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思いやりあふれる弘前へ
横断歩道で一時停止
Challenge2025

　日本自動車連盟（JAF）が行
った「信号機のない横断歩道で
の歩行者横断時における車の一
時停止状況全国調査」の結果、
一時停止率は全国平均 17.1％
に対して、青森県は 4.4％で、
ワースト２位でした。
　弘前市では今年７月に「歩行
者にやさしいまち宣言」をし、
市民一丸となって取り組んでい
ます。ドライバーや歩行者がお
互いに思いやりを持ち、明るく
気持ちの良いコミュニケーショ
ンをとりあうことで、安全な交
通社会を作ることができると考
え、このたびムジコ・クリエイ
ト弘前モータースクールでは、
「Challenge（ チ ャ レ ン ジ ）
2025」プロジェクトをスター
トし、弘前市も後援しています。
　2025年に青森県で開催され
る国民スポーツ大会までに、横
断歩道での一時停止率全国１位
を目標に、思いやり行動のとれ
るドライバーを増やして、横断
歩道で止まる、譲り合うことが
当たり前の交通社会にしていく
取り組みです。
　職場や地域、家族で話題にし、
みんなで全国１位を目指しまし
ょう。
■問地域交通課（☎35-1102）

夜間・休日納税相談

　平日の日中に納税相談ができ
ない人のために、夜間・休日納
税相談日を設けています。
▼夜間納税相談　12月16日～
20日の午後５時～７時30分
▼休日納税相談　12月15日・
22日の午前９時～午後４時
※特別な理由がなく、納付および

連絡がない場合は、差し押さえ
処分を執行することもあります。
■問収納課（市役所２階、 ☎ 40-
7032、40-7033）

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
必要な方は、必要書類をご準備
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。）
　納税証明書は、納税者の皆さ
んの大切な情報を証明するもの
ですので、窓口での本人確認を
厳正に行わせていただきます。
ご理解とご協力をお願いしま
す。
■問中南地域県民局県税部納税管理
課（☎32-1131〈内線229･279〉）

母子父子寡婦福祉資金　

▼対象　令和２年度に進学を希
望している子どもがいて、経済
的理由で進学させることが困難
なひとり親家庭等世帯
▼対象資金　就学支度資金、修
学資金、修業資金
▼申請期限　１月31日（金）
※申請には事前相談が必要で
す。貸し付けまでに1カ月以上
かかりますので、早めに電話で
予約の上、相談してください。
なお、事前相談は1時間程度か
かります。詳細
は問い合わせを。
■問中南地域県民
局福祉調整課（下
白銀町、弘前健
康福祉庁舎4階、
☎35-1622）

求人説明会・ミニ面接会

　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 10日・20日の
午後１時30分～４時30分（受
け付けは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（ハローワ
ークに未登録の人も参加可）
▼参加企業数　３～５社（予定）
▼その他　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。参加企業は、青森労働局ま
たは市ホームページでご確認く
ださい。UJI ターン求職者を対
象とした、スカイプ（インター
ネットによるテレビ電話）での
面談ができます（事前の申し込
みが必要）。気軽にお問い合わ
せください。
■問 I･M･S（弘前就労支援センタ
ー内、駅前町、ヒロロ３階、☎
55-5608）

シニア向け合同企業説明会

▼とき　12月17日（火）
　　　　午後１時～４時
▼ところ　ラ・プラス青い森（青
森市中央１丁目）
▼対象者　45歳以上の人
▼参加料　無料
▼参加企業　15社程度
※事前の申し込みは不要。入退
場自由。
▼その他　ハローワーク、シル
バー人材センター、カウンセリ
ングのブースがあり、「採用に
つながる応募書類のポイント」
のミニセミナーも開催します。
■問ネクストキャリアセンターあ
おもり（☎017-723-6350）
※雇用保険受給資格者の求職活
動実績として認められます。
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国有林モニター募集

　東北森林管理局では、国有林
の管理や経営に市民の声を役立
てていくためにモニターを募集
しています。
▼募集人員　48人程度
▼募集期間　12月２日～１月
31日
▼任期　令和２年４月１日から
２年間
▼内容　アンケートの回答、現
地見学会や会議への出席など。
詳しくはホームページで確認を。
■問東北森林管理局企画調整課林
政推進係（☎018-836-2228、
■Ｆ 018-836-2031、■Ｈ http://
www.rinya.maff.go.jp/tohoku/）

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ

　国では、近年のスマートフォ
ンの普及などに伴う携帯電話の
通信量の急増、地上デジタル放
送への完全移行などを踏まえ、
周波数の再編を行っています。
　今後、携帯電話事業者が新た
に700MHz（メガヘルツ）帯
の周波数を使った携帯電話シス
テムの運用を開始することに伴
い、電波の影響で、テレビ放送
の画像が乱れたり映らなくなっ
たりするなどの受信障害が発生
することがあります。
　影響の出る恐れがある地域で
は、携帯電話事業者が設立した

「700MHz利用推進協会」の担
当者が、家庭への訪問、チラシ
の配布、対策作業（テレビブー
スターの交換やテレビアンテナ
への対策用フィルタの取り付
け）を行うことがあります。
　対策作業に費用は一切発生せ
ず、工事業者が費用を市民に請
求することはありません。担当
者はテレビ受信対策員証を携行
していますので、不審に思った
際は提示を求め、コールセンタ
ーへお問い合わせください。
■問 700MHzテレビ受信障害対
策コールセンター（☎0120-
700-012、午前９時～午後10
時、年中無休、IP電話等でつな
がらない場合は、☎050-3786-
0700（有料）へ）

（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上、
各申込先まで郵送を。家族や友人同士での参加ははがき1枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。／（※２）…室内シュー
ズが必要。／共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しい持
ち物等は各施設に確認を。

 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

①冬休みか
けっこ教室

12 月 25 日～ 27 日、1 月 6
日～ 10 日（７日を除く）の
午後 1 時～ 2 時 30 分

河西体育
センター

上手に体を使う
ための運動や、
足を動かすトレ
ーニング

小学生＝ 30
人 無料

12 月 16 日（月・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）

②市民スキ
ー教室

12 月 29 日・30 日の午前
10 時 30 分～午後３時 30 分

岩木山百
沢スキー
場

初心者／初級
／中級／上級
＆レーシング

小学生以上
で用具を持
参し、現地
集合ができ
る人＝ 70 人

1,500 円

12 月 14 日（土・必着）
までに岩木スキークラブ

（〒 036-1313、五代字
沼田 11 の１、山本さん、
☎090-2605-4663）へ。

③ストレッ
チ体操教室

1 月 6 日～ 3 月 30 日の毎週
月曜日（1 月 13 日、2 月 24
日を除く）、午後 1 時 30 分～
2 時 30 分

弘前Ｂ＆
Ｇ海洋セ
ンター武
道場

ストレッチ体
操や簡単な筋
トレ等

市民＝ 30
人 無料 12 月 22 日（日・必着）

までに弘前Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター（〒 036-8057、
八幡町 1 丁目 9 の 1、☎
33-4545）へ。（※ 1）

④からだ若
返りストレ
ッチ教室

1 月 8 日～ 3 月 25 日の毎週
水曜日（2 月 12 日を除く）、
午前 10 時～ 11 時

弘前Ｂ＆
Ｇ海洋セ
ンター会
議室

血行促進・代謝
アップを目指
し、体の若返り
につなげる

市民＝ 8 人 無料

⑤ソフトバ
レーボール
体験教室

1 月 9 日～ 2 月 6 日の毎週木
曜日、午後 1 時 30 分～ 3 時

金属町体
育センタ
ー体育室

ソフトバレー
ボールの基本

市民＝ 15
人 無料

12 月 20 日（必着）まで
に金属町体育センター

（〒 036-8254、金属町
1 の 9、☎ 87-2482）へ。

（※1）、（※2）
⑥ヒロロ
ABC サーク
ル

１月９日～３月 19 日の毎週木
曜日、午前 10 時 30 分～ 11
時 50 分（受け付けは 10 時～）

ヒロロ（駅
前町）３
階健康ホ
ール

あっぷる体操、
あっぷるスト
レッチ、ゴム
バンドトレー
ニング等

継続して参
加できる 40
歳以上の市
民＝ 30 人

無料 12 月 16 日（月・必着）
までに健康増進課（〒
036-8711、野田２丁目
７の１）、☎ 37-3750）
へ。⑦ヒロロ健

康サークル
１月７日～ 28 日の毎週火曜
日、午前 10 時 30 分～ 11 時
50 分（受け付けは 10 時～）

無料

⑧ふれあい
高齢者グラウ
ンド・ゴルフ
親善大会

１月 25 日（土）、午前９時～
午後５時

克雪トレー
ニングセン
ター（豊田
２丁目）

団体戦と個人
戦

60 歳以上の
市民で構成
する 36 チ
ーム

１チーム
2,000 円

12 月９日から 11 日まで
に、参加申込書を弘前市
社会福祉協議会（小山内
さん、☎ 33-1161）へ。


