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第 62 回水道週間

「飲み水を　未来につなごう　
ぼくたちで」（第 62 回水道週
間スローガン）
　毎年、６月１日～
７日は弘前市水道週
間です。日常生活に
欠かせない「弘前の
水道水」の大切さに
ついて、この機会に見つめなお
してみませんか？
※例年、ヒロロ３階で開催して
いるイベントは、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止の
ため、中止とします。

【アンケート調査】
　６月１日（月）～５日（金）に、
上下水道部お客さまセンター
（岩木庁舎１階・前川新館１階）
の受付窓口でアンケートに回答
すると、ペットボトル水「ひろ
さきの水」がもらえます。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、展
覧会の開催日程を下記のとおり変更しました。
　なお、状況に応じて、今後も予定を変更する場合があり
ますのでご了承ください。
■問市立博物館（☎35-0700）

市立博物館展覧会開催日程変更のお知らせ

【家庭巡回サービス】
　６月１日（月）～５日（金）に、
ひとり暮らしの高齢者や体の不
自由な人の家庭を対象に、給水
装置の無料点検を行います。
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み先　上下水道部お客
さまセンター（☎55-6868)
■問上下水道部総務課 ( ☎ 55-
9660)

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　結婚を希望する独身男女が会
員に登録し、お見合いをする支
援をしています。なお、来場の
際は新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のためマスクの
着用をお願いするほか、体調に
不安のある人は来場をご遠慮く
ださい。
▼とき　５月24日（日）
　　　　正午～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室Ａ
※事前の申し込みは不要。

■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123〈日・月
曜日、祝日を除く、午前 10時
～午後７時〉）

介護予防トレーニング教室
の休止について

　新型コロナウイルス感染症の
感染拡大状況を踏まえ、高齢者
健康トレーニング教室（ヒロロ
スクエア・ロマントピア・温水
プール石川）および筋力向上ト
レーニング教室（各公民館・交
流センターなど市内 11カ所）
は、現在休止しています。再開
時期などについてはお問い合わ
せください。　
　また、自宅でできる介護予防
の運動プログラムは、広報ひろ
さき５月１日号に掲載のほか、
市ホームページでもご覧いただ
けます。詳しくは介護福祉課へ
お問い合わせください。
■問介護福祉課自立・包括支援
係（☎40-7072）

危険物安全週間

「訓練で　確かな信頼　積み重
ね」（令和２年度危険物安全週
間推進標語）
　６月７日～13
日は危険物安全
週間です。石油
類など危険物を
取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因のほとん
どは、誤った取り扱いやうっか
りミスなどの人的要因です。危
険物を取り扱うときは、安全を
再確認するように心掛けましょ
う。
　消防本部では、危険物安全週
間中、危険物関係事業所の消防
訓練や立ち入り検査などを実施
します（新型コロナウイルス感
染症の感染拡大状況によって

は、内容の縮小や中止となる場
合があります）。
■問 消防本部予防課（☎ 32-
5104）

自動車税（種別割）の
グリーン化特例の改正

 
　県では、毎年６月に自動車税
（種別割）の納税通知書を送付
しています。
　自動車税（種別割）は、自動
車環境対策の観点から、排出ガ
ス性能および燃費性能の優れた
環境負荷の小さい自動車につい
ては、その排出ガス性能および
燃費性能に応じて税率を軽減（軽
課）し、新車新規登録から一定
の年数を経過した環境負荷の大
きい自動車については税率を重
く（重課）する「自動車税（種
別割）のグリーン化特例」が実
施されています。詳しくは、青
森県庁ホームページ（https://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/027_jidousha_green.
html）を確認するか、中南地域
県民局県税部まで問い合わせを。
■問中南地域県民局県税部納税
管理課（☎ 32-1131〈内線
233〉）

2020 年工業統計調査を
実施します

　2020年工業統計調査は、従
業者４人以上の全ての製造事業
所を対象に、６月１日時点で実
施します。
　工業統計調査は、国内におけ
る工業の実態を明らかにするこ
とを目的とする政府の重要な調
査です。新型コロナウイルス感
染症の感染防止のため、今年は
事前に調査員から事業所へ電話
調査を行い、その後、該当する
事業所へ訪問し、調査票を配布
する方法で調査を行います。

　調査内容は、統計作成の目的
以外（税の資料など）に使用す
ることは絶対にありません。
　調査の趣旨・必要性をご理解
いただき、回答をよろしくお願
いします。
■■問問広聴広報課統計係（☎ 40-
7016）

国勢調査の調査員募集

　令和２年 10月１日を調査期
日として国勢調査が実施されま
す。国勢調査は、国内に住む
全ての人と世帯を対象とする5
年に 1度の大調査です。
　調査を行うために、市では、
調査員として調査業務に理解と
誠意を持って携わってくださる
人を募集しています。
　調査結果は国や地方公共団体
が公正な行政運営を行うために
利用されるほか、さまざまな分
野で幅広く活用されています。
　日本の未来のために、ぜひ、
あなたの力を貸してください。
▼国勢調査員とは
①身分…非常勤の国家公務員
②仕事内容…一定の地域（約
40～ 100 世帯分）を担当し、
世帯に調査書類を配布・回収す
る
③従事期間…8月下旬～ 10月
下旬予定（毎日活動するもので
はなく、2カ月間の中で自分の
ペースで活動できるので、別の
仕事がある人でも可能）
④報酬…約 3～７万円（担当
する地域の数や場所により異な
ります）
▼募集条件　20歳以上で市内
で調査可能な人
▼応募方法　6 月 15 日（月）
までに、電話か窓口で申し込み
を。
※申し込み後、実際に調査をお願
いする人には、市から従事依頼を
します。調査地域の関係などによ

 

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

◎予定が変更となる場合があり
ますので、受診する際は事前に
弘前市医師会・弘前歯科医師会
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎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
６／７ 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

耳鼻咽喉科・眼科
6／14 あきた耳鼻咽喉科ク

リニック（南城西２）
☎32-2332

28 一戸眼科医院
（富田２）

☎32-3076

歯　科
６／７ デンタルオフィス

よしだ（早稲田３）
☎26-2525

14 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078

21 あおば歯科医院
（桔梗野４）

☎31-3343

28 スクエア歯科
（富田３）

☎39-4180

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  168,739人　（－1,067）（－1,067）
 男　　77,100人    （  －   633） 男　　77,100人    （  －   633）
 女 女　　　　 91,639人91,639人        （  －434）（  －434）
・世帯数 71,716世帯（  －  146）・世帯数 71,716世帯（  －  146）
令和２年４月１日現在（推計）令和２年４月１日現在（推計）

展覧会名 当初の
開催期間

変更後の
開催期間 休館日

企画展１
津軽アーティスト列伝

4月 4日～
５月 10日

4月 4日～
７月 12日

５月 18日（月）
６月 15日（月）

特別企画展１
歌川広重
二つの東海道五十三次
保永堂版と丸清版

５月 23日～
７月 12日 年度内開催中止

り、従事依頼をしない場合もあり
ますのでご了承ください。
■問広聴広報課統計係（市役所2
階、☎ 40-7016）

 

 その他


