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改元に伴う元号の読み替え
と文書の表記について

　今年５月１日に元号が変わり
ますが、市が発行する「各種証
明書」、「被保険者証」や市・県
民税などの「納税通知書等」で、
５月１日以降の日付を「平成」
で表記しているものは「新元号」
に読み替え、有効なものとして
取り扱います。年度について
は、１年を通じて「平成 31年
度」の表記となるものがありま
すが、日付と同様に「新元号元
年度」に読み替え、有効なもの
として取り扱います。
　なお、「固定資産税・都市計
画税納税通知書等（当初分）」
および「軽自動車税納税通知
書等」は、５月発送分に限り、

日付を「西暦」（年度は「平成
31年度」）で表記しています。
あらかじめご了承ください。
■問 情報システム課（☎ 35-
1133）

４月１日からごみ収集の
区分が変わります

　４月１日から、これまでの「そ
の他の紙」の区分を「雑誌・雑
がみ」に統合します。
　これまで「その他の紙」に出
していたものは、「雑誌・雑がみ」
として出してください。ただし、
ヨーグルトやカップ麺のふた、
カップ麺の紙製容器、粉末洗剤
の箱など、特殊な加工がされた
紙やにおいのついた紙、汚れの
ついた紙は「燃やせるごみ」に
出してください。
　なお、ごみ出しの容器として
使用されているダンボールは収
集しませんので、ごみ出しには

無色透明または半
透明袋を使用して
ください。ごみの減
量・資源化にご協力
をお願いします。
■問環境管理課（☎32-1969）

スポーツ指導員
（非常勤職員）募集

▼雇用期間　６月１日～翌年３
月31日（更新あり）
▼勤務時間　午前９時～午後３
時45分（週 30時間）
▼勤務場所　運動公園など
▼業務内容　スポーツ教室の開
催など
▼募集人数　１人
▼休日　週休２日、祝日、年末
年始
▼選考方法　書類選考、個人面
接
▼申し込み方法　４月 22 日
（月・必着）までに、市販の履
歴書に必要事項を記入し、郵送
か文化スポーツ振興課（市役所
４階）へ提出を。
※募集要項は同課で配布してい
るほか、市ホームページにも掲
載しています。
■問文化スポーツ振興課（〒036
-8551、上白銀町１の１、☎
40-7115）

高齢者はり・きゅう・
マッサージ受療券の交付

　65歳以上の希望者に、はり・
きゅう・マッサージの受療券を
交付し、施術料を助成します。
なお、助成対象は医療保険適用
外の施術に限ります。
▼対象者　満65歳以上の人
▼申請期間　４月１日～翌年３
月 31日（年度内１人１回のみ
受け付け）
▼受付時間　午前８時 30分～
午後５時（即日交付）

▼交付枚数　４月～８月に申請
＝５枚／９月～ 12月に申請＝
４枚／ 2020 年１月～２月に
申請＝３枚／３月に申請＝２枚
※申請時期により交付枚数が異
なります。
▼助成金額　１枚につき 500
円
▼申請・交付場所　介護福祉課
／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
※受療券は、市指定の施術所で
使用できます。
■問介護福祉課（市役所１階、☎
40-7072）

お出かけシニアパス

　公共交通の利用促進と高齢者
世代の支援などを目的に、市内
の路線バスと弘南鉄道大鰐線、
乗合タクシーの運賃が割引にな
る「お出かけシニアパス」を発
行します。割引には事前にパス
の登録が必要ですので、申請方
法を確認の上、お申し込みくだ
さい。
▼対象　70 歳以上の市民で、
アンケートなどに協力できる人
＝200人
▼運賃　正規運賃が 400 円以
下の区間＝ 100 円／ 400 円
を超える区間＝正規運賃から
300円割引
▼対象路線　市内を運行する路
線バスと弘南鉄道大鰐線および
乗合タクシー
※乗降場所がどちらも市内の場
合に限る。乗合タクシーは相馬、
石川、堀越、鳥井野、小友、笹
館、福村新里の各地区線が対象。
土手町循環100円バス、城東
環状100円バス、ためのぶ号、
青森空港線、岩木スカイライン

シャトルバスは対象外。
▼登録料　5,000 円
※運転免許自主返納者は運転経
歴証明書（写し）の提出を。
▼有効期限　2020 年３月 31
日
▼申請方法　４月 24日（水・
必着）までに、住所・氏名・電
話番号・生年月日を下記のいず
れかの方法で都市政策課へ申し
込みください。
①電話…☎35-1102
②ファクス…35-3765
③都市政策課に直接申し込み
④郵送…〒 036-8551、上白
銀町１の１、都市政策課あて
⑤Ｅメール…toshiseisaku@
city.hirosaki.lg.jp
※応募者多数の場合は抽選で決
定（初めてパスを利用する人な
どを優先）し、当選者には５月
上旬に書面で通知します。
■問都市政策課交通政策推進室
（☎ 35-1102、土・日曜日、
祝日を除く）

ひろさき多子家族応援
パスポート

　多子家族の子育てを応援する
ため、市の公共施設（文化・体
育・社会教育施設など）の使用
料などが無料になるパスポート
を発行しています。対象となる
人は申請してください。対象施
設など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
▼対象　平成 13年４月２日以
降に生まれた子どもが３人以上
いる親子
▼受付場所　子育て支援課（市
役所１階）
▼申請に必要なもの　親子全員
の健康保険証など
※平成 30年度のパスポートを
持っている人で今年度も要件に
当てはまる世帯には、４月上旬
に新しいパスポートを発送しま

　大名が使った工芸作品や庶民の暮らしの
中の民芸を通して、ふるさと津軽に息づく
文化を紹介します。また、大名の暮らしぶ
りを想像させる津軽家旧蔵の雛道具を展示
します。東京都のホテル雅叙園東京でも展
示された、全長 16ｍにおよぶ圧巻の名品
をぜひご覧ください。

津軽の美～武士の工芸・庶民の民芸～

市立博物館企画展１

▼とき　４月６日（土）～６月２日（日）
▼開館時間　午前9時 30分～午後 4時 30分
▼休館日　4月 15日（月）、5月 20日（月）
▼観覧料　一般300円、高校・大学生150円、小・中学生100円／
高岡の森弘前藩歴史館との共通券＝一般420円、高校・大学生210円、
小・中学生140円
※ 20人以上の団体料金もあり。障がい者、65 歳以上の市民、市内の
小・中学生、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。住所や年齢を証明できるものの提示を。
▼無料開館　4月 20日（土）は、博物館開館記念日のため観覧料が
無料
▼併催　常設展「ひろさきの歴史と文化 ～原始から近現代へ～」
■問市立博物館（下白銀町、☎35-0700)

 その他
 

▲鳳凰文高蒔絵鞍・鎧
（岩手県立博物館蔵）

緑の相談所 4月の
催し

弘前図書館

【展示会】
●セッコク展　
13日（土）・14日（日）
※午前11時と午後３時から
は植え替え実演を行います。
●津軽盆栽会春の盆栽展　
20日（土）～ 30日（火）
の午前9時～午後４時
【講習会】
●バラのせん定講習会　
６日（土）、午後１時30分
～３時30分
【今月見られる花】
梅、十月桜、キクザキイチリ
ンソウ、カタクリなど
■問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33-
8737、午前９時～午後５時）

【おたのしみおはなし会】
▼とき　６日（土）・20日（土）
の午前 11 時～ 11 時 30 分
／ 13 日（土）・27 日（土）
の午後３時～３時30分
▼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　『春・おでかけ』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
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32-3794）

4月の
催し

す（申請は不要）。
■問子育て支援課家庭支援係（☎
40-7039）


