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「広報ひろさき」録音版の配布を希望する人は
 障がい福祉課（☎40-7036）まで。

「広報ひろさき」をアプリで読めます！
「マチイロ」で検索 (iOS・Android 対応）

①メディアや SNS などの情報から離れる
　情報は信頼できる情報源から選ぶようにしま
しょう。さまざまな情報から離れることで、気持
ちを休めることができます。また、スマホやゲー
ムなどは、家族でルールを決めて使うことが大切
です。

使
い
過
ぎ
に
注
意

ポイント
●自分にとって心地よい長
さとリズムで、ゆっくり息
を吸い・ゆっくり息を吐く。
●吸った時間よりも少し時
間をかけて吐くと効果的で
す。

②楽な姿勢で呼吸をする
　体がリラックスすると、気持ちも落ち着かせる
ことができます。

　不安やストレスに気付いたら、自分に
　合った方法でこころのケアをしよう

「こころの SOSサイン」に気付く
～不安やストレスはありませんか？～

　新型コロナウイルスの全国的な感染拡大に伴
い、感染の恐怖、活動自粛や経済的な事情による
不安やストレスを抱えている人が多いのではない
でしょうか。今回は、不安やストレスからこころ
の健康を守る方法をご紹介します。

　あなたの「こころの声」を聞かせてください。
誰かに聞いてもらいたい時、電話や面談で話すこ
ともできます。一人で悩まずに相談しませんか。
こころの悩みに保健師が対応します。
◎弘前市保健センター心の健康づくり事業担当
（☎37-3750、平日の午前8時30分～午後５時）

③自宅で体を動かす
　体を動かすことに意識が集中するので、気持ち
を切り替えることができます。

④人との絆を大切にする
　メールや電話などで気持ちを共有するだけで
も、気持ちがほっと和らぎます。

話すことが苦手
な人は、自分の
気持ちを紙に書
き出すことで
すっきりする効
果があります。

●子どもの場合…体の症状を訴える（お腹が痛い
など）、落ち着きがない、甘えが強くなる、おも
らし、体験した出来事を遊びの中で繰り返し再現
するなど
※大人とは違う形で不安やストレスを表現するこ
とがあります。

●大人の場合…気分が落ち込む、眠れない、動悸
（どうき）がする、お酒やたばこの量が増えたなど

のケアを始めようこころ 
～新型コロナウイルス感染症

　　　と上手に付き合うために～

家族でラジオ体操
やストレッチ !
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事業活動継続チャレンジ応援補助金

　市内の中小企業者や小規模企業者等が、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、事
業活動を持続するための新しい取り組み（チャレ
ンジ）として行う、売り上げ確保・向上の取り組
みや、感染防止のための環境整備などの取り組み
に要する経費の一部を補助します。
※ただし、「補助金を原資として割引を行い販売
促進する事業」と「補助事業の実施により、来客
が一時的に集中し、感染拡大につながる恐れのあ
る事業」は対象外。
▼対象経費　広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費、
通信運搬費、手数料、委託料、工事請負費、備品
購入費、外注費
▼補助金額　中小企業者…実支出額の５分の４相
当額（上限30万円）／小規模企業者等…実支出
額の10分の９相当額（上限30万円）
■問い合わせ・申請先　弘前商工会議所（上鞘師
町、☎33-4111）

中小企業者等事業継続支援金

　弘前さくらまつりや集客イベントの中止、外出
自粛などにより宴会などのキャンセルの影響を受
けている中小飲食業やタクシー業、運転代行業の
事業継続を支援します。
▼対象条件　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和２年１月以降、前年同月比で事業収入
が20％以上減少した月が存在すること
▼給付金額

▼申請期限　８月31日
■問い合わせ・申請先　商工労政課（市役所５階、
☎35-1135）

小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金

　卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従
業員５人以下の事業者を対象としています。この
たび、内容の追加がありましたのでお知らせしま
す。
①事業者が支払った事務所・店舗の家賃の一部を
補助
▼対象経費　令和２年３月～申請時点までに支
払った事務所・店舗の月額賃料１カ月分
▼申請期限　６月30日
②【追加】事業者の事務所・店舗の家屋にかかる
固定資産税等の一部を補助（住居等との兼用も可）
▼対象経費　令和２年度に課税され支払った事業
用家屋の固定資産税および都市計画税相当額
▼申請期限　令和３年３月31日
～共通事項～
▼補助金額　対象経費の 10分の 10相当額（②
で住居等との兼用のものは２分の１相当額）
※①と②を合わせて上限10万円。
■問い合わせ・申請先　商工労政課（市役所５階、
☎35-1135）

自主隔離のための宿泊プランを提供

　弘前市旅館ホテル組合では、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止を目的に、やむを得ない事情
で県外との往来等を行った人を対象に、14連
泊（素泊まり）の宿泊プランを提供する事業を
実施しています。詳しくは問い合わせを。
●利用ケース　弘前市在住者が国外や県外との
往来後に利用する場合／往来目的が弘前市であ
る、国外や県外の在住者が利用する場合
●往来理由の例　やむを得ない事情による出
張、転勤、冠婚葬祭、帰省、治療、受験、就職
活動など
●利用料　１泊 2,000 円（14 日間合計２万
8,000円）
※連泊日数は、厚生労働省が示す「新型コロナ
ウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更
された場合に変更となる可能性があります。
■問い合わせ・申込先　弘前市旅館ホテル組合
（☎34-2657）
※弘前市感染拡大防止滞在事業費補助金対象
事業。

飲食業
従業員数 給付額
６～９人 30万円
10～ 19人 50万円
20～ 49人 70万円
50～ 100人 100万円

タクシー業
車両台数 給付額
～19台 50万円
20～ 49台 70万円
50台～ 100万円

運転代行業
車両台数 給付額
～３台 10万円
４～10台 20万円
11台～ 30万円

相談したい内容 該当する支援策 主な支援内容 問い合わせ先

個
人
向
け
支
援

個
人
向
け
支
援

給
付

住居を失うまたは
その恐れがある 住居確保給付金 ３カ月家賃相当額の給付

（上限あり）
生活福祉課就労自立支
援室（☎ 38-1260）

貸
付

減収により生活費
に悩んでいる

緊急小口資金 上限 20万円
弘前市社会福祉協議会
（☎ 33-1161）総合支援資金

２人以上の世帯＝月 20
万円 
単身世帯＝月 15万円

求
職

休職・失業中に農
作業に従事したい

休職者等農業マッチ
ング緊急支援事業

農業従事希望者の農業者
への仲介 農政課（☎ 40-7102）

猶
予

市税等の納付が難
しい 徴収猶予等 徴収猶予等 収納課（☎ 40-7032、

40-7033、40-7034）
水道・下水道料金
を支払うのが難し
い

支払いの猶予 支払いの猶予 上下水道部お客様セン
ター（☎ 55-6868）

免
除

国民年金保険料の
納付が難しい

国民年金保険料免除
等の臨時特例手続き 年金保険料の免除等

国保年金課（☎ 40-
7048）／弘前年金事務
所（☎ 27-1339）

事
業
者
向
け
支
援

事
業
者
向
け
支
援

補
助

団体で売上回復・
向上を目指したい

事業者売上回復応援
補助金

最大 90万円（情報発信
などに要する経費）

商工労政課
（☎ 35-1135）

休職・失業中の人
を農業生産現場で
受け入れたい

休職者等農業マッチ
ング緊急支援事業

１日あたり賃金実支給額
の２分の１（上限 3,000
円）

りんご課
（☎ 40-7105）

給
付

事業資金を確保し
たい 持続化給付金

法人＝最大 200万円
個人事業主=最大 100
万円

持続化給付金事業コー
ルセンター
（☎ 0120-115-570）

融
資

事業資金を確保し
たい

弘前市小口資金特別
保証融資制度（特別
小口枠）

限度額＝ 300万円（市
による利子および保証料
の全額補助）

商工労政課
（☎ 35-1135）

青森県特別保証融資
制度経営安定化サ
ポート資金

限度額＝ 3,000 万円（県
による保証料および金利
の補助）

青森県信用保証協会弘
前支所（☎ 32-1331）
／青森県商工政策課
（☎ 017-734-9368）

新型コロナウイルス
感染症特別貸付・衛
生環境激変対策特別
貸付等

一時的な業況悪化により
売上が減少した事業者、
または資金繰りに支障を
きたしている旅館業等営
業者への融資

日本政策金融公庫弘前
支店（☎ 36-6303）

助
成 雇用を維持したい 雇用調整助成金

上限＝１人１日あたり
8,330 円
※今後、上限金額が引き
上がる予定です。

ハローワーク弘前
（☎ 38-8609）

猶
予

市税等の納付が難
しい 徴収猶予等 徴収猶予等 収納課（☎ 40-7032、

40-7033、40-7034）

 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援について

※飲食業、タクシー
業については、常時
使用する従業員が６
人以上 100 人以下
のものが対象。

※本誌に掲載の記事は令和２年６月１日現在の情報です。各種支援の詳細や最新の情報については、市
ホームページ内の新型コロナウイルス感染症対策特設ページ（http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/corona_hirosaki/index.html）に掲載しています。

　令和２年第１回弘前市議会臨時会において議決され、新設および追加となった市独自の支援策について
お知らせします。

新型コロナウイルス関連のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援一覧
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　配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、
住民票と異なる場所（弘前市内）に避難してい
る人で、4 月 27 日までに住民票を異動できな
かった場合は、申出書を提出することにより、
同伴者の分も含め、弘前市で給付金を受け取る
ことができます。
▼提出書類
①特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を
理由に避難している旨の申出書（市ホームページ
からダウンロードできます）

特別定額給付金 (郵送申請方式 )のご案内 ●配偶者やその他親族からの暴力等を理由に弘前市へ避難している人へ
②令和2年4月 27日以前に配偶者からの暴力を
理由に避難していることが確認できる書類／裁判
所が発行する保護命令決定書の謄本または正本／
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが
発行する証明書／DV等相談窓口（こども家庭課）
などが発行するDV等被害申出確認書のいずれか
③本人確認書類のコピー（運転免許証、マイナン
バーカード、健康保険証など）のいずれか
■問い合わせ・提出先　こども家庭課子育て相談
係（市役所１階、☎40-7038）

○提出された申請書および同封書類の審査を行い、記入漏れなどの不備がある場合は、確認のために
通知などを送付することがあります。不備などがある場合は、お時間がかかるか、給付できないこと
がありますのでご了承ください。
○給付金の給付決定については、振り込みをもって代えさせていただきます。
○申請が一時期に集中した場合には、給付までお時間をいただく場合もありますのでご了承ください。

　申請およびお問い合わせについては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口での対応は原
則として行いませんので、郵送での申請書提出や下記コールセンターへの電話でのお問い合わせをお願い
します。

受付時間：平日の午前8時 30分～
              　　　午後5時 15分
開設期間：令和2年 7月 31日（金）まで

弘前市特別定額給付金コールセンター

☎ 0570-078551

●代理受給について

　世帯主以外の人であっても、世帯主に代わり給
付金を受給できます。
◎代理受給が認められる人（世帯主との関係）
・同一世帯人：令和2年 4月 27日時点での世帯
主以外の世帯構成者
・法定代理人：成年後見人、代理権付与の審判が
なされた保佐人および代理権付与の審判がなされ
た補助人

◎代理受給に必要な書類
・代理受給者と世帯主それぞれの本人確認書類の
コピー
・代理受給者名義の振込先の口座確認書類のコピー
・代理受給者と世帯主の関係性を確認できる書類
　※同一世帯人の場合…不要
　　法定代理人の場合…登記簿謄本、その他そ　
　　の資格を証明する書類（コピー可）

③世帯主確認書類（いずれか1つ）
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、
年金手帳などのコピー（住所・氏名・生年月日が
記載された部分）
④振込先の口座確認書類（いずれか1つ）
通帳（支店番号・口座番号・名義人が書かれた部
分）、キャッシュカードなどのコピー
※世帯主確認書類・振込先の口座確認書類は 1
枚の用紙に合わせてコピーしたものでも可

●郵送申請方式

　市から、「世帯全員の氏名」・「生年月日」が記
載された①申請書と②返信用封筒が世帯主宛てに
届きます。
①申請書に振込先口座内容を記入し、押印の上、
③世帯主確認書類（コピー）、④口座確認書類（コ
ピー）を、②返信用封筒に同封してご返送くださ
い。
※オンライン申請または緊急申請を提出した人、
既に給付金を受領された人は提出不要です。

【新型コロナウイルス感染症に関する予防方法な
ど、一般的な相談や問い合わせについて】
➡青森県新型コロナウイルス感染症コールセン
ター（☎0120-123-801、随時受け付け）
➡厚生労働省電話相談窓口（☎0120-565653、
午前 9時～午後９時／ファクス〈聴覚に障がい
のある人など電話での相談が難しい人向け〉03-
3595-2756）

【感染が疑われる場合】
➡以下のいずれかに該当する場合は、すぐに弘前

保健所「帰国者・接触者相談センター」（☎ 33-
8521）にご相談ください。
●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱などの強い症状のいずれかがある場合
●重症化しやすい人（※）で、発熱や咳などの比
較的軽い風邪の症状がある場合
（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD
等）などの基礎疾患がある人や透析を受けている人、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人
●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の
症状が続く場合

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

給付金を装った詐欺かもしれません !!

絶対に教えない ! 渡さない !
●暗証番号　●通帳　●マイナンバー　●口座番号　●キャッシュカード

市区町村や総務省などが以下を行うことは 絶対にありません
× 現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
× 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
× メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること

「怪しいな」と思ったら遠慮なくご相談ください

弘前市新型コロナウイルス感染症
 対策室

☎ 40-2636
新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン

☎ 0120-213-188

消費者ホットライン ☎ 188（局番なしの３桁）
警察相談 ☎ #9110専用電話

（令和２年６月１日現在）

新型コロナウイルス関連のお知らせ

【給付金対象者】　基準日（令和２年４月27日）において住民基本台帳に記録されている人
【受給権者】　　　給付対象者の属する世帯の世帯主の人
【給付額】　　　　給付対象者１人につき10万円
【申請期限】　　　８月 31 日（月）〈当日消印有効〉
　　　　　　　　※期限を過ぎますと、給付申請ができなくなりますのでお気をつけください。
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【情報公開】
　市民の皆さんの一層の市民参加と、市政に対す
る的確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、
市が保有する公文書の開示を請求する権利を定め
ています。令和元年度の公文書開示請求などの状
況は下表のとおりでした。
○公文書開示請求の件数および決定の状況

【個人情報保護制度】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報
保護条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、
市が保有する個人情報の開示、訂正および利用停
止を請求する権利を定めています。令和元年度の
個人情報保護条例の運用状況は右表のとおりでし
た。

Town Information 市政情報

○保有個人情報開示請求の件数および決定などの
状況

【不服申し立て】
　情報公開制度や個人情報保護制度を活用して請
求した開示や訂正、利用停止が認められず、その
決定に不服のあるときは、その決定を知った日の
翌日から起算して３カ月以内に審査請求をするこ
とができます。令和元年度の不服申し立ては３件
ありました。
■問い合わせ先　法務文書課（☎40-0205）

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ･却下

開示請求 248 165 63 13（５） ７
開示申出 0 0 0 0（０） ０
計 248 165 63 13（５） ７

区分 件数
決定などの状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ・却下

開示請求 30 20 ６ ３（３） １
※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開
示請求が61件ありました。
※訂正請求および利用停止請求はありませんでし
た。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求
ならびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はあ
りませんでした。

昨年度の状況を
報告します 市の情報公開・個人情報保護制度 いずれも

申告が必要です
既存住宅の改修に伴う固定資産税の減額の
申告について

　耐震やバリアフリー、省エネのための、一定の
要件を満たす既存住宅の改修については、申告に
より固定資産税が減額されます。
　なお、減額措置を受けるためには、改修後３
カ月以内の申告が必要ですので、ご注意くださ
い。
　申告書は市ホームページに掲載しているほか、
資産税課でも配布しています。申告書添付書類に
ついてはお問い合わせください。

【耐震改修工事をした住宅】
　昭和 57年１月１日以前に建築された住宅で、
令和４年３月31日までに耐震改修工事（工事費
50万円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、
住宅部分 120㎡分までを限度に２分の１減額さ
れます。
　また、改修する住宅が「通行障害既存耐震不適
格建築物（青森県地域防災計画で緊急輸送道路に
位置付けられた道路にその敷地が接する建物のう
ち、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ
る建築物）」に該当する場合は、２年間減額され
ます。

【バリアフリー改修工事をした住宅】
　新築から10年以上経過し、改修後の床面積が
50㎡以上 280㎡以下の住宅（貸家部分を除く）
で、令和４年３月 31日までに、バリアフリー改
修工事（自己負担工事費50万円超）をした場合、
当該住宅に係る翌年度の固定資産税が 100㎡分

までを限度に３
分の１減額され
ます。
▼要件　次のい
ずれかの人が居
住している住宅
① 65 歳以上の
人
②要介護認定または要支援認定を受けている人
③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受
けている人
▼対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／
浴室の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床
の段差の解消／引き戸への取り替え／床表面の滑
り止め化

【省エネ改修工事をした住宅】
　平成20年１月１日に存在し、改修後の床面積
が50㎡以上 280㎡以下の住宅（貸家部分を除く）
で、令和４年３月 31日までに、一定の省エネ改
修工事（自己負担工事費50万円超）をした場合、
当該住宅に係る翌年度の固定資産税が 120㎡分
までを限度に３分の１減額されます。
▼対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改
修工事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事
（外気などと接するものの工事に限る）
■問い合わせ・申告先　資産税課（市役所２階、
☎40-7029）

まちづくり活動を
支援します 協働によるまちづくり物品貸出制度

　協働によるまちづくりを推進するため、市民団
体などが行うまちづくり活動の支援として市が所
有する物品を貸し出します。
▼対象　市内に在住、市内へ通勤または通学する
者が主たる構成員の団体（町会、ＮＰＯ法人など）
が行う公共的な活動
▼貸出物品　プロジェクター、スクリーン、マイ
クセットなど
▼使用料　無料（ただし、使用にあたって必要と
なる燃料など消耗品は申請者負担）
▼申請方法　各物品の所管課に直接電話などで空
き状況を確認し、指示にしたがって必要書類を提

出してください。
▼その他　物品の一覧や、所管課、貸出期間など、
詳しくは市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　制度全般について…市民協働課
（☎ 40-7108）、物品の借用について…各物品の
所管課

　“社会を明るくする運動”は、犯罪や非行の防
止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行の
ない明るい社会を築こうとする全国的な運動で
す。
　下記の行動目標・重点事項に基づき運動を展開
します。この機会に、立ち直ろうとする人を受け
入れ、支えるために何ができるか考え、できるこ
とから始めてみましょう。
　７月は“社会を明るくする運動”の強調月間で
す。今年度は新型コロナウイルスの影響で決起大
会は行いませんが、この運動への皆さんのご支援
とご協力をお願いします。

【行動目標】
○犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすこ
とのできる明るい地域社会を築くこと
○犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしない
ように、その立ち直りを支えること

【重点事項】

○犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を
防止することの大切さや、更生保護の活動につい
て、広く知ってもらい、理解を深めてもらうため
の取り組み
○保護司、更生保護女性会会員、BBS会員、協
力雇用主などの更生保護ボランティアのなり手を
増やすための取り組み
○犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立
ち直りにはさまざまな協力の方法があることを示
し、多くの人に支え手として加わってもらうため
の取り組み
○民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化
しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教
育、保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支
援を受けやすくするためのネットワークをつくる
取り組み
○犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健
やかな成長を期待する取り組み
■問い合わせ先　福祉総務課（☎40-7037）

みんなで支え合い
明るい社会へ

“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
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Town Information 市政情報

オンライン申請を
してみませんか

「介護ワンストップサービス」で介護の手続きを
もっと手軽に

　「介護ワンストップサービス」は、政府が運営
するオンラインサービス「マイナポータル」内の
ぴったりサービス機能から、介護に関するサービ
スの検索や、オンライン上で申請書を作成して印
刷したり、マイナンバーカードを使って電子申請
したりすることができるサービスです。介護認定

などの手続きがその対象となります。
　電子申請には、マイナンバーカードや ICカー
ドリーダライタなどが必要となります。詳しくは、
市ホームページ内「介護ワンストップサービス」
のページをご覧ください。
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40-7049）

合併処理浄化槽を
設置しませんか 合併処理浄化槽整備補助金の活用を

　家庭からの生活雑排水による川や海の水質汚濁
を防止し、快適な生活環境を維持するため、補助
制度を設け、合併処理浄化槽の普及・促進を図っ
ています。ぜひ補助制度を活用し、生活環境の維
持にご協力ください。
▼対象者　公共下水道や農業集落排水などの整備
計画がない区域で、一軒家の専用住宅などに合併
処理浄化槽を設置する人、または設置される住宅
を購入する人（現在すでに合併処理浄化槽を設置
している人を除く）
▼対象となる合併処理浄化槽　処理対象人員が
10人以下で、国庫補助指針に適合するもの
▼補助限度額　５人槽…35 万 2,000 円／６～
７人槽…44万 1,000 円／ 8～ 10人槽…58万
8,000 円
※実際の設置費用か補助限度額のいずれか少ない
額。
▼申し込み方法　環境課に備え付けの申請書に必
要事項を記入の上、お申し込みください。

▼その他　補助金には限りがありますので、申請
者全員に交付することができない場合がありま
す。
※詳しい対象区域や補助金交付条件については、
お問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　環境課環境保全係（市役
所２階、☎36-0677）

　市立病院の運営に、市民の皆さんの意見を反映
させるため、市立病院運営審議会の委員を募集し
ます。
▼応募資格　市内に在住する満 20 歳以上の人
（市議会議員、市職員、市の審議会などの委員を
除く）
▼募集人員　１人
▼任期　委嘱の日から最長２年間
▼会議の開催　平日の午後に開催予定
▼報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に
基づく報酬および交通費を支給
▼募集期間　６月15日～７月３日（必着）
▼応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵
送、持参、ファクスまたはEメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②志望動機、抱負および市立病院の利用状況や市
立病院に対する意見など（400字以内）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市立
病院のホームページに掲載しているほか、市立病

院総務課（市立病院１階）でも配布しています。
なお、応募用紙の返却はしませんので、あらかじ
めご了承ください。
▼選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者
全員に通知します。
■問い合わせ・提出先　市立病院総務課（〒036-
8004、大町３丁目８の１、☎ 34-3211、ファ
クス 37-6367、Ｅメール shibyoujimu@city.
hirosaki.lg.jp、ホームページ http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/hospital/）

市民の皆さんから
公募します 市立病院運営審議会の委員を募集

昨年度の状況を
公表します 令和元年度弘前市パブリックコメント制度実施状況

募集対象項目 募集期間 意見などの
提出件数

政策案の
修正件数 担当課

健康ひろさき 21（第２次）改定版（案）４月 15日～５月 15日 45件 43件 健康増進課（☎ 37-3750）
弘前市スポーツ推進計画（案） ６月 15日～７月 16日 94件 53件 スポーツ振興課（☎ 40-7115）
弘前市障がい者計画（変更案） ７月 16日～８月 15日 135件 129件 障がい福祉課（☎ 40-7122）
弘前市地域防災計画（修正案） ７月 16日～８月 15日 ０件 ０件 防災課（☎ 40-7100）
弘前市文化施設個別施設計画（案） ９月 19日～ 10月 17日 27件 17件 文化振興課（☎ 40-7015）
弘前市景観計画（変更案） 11月５日～ 12月６日 ０件 ０件 都市計画課（☎ 34-3219）
第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョ
ン（変更案） 12月２日～ 12月 27日 ０件 ０件 企画課（☎ 26-6348）

第２期弘前市子ども・子育て支援事業
計画（案） 12月２日～１月６日 ４件 ０件 子ども家庭課（☎ 35-1131）

第２期弘前市まち・ひと・しごと創生
総合戦略（素案） 12月 25日～１月 24日 １件 ０件 企画課（☎ 40-7021）

弘前市公営住宅等長寿命化計画（案） １月 16日～２月 12日 ０件 ０件 建築住宅課（☎ 35-1321）
弘前市文化施設個別施設計画改訂案 ２月 20日～３月 12日 ０件 ０件 文化振興課（☎ 40-7015）
弘前市災害廃棄物処理計画案 ２月 25日～３月 23日 ２件 １件 環境課（☎ 32-1969）

　令和元年度は 12 の施策について実施され、
308 件の意見が寄せられました。各施策での実
施状況は下表のとおりです。なお、結果はすべて

市ホームページで公表しています。
■問い合わせ先　広聴広報課広聴広報係（☎
35-1194）

　毎年１月１日現在存
在している建物には、
固定資産税が課税され
ています。
　市では建物の現況把
握に努めていますが、
特に未登記の建物の取
り壊しについては、届
け出がないと把握でき

ないことがあるため、課税される場合があります
ので、速やかに届け出をしてください。
　なお、登記建物の取り壊しは、法務局へ滅失登
記の手続きが必要です。また、火事や自然災害に
よって住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税
に、住宅用地の特例措置が引き続き適用になるこ
とがありますので、お問い合わせください。
■問い合わせ・届出先　資産税課（市役所２階、
☎40-7029）

詳しくは
問い合わせを 建物取り壊しの届け出は速やかに
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弥生いこいの広場の催し

【工作教室】
▼とき　７月５日（日）
　　　　午前10時～　
※材料が無くなり次第終了。
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）
▼内容　飛行機作り
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。

　折って、切って、描いて、
「ももたろう」や「きんたろう」
の登場人物を折り紙で作って
みよう！
▼とき　７月12日（日）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　公開武家住宅「旧
伊東家住宅」（若党町）
▼参加料　無料
▼対象　幼児および小学生
※小学校２年生以下は保護者
同伴。
▼定員　10組（先着順）
▼申し込み方法　７月５日

■問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

ソフトバレーボール
体験教室

▼とき　７月７日～９月 15日
の毎週火曜日（８月 11日を除
く）、午後1時 30分～３時
▼ところ　金属町体育センター
体育室
▼内容　ソフトバレーボールの
基本やゲーム
▼定員　15人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　室内用シューズ、タ
オル、飲み物、運動できる服装
▼申し込み方法　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・教室名を記入し、６月
28日（日・必着）までに申し
込みを。
※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。
■■問問金属町体育センター（〒036-
8245、金属町1の 9、☎ 87-
2482）

～認知症を予防しよう！～
☆楽しく健康教室☆

▼と き　７月 15 日～ 10 月
21 日の毎週水曜日（８月 12
日、９月 23 日を除く）、午後

1時 30分～２時 30分
▼ところ　岩木B&G海洋セン
ター（兼平字猿沢）トレーニン
グルーム
▼内容　軽いリズム体操や脳ト
レなどで身体を動かします
▼定員　10人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　室内用シューズ、タ
オル、飲み物、運動できる服装
▼申し込み方法　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・教室名を記入し、６月
28日（日・必着）までに申し
込みを。
※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。
■■問問金属町体育センター（〒036-
8245、金属町1の 9、☎ 87-
2482）

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

 イベント

【広報ひろさきに掲載の
各種催しについて】

　広報ひろさきに掲載した
各種催し・教室などは、新
型コロナウイルス感染症の
感染予防と拡大防止の観点
から、中止や延期、変更に
なる場合がありますので、
ご了承ください。詳しくは
市のホームページで確認す
るか、各問い合わせ先へ。

【開館記念無料開放】
▼とき　７月１日（水）、午前９時～午後５時（入
館は午後４時30分まで）
▼内容　平成２年７月 1日に開館したことを
記念して、無料開放します。

【ラウンジのひととき】
▼とき　７月４日（土）、午後２時～３時
▼内容　太宰治津軽弁セレクション～ドラマ
リーディング公演
▼出演　津軽カタリスト
▼定員　15人（先着順）
▼申し込み方法　電話または郷土文学館カウン
ターで申し込みを

郷土文学館の催し

▼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。
～共通事項～
▼ところ　郷土文学館（下白銀町）
■問郷土文学館（☎37-5505）

チェア体操教室

▼とき　① 7 月 16 日～ 9 月
3日の毎週木曜日（７月23日、
８月 13 日は除く）、午前 10
時～ 11時／②７月 21日～８
月 25日の毎週火曜日、午後１
時～２時
▼ところ　河西体育センター
（石渡1丁目）会議室
▼内容　いすに座ってできるス
トレッチ、音楽に合わせてのリ
ズム体操など
▼定員　①＝13人／②＝7人
▼参加料　無料
▼持ち物　室内用シューズ、タ
オル、飲み物、運動できる服装
▼申し込み方法　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・教室名を記入し、６月
29日（月・必着）までに申し
込みを。
※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。

■■問問河西体育センター（〒036-
8316、石渡1丁目19の1、☎
38-3200）

身体障害者巡回診査・更生
相談事業延期のお知らせ

　令和 2年度身体障害者巡回
診査および更生相談事業は、新
型コロナウイルス感染症の感染
予防と拡大防止の観点から、延
期とします。
　延期後の日程などについて
は、今後の新型コロナウイルス
感染症の収束状況を確認し、改
めてお知らせします。
■問障がい福祉課障がい者医療・
給付係（☎40-7036）

（日）までに、参加する子ど
もの氏名・年齢・保護者氏名
と同伴の有無・連絡先を記入
の上、ファクスまたはＥメー
ルで申し込みを。
■問 公 開 武 家 住 宅 旧 伊 東
家（☎兼■Ｆ 35-4724〈午
前 10 時 ～ 午 後 ３ 時 30
分、７月３日を除く〉、■Ｅ
nakachoudennkenn@
gmail.com）
※令和２年度市民参
加型まちづくり１％
システムの採択事業。

武家住宅で武家住宅で

 スポーツ

  

 その他
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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　６月28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〉）

下水道の処理区域が広がり
ます

　７月１日（水）から公共下水
道の処理区域が広がります（対
象…乳井字乳井、鳥井野字川村、
龍ノ口字村元、龍ノ口字左り田
の各一部）。

　市内で年間 100頭以上の捕獲件数があるアライグマ。農
作物や家屋への被害が確認され、病気を運ぶ場合があり、大
変危険です。

　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。
■問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ

　一人でも多くの人の献血への
ご協力をお願いします。

【献血バス】
　献血バスを受け入れることが
できる事業者を募集していま
す。献血バスの大きさは長さ
11ｍ、幅３ｍ、高さ 3.5 ｍで
す。検討していただける場合は、
弘前市保健センター（☎37-
3750）または青森県赤十字血液
センター献血推進課（☎017-
741-1512）までご連絡くださ
い。

【献血 Web 会員サービスラブラ
ッドの会員募集】
　ラブラッドの会員は、インタ

ーネットで献血後の血液検査の
結果の照会や成分献血の予約な
どができるほか、献血に関する
イベントやキャンペーンの情報
を受け取ることができます。ま
た、全国統一のポイントを貯め
て記念品と交換することもでき
ます。登録は、献血Web会員
サービスラブラッドのホームペ
ージ (https://www.kenketsu.
jp/Login）から。

【セミナー】
　「赤十字って何をしている
の？」、「献血って具体的にどう
するの？」など、学校や事業所、
地域のイベントなどへ伺い、皆
さんの疑問に答えます。献血が
できるできないは関係ありませ
んので、お気軽にお問い合わせ
ください。
■問青森県赤十字血液センター（島
田さん、☎017-741-1512）

水辺サポーター制度

　県では、河川・海岸で清掃や
草刈りなどを行う団体を支援し
ています。
▼支援内容　①ごみ袋、軍手な
どの提供や集積されたごみの処

理、②活動団体名を記した看板
の設置、③ボランティア保険の
加入
■問 青森県県土整備部河川砂
防課企画・防災グループ（☎ 
017-734-9662）、中南地域
県民局地域整備部河川砂防施設
課（☎34-1283）

創業・起業支援制度説明会
および起業家座談会

▼とき　７月７日（火）、①支
援制度説明会…午後４時～５時
／②起業家座談会…午後５時～
６時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
２階中会議室
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　県ホームペー
ジ（https : //www.pref .
aomor i . l g . jp /sangyo/
s h o k o / s u p p o r t _ f o r _
entrepreneurs.html）に掲
載している申込用紙に必要事項
を記入の上、ファクス、Ｅメー
ルで申し込みを。電話での申し
込みも受け付けます。

■■問問県商工労働部地域産業課創業
支援グループ（☎ 017-734-
9374、 ■Ｆ 017-734-8107、
■Ｅ chi ik isangyo@pref .
aomori.lg.jp）

放送大学 10 月入学生募集

　 放 送 大 学
は、ＢＳ放送
やインターネ
ットを利用し
て授業を行う

通信制の大学で、心理学・福祉・
経済・歴史・文学・情報・自然
科学など幅広い分野を学ぶこと
ができます。現在、2020年度
第２学期（10月入学）の学生
を募集しています。
▼出願期限　９月 15日（火・
必着）
※詳しい資料を無料で配布して
います。なお、放送大学のホー
ムページ（https://www.ouj.
ac.jp）からも資料請求・出願
ができます。
■問放送大学青森学習センター
（〒 036-8561、 文京町３、
弘前大学コラボ弘大７階、☎
38-0500）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　169,253人
 　男  　  77,413人 　男  　  77,413人
 　女 　女 　    　   91,840人91,840人

令和２年５月１日現在（推計）令和２年５月１日現在（推計）
・世帯数  72,229世帯　・世帯数  72,229世帯　

（ 514）（ 514）
（ 313）（ 313）
（ 201）（ 201）
（ 513）（ 513）

 

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
7／5 佐藤内科小児科取

上医院（取上２）
☎33-1191

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

26 弘前温泉養生医院
（真土字勝剣林）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
7／12 なんば耳鼻科咽喉

科（高田５）
☎55-8749

26 たかはし眼科
（紺屋町）

☎31-3456

歯　科
7／5 いちむら歯科医院
（取上２）

☎31-0756

12 くりの木デンタル
クリニック（新町）

☎88-7676

19 弘前インター歯科
クリニック（石川
字平岡）

☎55-8214

23 杉山歯科クリニッ
ク（泉野２）

☎55-0811

24 あまない歯科医院
（神田１）

☎88-6400

26 遠藤歯科
（代官町）

☎36-5560

アアラライイググママにに

注意！

〇絶対近づかない！
　狂犬病やアライグマ回虫な
どを持っている場合がありま
す。触ろうとしたり、追いか
けたりしないでください。

アライグマを見かけても

〇絶対食べ物を与えない！
　人に慣れると人を怖がらなく
なり、人の生活圏にすみ着いて
しまう可能性があります。食べ
物を与えないでください。
■問農作物への被害について…
農村整備課（☎ 40-4155）／
その他の被害について…環境課
（☎36-0677）

　インターネットで予約し、
健（検）診を受診した人へ
Quoカード 500円分をプレ
ゼントします。
▼対象者　市の健（検）診を
インターネットで予約し、受
診した人（年度内１回のみ）
▼対象健（検）診　特定健診、
後期高齢者健診、各種がん検
診、20・30代健診
※市内医療機関での各種健

（検）診、検診バスによる地
区での巡回がん検診（胃・肺・
大腸）はインターネット予約
できません。
　詳しくはインターネットで
「弘前市集団検診」と検索す
るか、毎戸配布している「健
康と福祉ごよみ」をご覧くだ
さい。
■問 健 康 増 進 課（ ☎ 37-
3750）

健診をインターネット
で予約しませんか
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実施日 会場 実施日／休回日 その他

毎週月曜日

千年公民館（小栗山字川
合）

休回日：８月 10日、９月 21日 ー

堀越公民館（門外２丁目）
【新会場】

実施期間：６月 15 日～７月 27
日 ー

毎週火曜日 

社会福祉センター（宮園
２丁目）

休回日：９月 22日 ※室内シューズは不要。 

中央公民館岩木館（賀田
１丁目）

休回日：９月 22日 ※室内シューズは不要。 

松森会館（松森町）
【新会場】

休回日：９月 22日 ※駐車スペースはあり
ません。 

樹木会館（樹木１丁目 ）
【新会場】

休回日：６月２日・９日、９月
22日

※駐車スペースはあり
ません。

毎週水曜日

泉野多目的コミュニティ
施設（泉野３丁目 ）

休回日：８月 12日 ー

清水交流センター（大開
２丁目）

休回日：８月 12日 、９月 23日 ※午後１時開場、１時
10分開始。

水曜日 

船沢公民館（折笠字宮川）実施日：６月10日・24日、７月
８日・22日、８月５日・26日、
９月９日・23日 

ー

北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐字山辺）

実施日：６月３日・17 日、７月
１日・15日・29日、８月 19日、
９月２日・16日・30日

ー

毎週木曜日

中野集会所（中野２丁目）休回日：７月 23日、８月 13日 ー

生きがいセンター（南袋
町）

休回日：７月 23日、８月 13日 ー

毎週金曜日 三省地区交流センター（三世寺字鳴瀬）
休回日：７月 24日、８月 14日 ー

～共通事項～
▼開催期間　９月 30日まで（10月以降の
予定は決まり次第お知らせします）
▼開催時間　午後１時～２時（午後０時 30
分開場、受け付けは午後０時50分まで）
▼持ち物　室内用シューズ、タオル、飲み物、
運動できる服装
▼内容　いすに座ってできる簡単なストレッ
チと筋トレを中心とした運動
▼対象　65歳以上の市民

※事前の申し込みは不要ですが、当日の参加
者が多い場合は、会場の都合により参加でき
ない場合があります。
▼その他　ご利用にあたり、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、マスクの着用や手
指の消毒、また密集状態を防ぐため原則１人
週１回のみの参加としますので、ご協力をお
願いします。
■問 介護福祉課自立・包括支援係（☎ 40-
7072）

～週1回の運動習慣でいつまでも元気な毎日を～

だより

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。■問い合わせ先　津軽広域連合事務局（☎ 31-1201）

圏域８市町村クイズ

■答え■【Ｑ１→②番】８市町村のお米の総収穫量（令和元年産）は約６万トンです。（出典：農林水産省東北農政局
令和元年12月25日公表、農林水産統計東北「令和元年産水稲の市町村別収穫量（東北）」）60,000ｔ÷300ｔ＝
200（機）となります。／【Ｑ２→②番】①沖縄県2,281㎢、②香川県1,877㎢、③東京23区628㎢、④群馬県
6,362㎢　※小数点以下四捨五入（出典：国土交通省国土地理院公表「令和２年全国都道府県市区町村別面積調（令
和２年１月１日時点）」）／【Ｑ３→③番】大正12年11月にアメリカで製造された「電気機関車ED333（Ｑ３の
Ｂの写真）」、弘南鉄道では昭和36年10月から運行されています。／【Ｑ４→③番】８市町村合計人口は約27万
9,000人で、手を伸ばすと直線距離で約446㎞の長さになります。※小数点以下四捨五入（８市町村総人口×1.6ｍ
÷1,000=446.4㎞）①仙台市約262㎞、②福島市約318㎞、③宇都宮市約452㎞、④新宿区約551㎞（距離は都
庁または県庁所在地までのおおむねの直線距離です。）

　今回の“津軽広域連合だより”では、圏域８市町
村のいろいろな情報をクイズ形式で紹介します。正
解と思う数字を選んでみてください。答えは一番下
をチェック！

Q1 Q2

Q4Q3

農業についての問題です 地理についての問題です

人口についての問題です鉄道についての問題です

①大型旅客機100機　②大型旅客機200機
③大型旅客機300機　④大型旅客機400機

８市町村の合計面積と下の選択肢のうち、最も面積
が近い地域はどこでしょうか？

８市町村でとれたお米の総収穫量と下の選択肢のう
ち、近い重さのものはどれでしょうか？

①沖縄県        ②香川県
③東京23区   ④群馬県

ヒント
８市町村の合計面
積は約 1,598 ㎢
です。

大型旅客機の重さは、
１機300ｔとします。

８市町村に住む人みんなで手
をつないだ距離と、弘前城（基
点）から直線距離で下の都市
を結んだ距離のうち最も近い
都市はどこでしょうか？

※両手を広げた人の平均を1人あたり160cmとして計算
しています。８市町村の人口は令和２年３月末または４月
１日現在の各市町村ホームページ掲載情報などを参考に算
出しています。

①仙台市（宮城県）　　②福島市（福島県）
③宇都宮市（栃木県）　④新宿区（東京都）

圏域内を走る私鉄といえば「弘南鉄道」です。弘南
鉄道で現在も現役で走っている最も古い電車の製造
年は下の選択肢のうちどれでしょうか？

ヒント
右の写真の
うちどちら
かが最も古
い電車です。

①昭和24年（1949年）　②昭和10年（1935年）
③大正12年（1923年）　④明治43年（1910年）

圏域８市町村とは…津軽広域連合を組織する、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３市３町２村を合わせた呼び名です。

筋力向上トレーニング教室

●●ＡＡＡＡ ●●ＢＢＢＢ
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　弘前に住む人の生活や日常、または移住して
きた人ならではの気づきや発見など、「住んで
みたい」、「住み続けたい」と思えるような弘前
の魅力を発信する「弘前ぐらし市民編集部ライ
ター」を募集します。
▼募集期間　６月15日（月）～７月31日（金）
▼募集人数　10人程度
▼活動期間　令和３年３月31日まで
▼応募条件　①市の魅力を市内外に情報発信す
る意欲があり、ボランティアとして活動できる
人／②応募時に市内在住・在勤・在学（高校生
以上）の人（ただし、応募者が高校生または未
成年者の場合は保護者等の同意が必要）／③パ
ソコン、スマートフォン、タブレットのいずれ
かを所有し基本的な操作のできる人
▼活動内容　ローカル情報の取材・記事執筆な
ど、経験豊富な編集長のもとで、「弘前ぐらし
市民編集部」のメンバーとして、市民ライター
育成講座や編集会議（ワークショップ）などに
参加しながら、市の移住ポータルサイト「弘前
ぐらし」や自身のSNSなどで市の魅力を情報
発信します。
※開催にあたってはテレビ会議（Zoomを予

～情報発信のスキルを磨きたい人大歓迎～～情報発信のスキルを磨きたい人大歓迎～

▲弘前ぐらし
　ホームページ

定）を使用する場合もありますので、テレビ会
議を使用できる環境が必要です。
▼応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、必
要書類を添えて、７月31日（金・必着）まで
にＥメール、郵送、窓口持参で提出してください。
※応募用紙は「弘前ぐらし」のホームページ
（https://www.hirosakigurashi.
jp/）からダウンロードできるほか、
企画課（市役所 2階）でも配布して
います。
▼選考方法　書類選考の上、８月中
旬ころに郵送で結果を通知します。
▼その他　募集内容や応募方法などの詳細は
「弘前ぐらし」ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・提出先　企画課人口減少対策担
当（〒 036-8551、上白銀町１の１、☎ 40-
7121、Ｅメールkikaku@city.hirosaki.lg.jp）

市民ライターを募集します！市民ライターを募集します！

　20 歳を迎える皆さんの中から、「成人式」
の企画などを行う企画運営委員を募集します。
▼成人式開催日（予定）　
令和３年１月10日（日）
▼対象　平成 12年４月２日～平成 13年４月
１日生まれで市内在住の人
▼活動内容　企画会議（年５回程度）に出席し、
成人式に関わる事項の企画などを行います（開
催日は委員の都合を考慮し決定）。
▼募集人員　10人程度
▼応募方法　７月３日（金）までに、はがきか
ファクスまたはＥメール（住所・氏名〈ふりが
な〉・生年月日・性別・連絡先・勤務先か学校

名を記入）で申し込みを。
■問い合わせ・申込先　生涯学習課（〒036-
1393、賀田１丁目１の１、☎82-1641、ファク
ス82-2313、Eメールshougai@city.hirosaki.
lg.jp）

心に残る成人式を作りませんか

成人式企画運営委員を募集


