の対象　特定防火対象物（飲
食店、物品販売店、旅館、病院など
不特定の人が出入りする建物）
▽公表の対象となる違反　消防法令
で設置が義務付けられているにもか
かわらず、屋内消火栓設備、スプリ
ンクラー設備、自動火災報知設備が

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。相談は予
約制です。事前に電話で申し込んで
ください。
▽とき　４月４日（水）
　　　　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）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）による無料健康相談を開催
します。体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　４月７日・21日の午後１
時～４時
▽ところ　健康広場相談室（駅前町、
ヒロロ３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問各相談日の前日までに、健康広場
（☎35・0157）へ。

スポネット弘前ランニング
クラブ活動説明会
　平成 30 年度の活動開始にあた
り、活動の説明会および練習会を開
催します。これか
らランニングを始
めてみたい人、マ
ラソン大会に向け
て練習する場所や
仲間を探している
人も歓迎します。
▽とき　４月８日（日）、説明会＝

午前９時半～11時／練習会（運動公
園周回コース試走）＝午前11時～
※練習会は希望者のみ。
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
※事前の申し込みは不要。
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｅ info@sponet-h.com）

県営住宅入居募集  

　入居資格や申し込み方法など、詳
しくはお問い合わせください。
▽募集期間（定期募集）　偶数月の
の１日～ 10日（土・日曜日、祝日
除く）
※県営住宅小沢団地は現在、常時募
集中です。また、中所得者向けの特
定公共賃貸住宅も募集しています。
■問コーポラス青森グループ県営住宅
弘前管理事務所（清野袋１丁目、☎
31・3323〈午前８時半～午後５時
15 分〉、■Ｈ http://www.housan.
co.jp）

 

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
4／１ 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
８ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
15 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
4／１ 成田眼科クリニック

（森町）
☎35・5155

15 やすはら耳鼻咽喉科
（安原３）

☎88・0087

29 代官町クリニック吉田
眼科（代官町）

☎38・4141

歯　科
4／１ 石岡歯科医院（松森町） ☎32・1078
８ スクエア歯科（富田３） ☎39・4180
15 デンタルオフィスよしだ

（早稲田３）
☎26・2525

22 いちむら歯科医院
（取上 2）

☎31・0756

29 くりの木デンタルクリニ
ック（新町）

☎88・7676

30 弘前インター歯科クリニ
ック（石川）

☎55・8214

 その他
  

 

　今回の起点は、弘前市の北域、鬼伝説で有名な①『鬼神社』。
毎年旧正月には市無形民俗文化財の「鬼沢のハダカ参り」や
「七日堂祭（二十九日堂祭）」が行われます。ここから西に進
むと県天然記念物の②『鬼沢のカシワ（鬼神腰掛柏）』、北東
へ進むと二千刈には県内最古の板碑、市指定の③『文永の板
碑』があります。さらに北西に約８㎞進むと、十腰内に入り、
県道から西へ進んだところに④『巌鬼山神社』が鎮座します。
元禄4年（1691）に建立された「本殿」は県重宝、また境
内には県天然記念物の「大杉」が2本あり、鎮守の森として
荘厳な佇まいを見せてくれます。神社は坂上田村麻呂が創建
したなど諸説ありますが、この大杉は樹高約41ｍ、幹周は
8.5ｍと10ｍで、樹齢はおよそ1,000年といわれています。
　さらに、この界隈には、縄文時代の遺跡が多く、世界遺産
を目指す国史跡の⑤『大森勝山遺跡』や、巌鬼山神社の北側
には、今から約4,000年前の⑥『十腰内（2）遺跡』があり
ます。この遺跡は、昭和35年に発掘調査が行われ、出土し
た土器は、北東北の標式土器として「十腰内式」と呼ばれて
います。また、市立博物館には、土器や石器と共に国重要文
化財の「猪形土製品」も展示され、弘前の歴史を伝えてくれ
ます。
■問文化財課（☎82・1642）

文化財のまち 弘前 de ぶらぶら

第５回  鬼沢～十腰内界隈

※「弘前の文化財」（600円・市立博物館で販売）より抜粋。見学には、所有者の許可が必要な場合があります。

▲巌鬼山神社の大杉

鬼沢～十腰内界隈

大森勝山遺跡●⑤

岩木川

・裾野簡易郵便局

巌鬼山神社●④
十腰内（２）遺跡●⑥

文永の板碑●③

鬼沢のカシワ
（鬼神腰掛柏）
●②
●① 鬼神社

 

最終回
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有 料 広 告 有 料 広 告

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韓氏意拳講
習会

①韓氏意拳初級講習会＝３月 24
日、午後６時半～、②韓氏意拳
養生功講習会＝３月 24 日、午後
１時 15 分～、③剣体研究会講習
会＝３月 24 日、午後３時半～

清水交流セン
ター（大開２
丁目）

①②＝中国武術の講習、
③ = 木刀や杖を使った
武術の自然な動作

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。

②産後エクサ
サイズママ＆
ベビー

４月１日・15 日の午後０時 45
分～１時 45 分

ウイング弘前
（青山５丁目）

ヨガやピラティスの要
素を取り入れ赤ちゃん
ともコミュニケーショ
ンをとりながら動く

生後３か月
～ 12 か月の
子どもと母
親＝ 10 組 1 回受講＝

1,944 円／
2 回受講＝
3,240 円
※④は１人追
加で、540 円
追加。

事前に、ウイング弘前（☎
38・8131）へ。

③ OKJ よちよ
ち親子 フィッ
トリトミック

４月８日・22 日の午後０時 45
分～１時 45 分

赤ちゃんとスキンシッ
プを取りながら、音楽
に合わせて親子で楽し
く運動する

生後８か月
～ 24 か月の
子どもと保
護者＝ 10 組

④わんぱく親
子体操教室

４月８日・22 日の午後２時～３
時

親子で音楽に合わせて
一緒に遊びながら、運
動習慣を身につける
※きょうだいの参加可。

２歳～６歳の
子どもと保
護者＝ 10 組

⑤リフレッシ
ュ☆ストレッ
チ教室

４月 14 日～５月 26 日（５月５
日を除く）の毎週土曜日、午前
10 時半～ 11 時半

金属町体育セ
ンター集会室

身体をほぐすストレッチ
体操、自宅で出来る体操
の紹介、簡単な筋トレ

市民＝ 12 人

無料

３月 31 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）

⑥気軽にスポ
ーツ体験教室

４月 13 日～６月 22 日（５月４
日を除く）の毎週金曜日、午前
10 時半～正午 金属町体育セ

ンター

軽スポーツ（ラージボー
ル卓球、ソフトバレーボ
ールなど）のルール説明
とゲームの実施

市民＝ 15 人

⑦～認知予防
をしよう！～
☆楽しく健康
教室☆

４月 14 日～６月 23 日（５月５
日を除く）の毎週土曜日、午後
１時半～２時半

ストレッチと軽いリズ
ム体操、遊びを取り入
れた楽しいゲームや脳
トレ

市民＝ 10 人
程度

⑧骨盤体操＆
脂肪燃焼エク
ササイズ教室

４月 12 日～６月 21 日（５月３
日を除く）の毎週木曜日、午前
コース＝午前 10 時～ 11 時／午
後コース＝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）
トレーニング
室

骨盤のゆがみを改善す
るストレッチ、体の柔
軟性を高める体操、脂
肪燃焼エクササイズ

各コース
８人 無料

３月 28 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）

⑨体力づくり
＆ウオーキン
グ教室

水曜日コース = ４月 11 日～６月
20 日の毎週水曜日、午後２時～
３時半／木曜日コース＝４月 12
日～６月 21 日（５月３日を除く）
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、筋ト
レ、障害物を使ったウ
オーキング

各コース
15 人 無料

３月 31 日（必着）までに、
運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目 3、☎
27・6411）へ。

（※１）（※２）

⑩ヒロロで走
ろう！かけっ
こ教室

４月３日～ 20 日の毎週火・金曜
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
ードルなどの用具を使
った足を動かすトレー
ニング

市内に通う
小学校１～
４年生＝ 20
人

無料

３月 29 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）

⑪プールで筋
トレ・脳トレ
水中ウオーキ
ング教室

４月６日～ 27 日の毎週火・金曜
日、午後１時半～２時半

河西体育セン
ター（石渡 1
丁目）

水中ウオーキング、水
中でのストレッチ、バ
ランス力を高める運動、
脳トレ、筋トレ

市民＝ 15 人

⑫チェア体操
教室

４月 12 日～５月 10 日（５月３
日を除く）の毎週木曜日、午前
10 時半～ 11 時半

河西体育セン
ター（石渡 1
丁目）会議室

いすに座りながらスト
レッチ体操、音楽に合
わせたリズム体操、脳
トレ運動など

市民＝ 10 人

⑬空手教室
４月 4 日～ 28 日の毎週水・土
曜日、①小・中学生＝午後７時～
８時半／②高校生以上＝午後７
時～９時（※３）

千年交流セン
ター（原ケ平
５丁目）

空手の基本動作・稽古  無料
和道流空手道連盟青森県本
部（小林さん、☎携帯
090・9632・0199）

 各種スポーツ・体操教室

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　市民の皆さんに親しまれ続けてきた「弘前さくらまつり（観
桜会）」。これまでの歴史や今年100周年を迎える特別な「弘
前さくらまつり」について紹介します。
○放送日　３月24日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森テレビ（ATV）

弘前観桜会 100 周年～さらなる 100 年へ～

  

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,001 人  （－105）
　 男　　  79,836 人  （－               51）
　 女　　  94,165 人  （－              54）
・世帯数　 71,830 世帯    （+ 6）
平成 30年 2月１日現在（推計）

○昭和 63年４月２日～平成９年４
月１日生まれの人
○平成９年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 31
年３月までに大学を卒業する見込み
の人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽申込期間　３月 30日～４月 11
日
▽申し込み方法　国家公務員試験採
用情報 NAVI（http://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.htm）から申
し込んでください
▽第１次試験日　６月10日
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線
3236）／人事院東北事務局（☎仙
台022・221・2022）

労働基準監督官採用試験
▽試験区分・採用予定者数
○労働基準監督A（法文系）＝約
210人
○労働基準監督 B（理工系）＝約
70人
▽受験資格
○昭和 63年４月２日～平成９年４
月１日生まれの人
○平成９年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 31
年３月までに大学を卒業する見込み
の人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽試験日および試験地
【第１次試験】６月10日…札幌市・
盛岡市・秋田市・仙台市・東京都ほ
か
【第２次試験】７月 11 日～ 13 日
のうち指定する日…札幌市・仙台市・
東京都ほか
▽申し込み方法　３月 30日の午前

９時～４月 11 日（受信有効）に、
インターネット（申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）から申し込んでくだ
さい
■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

労働相談会

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働条件などのトラブルを解決
するための無料相談会です。
▽とき　４月３日の午後１時半～３
時半、４月 15日の午前 10時半～
午後０時半
※４月から、原則毎月第３日曜日に
も開催。
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島２丁目）みどりやビル７階
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。詳しくは、
問い合わせを。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道および農業集落排水の
処理区域が、４月１日から広がりま
す（対象…石川字大仏下・大沢字上
村元・大沢字下村元・大沢字寺ヶ沢・
弥生字弥生平・百沢字東岩木山の各
一部）。
　新たな処理区域の皆さんには、下
水道の接続などについてのお知らせ
を送付しますので、早めの水洗化に
ご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

マイナンバーで年金の
手続きが可能に
　３月５日から、年金関係の届け出
にマイナンバーを記載できるように
なりました。基礎年金番号による手
続きも引き続き行えます。なお、手
続きの際は、個人番号がわかるも
の（マイナンバーカードまたは通知
カード）と本人確認書類を持参して
ください。
■問弘前年金事務所（外崎５丁目、☎
27・1339）／国保年金課国民年
金係（☎40・7048）

国税専門官採用試験
　仙台国税局では、バイタリティあ
ふれる国税専門官を募集していま
す。国税専門官は国の財政を支える
重要な仕事を担い、税務署などにお
いて、調査・徴収・検査や指導など
を行う税務のスペシャリストです。
▽受験資格

お詫びと訂正

　広報ひろさき3月 1日号の 22
ページ「自動車税について」内、「自
動車権者証」とあるのは「自動車
検査証」の誤りでした。また、「申
込用紙は、各取扱金融機関・中南
地域県民局県税部の窓口に備え付
けたりますので」とあるのは「申
込用紙は、各取扱金融機関・中南
地域県民局県税部の窓口に備え付
けてありますので」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。 
■問広聴広報課（☎35・1194）

 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

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

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名・⑧⑨はコース名を記入の上、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…毎週水曜日の午後７時～７時半に、小・中学生を対象にした無料の英語教室を実施します。
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。
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　水道料金・下水道使用料などの支払いについて、新規
で口座振替の申し込みをすると、抽選で景品が当たる
キャンペーンを実施します。この機会に口座振替をぜひ
お申し込みください。
▽対象　期間中に新規で水道料金・下水道使用料などの
口座振替の申し込みをした世帯
※現在使用中の口座の変更や、期間中に口座振替をやめ
た人、納期限が過ぎている水道料金などに未納がある人、
新規申し込み後に振替不能となった場合は対象外。
▽景品　弘前市特産品詰め合わせ（3,000 円相当）＝
100人

▽申し込み方法　市内各金融機関（農協、ゆうちょ銀行
を含む）または上下水道部お客さまセンター（市役所１
階または岩木庁舎内）窓口へ、預貯金通帳、届け出印鑑、
「水道使用量のお知らせ」または領収書を持参し、口座
振替依頼書に記入の上、申し込んでください
※口座振替依頼書は、市ホームページからもダウンロー
ドできます。
▽発表　当選者への景品の発送（６月下旬予定）をもっ
てかえさせていただきます。
■問い合わせ先　上下水道部総務課お客様サービス係
（岩木庁舎、☎55・6894）

３月15日～５月11日

抽選で100人に
特産品詰め合わせが
当たるよ！

 

申込期間

水道料金等

■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。

口座振替キャンペーン

弘前駅前北地区土地区画整理事業地区内の都市計画道路完成

３月 28 日午後２時から開通します
　■問い合わせ先
　区画整理課（☎34・3233）

　平成 19年から進めてきた弘前駅前北地区土地区画整理事業地区内の都市計画道路３・３・６号駅前町取上線、３・
４・26号駅前二丁目線の整備が完了し、通行できるようになります。
　この道路の開通で、隣接する駅前地区との連携により交通の連絡性の向上や、まちなか居住の推進を図るととも
に中心市街地の活性化に大きな役割を果たすものと期待されています。
　今回の開通区間は、延長約480ｍ、車道は幅員が 11ｍで、片側１車線、両側には 3.5 ｍ～ 4.5 ｍの歩道が設
置されています。また、車いす利用者や高齢者の皆さんが安心して安全に通行できるように電線類を地中化し、電
柱のない歩行者空間を確保しています。さらに、歩道には冬季間も通行しやすいように地下水熱を利用し、不凍液
を循環させる無散水型融雪設備を施しています。

▲整備が進む弘前駅前北地区

北地区の

略地図


