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「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）

「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。

【岩木山百沢スキー場】
▼営業時間
日 月 火 水 木 金 土
♠ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥

▼市民無料開放日　12 月 25
日（金）、午前９時～午後５時
／３月 14 日（日）、午前９時
～午後５時

【そうまロマントピアスキー場】
▼営業時間
日 月 火 水 木 金 土
♠ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥

▼市民無料開放日　12 月 25
日（金）、午前９時～午後５時
／３月７日（日）、午前９時～
午後５時

岩木山百沢スキー場・そうまロマントピアスキー場 OPEN!!

市民スキー教室（岩木山百沢スキー場）
▼とき　12 月 29 日（火）・30 日（水）、午
前10時 30分～午後 3時 30分
▼対象　小学生以上で、自分の用具を持参し、
現地集合ができる人＝70人
▼内容　初心者、初級、中級、上級＆レーシン
グ
▼受講料　2,000 円
※各自傷害保険に加入を。

■ 今年度から、大人＝中学生以上
満 65 歳未満、小人＝小学生以下、
シニア＝満 65 歳以上へと区分を
変更します。

■ これに伴い、共通シーズン券の
ファミリー区分も変更し、小学生
以下の子どもがいるご家庭はお買
い求めやすくなります。

■ 未就学児１人が大人またはシニア
１人と一緒にリフトに乗車する際
は、無料となります。

■ 施設が実施する新型コロナウイル
ス感染症感染防止対策にご協力を
お願いします。

▼営業期間（予定）

12 月 25 日（金）～３月 14 日（日）
※12月 25日（金）～１月14日（木）と土・日曜日、祝日は午前９時から営業。

♠＝午前９時～午後５時
♣＝午前10時～午後５時
♥＝ 午前９時～午後９時（ナイ
ター営業あり）

♦＝ 午前 10時～午後９時（ナイ
ター営業あり）

～共通事項～
〇 市内の小学生以下に限り、１月～３月の第２土曜日の午前９時～
午後９時も無料になります。

〇 市民無料開放日には市民であることがわかるもの（学校の名札、
学生証、免許証など）の持参を。なお、降雪の状況や新型コロナ
ウイルス感染症の状況により、実施できない場合があります。

▼共通リフト料金　１回券＝ 250円（小人・シニア 180円）／１
日券＝2,600円（小人・シニア1,500円）　
※このほか、４時間券、シーズン券などがあります。
■問い合わせ先　岩木山総合公園（☎83-2311）／岩木山百沢ス
キー場（☎ 83-2224）／そうまロマントピアスキー場（☎ 84-
2020）

▼申し込み方法　往復はがきに、住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号・希望クラス（小・
中学生の場合は保護者名と学年も）と、返信
の宛名部分に申込者の住所・氏名を記入の上、
12月 21日（月・必着）までに、岩木スキー
クラブ（山本勝規さん、〒 036-1313、五
代字沼田11の１）へ。
■問い合わせ・申込先　岩木スキークラブ（山
本さん、☎090-2605-4663）
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■職員手当の状況②　期末手当・勤勉手当
弘前市 国

令和元年度支給割合 令和元年度支給割合
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 1.25（0.7  ）月分 0.875（0.425）月分 6月期 1.3  （0.725）月分 0.925（0.45）月分
12月期 1.25（0.7  ）月分 0.925（0.425）月分 12月期 1.3  （0.725）月分 0.975（0.45）月分
計 2.50（1.40）月分 1.80  （0.85  ）月分 計 2.60（1.45  ）月分 1.90  （0.90）月分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置　 役職加算  ５～ 20% 職制上の段階、職務の

級等による加算措置　
役職加算  ５～ 20%

管理職加算  10 ～ 25%
（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

■特別職の報酬等の状況
　　　　　 （令和２年4月１日現在）
区　分 給料月額等

給
　
料

市　長 103万 5,000円
（減額前）105万円

副市長 85万 1,000円
（減額前） 86万 3,000円

代表監
査委員

55万円
（減額前） 55万 8,000円

教育長 73万 8,000円
（減額前） 74万 9,000円

報
　
酬

議　長 61万円
副議長 54万 7,000円
議　員 51万 7,000円
区　分 令和元年度支給割合

期 

末 

手 

当

市　長
副市長
代表監
査委員
教育長

6月期 1.60 月分

12月期 1.65 月分

 計 3.25 月分

議　長 6月期 1.60 月分

副議長 12月期 1.65 月分

議　員  計 3.25 月分

■部門別職員数の状況と主な増減理由　 （各年４月１日現在、単位は人、△は減）
　　 区 分
部 門 　　

職員数 対前年
増減数 主な増減理由令和元年 令和２年

一
般
行
政
部
門

議　会
総　務
税　務
労　働
農林水産
商　工
土　木
民　生
衛　生

11
283
78
1
72
45
169
134
78

11
283
77
1
72
44
168
143
78

 0
　 0
△ 1 

0
　 0
△ 1
△　1

9
0

　　　

育児休業に伴う任期付代替職員の減員

事務の統廃合縮小による減員
事務の統廃合縮小による減員
業務量増加による増員

小　計 871 877 6
特
別
行
政
部
門

教　育
警　察
消　防

171
0
0

173
0
0

　 2
0
0

組織改編に伴う増員

小　計 171 173 　 2

公
営
企
業
等

病　院
水　道
交　通
下水道
その他

193
57
0
39
70

180
56
0
38
  68

△ 13
△ 1

0
△ 1
△ 2

欠員不補充による減員
事務の統廃合縮小による減員

事務の統廃合縮小による減員
欠員不補充による減員

小　計 359 342 △ 17
合　　計 1,401 1,392 △ 9

（注）　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休
職者・派遣職員を含み、臨時職員および非常勤職員を除いています。

　市職員の給与などの状況についてお知らせします。
詳しい内容は、人事課給与厚生係（市役所２階、☎
35-1136）へお問い合わせください。
※市ホームページには、より詳しく掲載しているほか、
職員の任免や勤務条件などの状況について公表する
「人事行政の運営等の状況の公表」も掲載しています。

■人件費の状況（普通会計決算）
区　分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ／Ａ）
平成30年度
人件費率

令和元
年度

令和２年1月 1日
17万　212人 783億 4,404万円 5億 2,850万円 88億 5,562万円 11.30％ 11.77％

（注）　人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。
■職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数（Ａ） 給　与　費 1人当たり給与
費（Ｂ／Ａ）　　給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

令和元
年度 1,042人 36億 5,949万円 5億 8,480万円 13億 4,581万円 55億 9,011万円 536万 5,000円

（注）　１．職員手当には退職手当を含みません。
　　　２．職員数は平成31年４月１日現在の人数です。
■職員の平均給料月額および平均給与月額、平均年齢の状況　　　　　　　　　（令和２年４月１日現在）
区　分 一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
弘前市 29万 2,401円 34万　 351円 40.6 歳 26万 5,758円 28万 8,622円 54.7 歳
国 32万 7,564円 40万 8,868円 43.2 歳 28万 7,283円 32万 8,862円 50.9 歳

■職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年４月１日現在）
区　分 弘前市 青森県 国

一般行政職 大学卒 18万 2,200円 18万 2,200円 18万 2,200円
高校卒 15万 　600円 15万 　600円 15万 　600円

技能労務職 中学卒 13万 2,300円 13万 6,100円 ー
■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　　　　　　　　（令和２年４月１日現在）

区　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職 大学卒 25万 2,092円 33万 4,033円 36万 3,591円 37万 9,979 円
高校卒 21万 4,800円 27万 5,822円 32万 　536円 35万 5,367円

区　分 経験年数7年～11年 経験年数17年～21年 経験年数22年～26年 経験年数27年～31年
技能労務職 高校卒 ー ー 28万 7,360円 29万 5,965円
■一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年４月１日現在）

区　分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計
標準的な
職務内容 部　長 部　長 ･

課　長 課　長 課長補佐 課長補佐
･主　幹

係　長・
主　査 主　事 主　事   

職員数 9人 16人 41人 62人 101人 255人 174人 164人 822人
構成比 1.1% 1.9% 5.0% 7.5% 12.3% 31.0% 21.2% 20.0% 100.0%

参考 １年前の
構成比　 0.7% 2.6% 5.4% 6.2% 13.0% 31.3% 20.1% 20.7% 100.0%

■職員手当の状況①　退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年４月１日現在）
弘前市 国

基本額 退職日の基本給月額　×　　　　　　
　　　退職理由別・勤続年数別支給率 基本額 退職日の基本給月額　×　　　　　　

　　　退職理由別・勤続年数別支給率

  

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

  

（支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続 20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25年 28.0395月分 33.27075  月分 勤続 25年 28.0395月分 33.27075 月分
勤続 35年 39.7575月分 47.709　　月分 勤続35年 39.7575月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709　　月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
２％～20％加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

２％～45％加算
退職時特別昇給 な　し 退職時特別昇給 な　し

調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく　
加算（０～5万 9,550）円× 60カ月 調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく

加算（０～９万5,400）円× 60カ月
１人当たり平均支給額 315万 9,000円 1,944万 2,000円   
（注）　１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

■職員手当の状況④　特殊勤務手当
区　分 支給額

支給職員１人当たり平均支給年額
（令和元年度） 3万 3,651円

職員全体に占める手当支給職員の
割合　　　　　　　　　　　　　 8.9％

区　分 手当の名称

手当の名称

高所作業手当
死体処理手当
有害物取扱手当
道路上作業手当
用地交渉等手当
社会福祉手当
清掃事業従事手当

手当の種類（手当数） 7種類

■職員手当の状況⑤ その他の手当   （令和２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制
度との
異同

扶
養
手
当

①配偶者 6,500円
異②子 １万円

③その他 6,500円
※満 15 歳に達する日後の最初の４月１日から満
22歳に達する日以後の最初の３月 31日までにあ
る子に加算となる額
１人につき5,000円

住
居
手
当

自ら居住するための住宅を借り受け一定額
（１万 2,000 円）を超える家賃を支払って
いる職員に支給 異
借家・借間（支給限度額） 2万7,000円

通
勤
手
当

通勤のため自動車や電車などを利用してい
る職員に支給

同
交通機関利用者…
　実費、支給限度額５万5,000円
自家用車等使用者…
　片道２km以上 2,000円～
　 片道 60km以上３万1,600円

　

市職員の

給与などの状況

■職員手当の状況③　時間外勤務手当

令和元年度
決算

支給実績 職員１人当たり
支給年額　　　

２億6,017万円 23.3 万円

Town Information 市政情報
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Town Information 市政情報

郵送での申告に
ご協力ください

健康への取り組み
を補助します

令和３年度市民税県民税申告のお知らせ

　令和３年度市民税県民税申告の受付場所の開設
日程をお知らせします。ただし、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、できる限り来場を控
え、自書による郵送で申告するようご協力をお願
いします。
　なお、申告の詳細については、広報ひろさき１
月15日号と同時配布予定の冊子「令和３年度市
民税県民税申告のお知らせ」をご覧ください。
▼郵送での申告期間　１月 15 日（金）～３月
15日（月）
▼受付期間および受付場所

地区名 受付期間 受付場所 受付時間
全地区（営
業等・農業、
不動産の申
告がない人
限定）

２月５日（金）
～ 12 日（金） 市役所３階

申告会場

午 前 ８ 時
30 分～午
後４時

本庁地区
２月 15 日（月）
～ ３ 月 15 日

（月）

相馬総合支
所地区

２月９日（火）
～ 12 日（金）

相馬総合支
所１階多目
的室 午 前 ９ 時

～ 午 後 ４
時岩木総合支

所地区

２月 18 日（木）
～ ３ 月 11 日

（木）

岩木総合支
所１階多目
的室

東目屋地区 １月 22 日（金）東目屋公民
館 午 前 ９ 時

30 分～午
後４時船沢地区 １月25日（月）・

26 日（火） 船沢公民館

裾野地区 １月 27 日（水）
裾野地区体
育文化交流
センター

午 前 ９ 時
30 分～午
後３時

高杉地区 １月28日（木）・
29 日（金）

北辰学区高
杉ふれあい
センター

午 前 ９ 時
30 分～午
後４時

新和地区 １月28日（木）・
29 日（金）

新和地区体
育文化交流
センター

城東地区 ２月２日（火）・
３日（水）

総合学習セ
ンター

石川地区 ２月３日（水）・
４日（木） 石川公民館

※受付期間は、土・日曜日、祝日を除きます。
※裾野地区の受付時間が昨年と変わっていますの
で、ご注意ください。

【申告に向けて書類の準備を】

　今年度から、医療
費控除を申告する人
は、必ず「医療費控
除の明細書」を作成
し、提出する必要が
あります。領収書の
提示のみでは医療費
控除を適用できません。明細書の様式は、市ホー
ムページのほか、申告のお知らせにも掲載します。
　また、営業等や農業、不動産所得を申告する人
は、収支の内訳書の提出が必要です。申告に向け
て準備を進めてください。

【令和３年度から適用になる主な税制改正】

　主な税制改正の内容は以下のとおりです。詳細
については、市ホームページや申告のお知らせに
掲載します。
①給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ
の振り替え…給与所得控除および公的年金等控除
の控除額が10万円引き下げられ、所得の種類に
関係なく適用される基礎控除が10万円引き上げ
られます。給与所得と公的年金所得の両方を有す
る場合には、給与所得に係る控除のみが減額され
ます。
②ひとり親控除の創設と寡婦（寡夫）控除の変更
…「ひとり親控除」が創設され、現行の「寡婦（寡夫）
控除」が変更されました。なお、「ひとり親控除」
「寡婦控除」ともに所得制限（合計所得金額 500
万円以下）があります。
❶ひとり親控除…婚姻歴の有
無や性別にかかわらず、生計
を一にする子（前年の総所得
金額等が 48万円以下）を有
する単身者は、同一の「ひとり親控除」（控除額
30万円）を適用（従前の特別寡婦控除・寡夫控
除は、ひとり親控除となります）。
❷寡婦控除…上記以外の寡婦（子以外の扶養親族
を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別
の女性）は、引き続き「寡婦控除」（控除額26万円）
を適用。
■問い合わせ・申告先　市民税課市民税第二・第
三係（〒 036-8551、上白銀町１の１、市役所
２階、☎40-7025、40-7026）

ライフ・イノベーション推進事業費補助金

　市民の健康寿命の延伸を図るため、市内の事業
者が従業員の健康増進に資する新しい取り組み、
または取り組みを拡充して実施する際に必要な経
費に対して、補助金を交付します。
▼補助対象者　市内の事業所のうち、国が認定す
る健康経営優良法人、青森県が認定する青森県健
康経営事業所、市が認定するひろさき健やか企業、
全国健康保険協会が認定する健康宣言事業所
▼補助対象経費　次の①～④の経費。
①がん検診に関する経費（各種がん検診〈市実施
分を除く〉受診にかかる本人負担分や、がん検診
の結果精密検査となった人の検査実施にかかる本
人負担分に相当する額）
②従業員の禁煙支援の取り組みに要する経費（禁
煙外来治療費、禁煙補助剤購入費）
③従業員が使用する機器の導入に要する経費（血
圧計、体重計、体組成計、血管年齢測定器、ヘル
スケア機器等）
④フィットネスクラブの法人契約に要する経費
▼補助率　補助対象経費の２分の１（上限30万円）
▼補助事業の期間　令和２年４月１日～令和３年

２月28日
▼申請方法　必要書類を郵送または持参で提出
※交付申請等の必要書類は市ホームページからダ
ウンロードすることができます。
■問い合わせ・申請先　健康増進課健康づくり総
合推進担当（〒036-8711、野田２丁目７の１、
☎37-3750）

ある企業の実施例ある企業の実施例

体組成計を購入しました（令和２年８月交付）

　体組成計は体重や体脂肪のほ
か、詳しい数値を複数計測できる
ことから、職員の自発的な運動意
識の向上に繋がっています。仕事
前にジョギングなどをしている職
員は、出勤後に体組成計を使い自
己管理に役立てています。今後も
健康経営の一環として、職員の健
康意識向上のため、有効に活用し
ていきます。

12 月 1 日からの新型コロナウイルス感染症の対応
（相談・診療・検査体制）が変わりました

相談・診療・検査の流れ

【かかりつけ医がいる人】
まずは、かかりつけ医等に電話相談
〇かかりつけ医等の医療機関が対応可能の
場合…指定された時間に受診
対応不可の場合…他の診療・検査医療機関
を案内

【かかりつけ医がいない人】
県コールセンター（新型コロナウイルス
感染症コールセンター、☎ 0120-123-
801、フリーダイヤル、24時間受け付け
〈土・日曜日、祝日も含む〉）に電話相談
※弘前市医師会（☎ 32-2371、平日の
午前９時～午後４時）でも相談できます。

青森県 相談・受診の目安

詳しくはこちらから

 検 索

【新型コロナウイルス感染症患者と
接触したなど、心当たりがある人】
受診・相談センター（保健所）に電話相談
○最寄りの保健所…弘前保健所（☎ 33-
8521、平日の午前８時 30分～午後５時
15分）
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第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン
（変更案）

　弘前圏域（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）が定住
自立圏構想推進要綱および定住自立圏形成協定
に基づき策定している「第２次弘前圏域定住自
立圏共生ビジョン」の事業費等の修正を踏まえ
た変更案
▼募集期間　12月15日（火）～１月20日（水・
必着）
▼閲覧場所　企画課（市役所２階）および共通
事項に記載の閲覧場所
▼対象　①弘前圏域内に住所を有する人、②弘
前圏域内に事務所または事業所を有する個人ま

たは法人など、③弘前圏域内の事務所または事
業所に勤務する人、④弘前圏域内の学校に在学
する人、⑤弘前圏域内に対して納税義務を有す
る人または寄付を行う人、⑥ビジョン（変更案）
に利害関係を有する人
▼提出先
①郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、企
画課宛て
②企画課へ直接持参（土・日曜日、祝日、年末
年始を除く）
③ファクス…35-7956
④Ｅメール…kikaku@city.hirosaki.lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函
■問い合わせ先　企画課地域振興担当（☎
26-6348）

対象の人は
忘れずに申告を 償却資産（固定資産税）の申告を受け付けます

【償却資産（固定資産税）の申告】
▼申告が必要な人　令和３年１月１日現在、市内
に事業用の減価償却資産（建物や自動車などを除
く）を所有する個人または法人
※令和２年中に新たに事業を始めた人はお知らせ
ください。
▼申告期限　２月１日（月・当日消印有効）
▼持ち物　個人事業主が窓口で申告する場合、個
人番号カード（または身分証明書および個人番号
通知カード）
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、できるだけ郵送または eLTAXでの申告をお
願いします。

【令和３年度分固定資産税・都市計画税を軽減す
る特例申告】
▼申告期間　１月４日（月）～２月１日（月・当
日消印有効）
※申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受
けることができなくなりますので、必ず期限内に
申告をお願いします。
▼軽減措置の対象となる人　新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和２年２月から10月ま
での任意の連続する３カ月間の事業収入の合計が
前年の同期間と比べて、30％以上減少している
中小事業者等で、認定経営革新等支援機関等（税
理士など）からの確認を受け、資産税課へ申告を
した人
▼軽減割合　令和２年２月から10月までの任意
の連続する３カ月間の事業収入の合計が前年の同
期間と比べて、30％以上 50％未満減少している
場合…課税標準の２分の１、50％以上減少して
いる場合…全額
▼軽減対象　事業用家屋に対する固定資産税・都
市計画税／償却資産に対する固定資産税
▼申告方法等について　特例申告書については市
ホームページからダウンロードするか、償却資産
の申告書に同封されている「申告の手引き」内の
特例申告書等を使用してください。できるだけ郵
送または eLTAXでの提出にご協力をお願いしま
す。
▼問い合わせ・提出先　資産税課資産税係（市役
所２階、☎40-7027）

パートナーシップ宣誓制度が始まりました多様性を尊重する
まちづくりを

　市では、弘前市総合計画および弘前市男女共同
参画プランに基づき、「一人ひとりが互いを尊重
し合い心豊かに暮らせるまち弘前」の実現に向け
取り組んでおり、その一環として、12月 10 日
に「弘前市パートナーシップ宣誓制度」を開始し
ました。
　この制度は、性的マイノリティのカップルがお
互いを人生のパートナーとして宣誓したことを市
が受け止め、宣誓書受領証を交付するもので、宣
誓によって法律上の義務や権利が発生するもので
はありませんが、性的マイノリティの人がさまざ

まな場面で感じている生きづらさや不安な思いを
軽減、解消できるよう取り組むものです。
　市は、制度導入を契機に性的マイノリティの人
たちをはじめ、困難な状況に置かれている人々へ
の理解と共感が広がり、多様性を尊重するまちづ
くりがより一層推進されるよう努めます。
▼対象の要件　①成年に達していること／②市内
に住所を有しているか市内へ転入予定であること
／③配偶者の他、宣誓する相手方以外の人とパー
トナーシップ関係がないこと／④民法上婚姻を禁
止されている関係にないこと
▼必要書類　住民票の写しまたは転出証明書／戸
籍個人事項証明書（戸籍抄本）／本人確認書類
▼その他　宣誓をしようとする人は、日時等につ
いて調整が必要となりますので、事前にご連絡く
ださい。
■お問い合わせ先　企画課ひとづくり推進室（☎
26-6349）

Town Information 市政情報

　下記計画の策定案・変更案がまとまりまし
たので、市民の皆さんから意見や提案を募集
するため、 パブリックコメント（意見公募手
続き）を実施します。

～共通事項～
▼閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所での閲覧（土・日曜日、祝日、年末年
始を除く、午前８時30分～午後５時）
岩木総合支所総務課（賀田１丁目）、相馬総合支
所民生課（五所字野沢）、市民課駅前分室（駅前
町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末広４丁目、
総合学習センター内）、各出張所
※市民課駅前分室は年末年始を除く土・日曜日、
祝日も閲覧可。
▼提出方法　指定の様式または任意の様式に、氏
名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、

住所、在住・在学の別（任意様式の場合は対象①
～⑥のいずれか）、件名（任意様式のみ、「〇〇計
画への意見」など）を明記し、提出してください。
※記入漏れがある場合は、意見として受け付けま
せん。また、電話など口頭では受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、計画
策定の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所
を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別の回答はしませんので、ご了承ください。
※「わたしのアイデアポスト」は市役所総合案内
所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、
市民課駅前分室、市民課城東分室、各出張所に設
置しています。

第三次弘前市環境基本計画（策定案）

　地域環境の課題や地球規模の環境問題を踏ま
え、市が持続可能な社会の構築を目指して策定
する「第三次弘前市環境基本計画」の策定案
▼募集期間　12月15日（火）～１月13日（水・
必着）
▼閲覧場所　環境課（市役所２階）、環境課町
田事業所（町田字筒井）、および共通事項に記
載の閲覧場所
▼対象　①市内に住所を有する人、②市内に事
務所または事業所を有する個人または法人な
ど、③市内の事務所または事業所に勤務する人、

④市内の学校に在学する人、⑤本市に対して納
税義務を有する人または寄付を行う人、⑥本計
画（策定案）に利害関係を有する人
▼提出先
①郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、環
境課宛て
②環境課へ直接持参（土・日曜日、祝日、年末
年始を除く）
③ファクス…37-7271
④Ｅメール…kankyou@city.hirosaki.lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函
■問い合わせ先　環境課環境保全係（☎ 36-
0677）

意見を募集します
- パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト -
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  ■問い合わせ先　
建築指導課空き家対策係
（☎40-0522）

空き家利活用事例紹介
　小栗山に、空き家となっていた古民家を自分たちで理
想の空間に作り上げたご夫婦が住んでいます。
　昔懐かしい縦格子の引き分け戸を開けて中に入ると、
大きな断面の松の木の梁が印象的な雑貨店になっていま
す。
　店内は、古材を利用して床板を張り替えたり、壁を塗
り替えたりするなどの手がかけられており、お二人が古
民家での暮らしを楽しんでいる様子がうかがえました。
　使い込まれた古道具を現代の生活に合うように作り替
えたり、さまざまな工夫が凝らされたお店。そこに空き
家利活用のヒントがあるかもしれません。

空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除
　相続日から起算して３年を経過する日の属する年の 12月 31日までに、被相続人の居住
の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォーム
をしたものに限り、その敷地を含む）または取り壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋
または土地の譲渡所得から 3,000 万円の特別控除を受けることができる制度です。控除を
受けるには市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要ですので、申請手続きをし
てください。確認書の申請に関する詳細は市ホームページ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kurashi/akiya/2016-1022-1030-45.html）を確認するか、建築指導課へ
お問い合わせください。
　控除の対象になるかの確認はお住いの地域の税務署へお問い合わせください。

弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件募集中！
　弘前圏域空き家・空き地バンクとは、弘前圏域（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
空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい
または空き家を貸したい所有者の物件を空き家・空き地バンクに
登録し、ホームページにその情報を公開する制度です。その情報
を見て、買いたいまたは借りたいと思った人と所有者との橋渡し
を行います。

どうする空き家 !? ～冬～
空き家に関する役立つ情報をお伝えします。

特 集

弘前圏域　空き家・空き地バンク詳しくは  検 索
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広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　また、催しなどに参加する
際は、マスクを着用するなど、
感染症対策へのご協力をお願
いします。

 イベント

Town InformationTown InformationTown Information●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

　冬の贈り物に心温まる工芸品
はいかがですか。
▼とき　12 月 16 日（水）～
25 日（金）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
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

【体に乗せて音のセッション】
▼内容　ライアー（弦楽器の一
種）の楽器体験

【クマラの星からのメッセージ】
▼内容　星占い
～共通事項～

弘前工芸舎企画展
「冬の贈り物」展

鳴海要記念陶房館の催し

▼ と き　12 月 19 日（土）・
20 日（日）の午前 10 時～午
後３時（所要時間各 15 ～ 20
分）
▼料金　各 1,350 円（飲み物
付）
▼定員　各10人
※事前の予約が必要。当日も可。
マスクの着用をお願いします。
混み合った際には入館制限する
場合があります。
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、火曜日は休
み、12 月 29 日～１月８日は
年末年始休館ならびに館内メン
テナンスなどのため臨時休館）

【ヒロロスクエアクリスマス☆
フェスティバル】
▼とき　12月 20日（日）
　　　　午前11時～午後３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　ハンドメイドワーク
ショップと小物・お菓子の販売

【ヒロロだよ！全員集合！～冬
の陣～】
▼開催日　１月９日（土）
①ソーシャルディスタンス運動
会
　４つの種目を体験して参加賞
をゲットしよう！
▼時間　午前 10時～午後３時
（最終受け付けは午後２時 30
分、正午～午後１時は昼休み）
▼ところ　ヒロロ３階イベント
スペース
▼参加料　100円
②こども映画まつり
▼内容・時間　「おしりたんて
い」…午前 10時 30 分～、午
後３時～／「不思議の国のアリ
ス」…午後１時～
▼ところ　ヒロロ４階市民文化
交流館ホール
▼観覧料　無料

ヒロロスクエアのイベント

～共通事項～
　事前の申し込みは不要。来場
の際はマスクを着用してくださ
い。
※詳しくはヒロロスクエア
ホームページ（http://www.
hirorosquare.jp/）のイベン
トカレンダーをご確認ください。
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会事務局（市民文化交流館内、
☎ 35-0154〈午前８時 30 分
～午後９時〉、12月 31日〈午
後３時以降〉と１月１日は休み）
へ。

【月例登山「新春登山」】
▼とき　１月 10 日（日）、午
前９時30分～午後２時30分
▼対象　登山の経験
があり、冬山登山の
装備で参加できる人
▼持ち物　
飲み物、昼食、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。

【冬期開館日】
毎週土・日曜日と祝日、小・中
学校の冬休み期間（12 月 29
日～１月３日を除く）。
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

こどもの森１月の催し

「弘前市長
　　新春に語る」

周波数は
78.8MHz  
ＦＭアップルウェーブ

新春特別番組

とき　１月１日（金・元旦）、正午～
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　市内小学校の児童が描いた作
品約60点を展示します。
▼とき　１月５日（火）～ 11
日（月・祝）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階ヒロロスクエア
▼観覧料　無料
■■問問 市みどりの協会（☎33-8733）

▼とき　１月31日（日）
　　　　午前９時～
▼ところ　東奥義塾高校（石川
字長者森）グラウンド
▼対象　高校の部＝県協会登録
の選手のチーム／スパイクの部
＝選手全員がスパイクまたはシ
ューズを着用するチーム／なが
けりの部＝選手全員がゴム長靴
（金具の付かないもの）を着用す
るチーム／女子の部＝部活動ま
たはクラブチームに所属する女
子選手のチーム
▼参加料　弘前ラグビーフットボ
ール協会登録チーム＝2,000円～
／その他のチーム＝5,000円～
※傷害保険料を含みます。
■■問問１月 13日（水）までに、E
メールで弘前ラグビーフットボ
ール協会（木村さん、東奥義塾
高 校 内、 ☎ 92-4111、 ■■ＥＥ
kimura1961tohgi@yahoo.
co.jp）へ。

【リサイクルそり作り教室】
▼とき　１月９日（土）、午前

弥生いこいの広場
写生大会入賞作品展

第 55 回
津軽雪上ラグビー大会

環境整備センタープラザ棟の
教室

10時～正午
▼内容　木材や竹ざおの切れ端
を使ったそり作り
▼講師　尾崎行雄さん
▼定員　10人（１人１台）
※家族での参加は、１家族１台
の制作となります（小学生の場
合は保護者の同伴が必要）。
▼参加料　無料
▼持ち物　金づち
▼申込期限　12月 25日（金・
必着）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、12 月 30 日（水）までに
抽選結果をお知らせします。
▼その他　制作後はそり滑りを
行います。長靴、スキーウエア、
手袋を持参してください。

【こぎん de おしゃれポストカ
ード作り教室】
▼とき　１月24日（日）
　　　　午前９時30分～正午
▼内容　こぎん刺しを使った木
製のポストカード作り
▼講師　佐藤陽子さん（佐藤陽
子こぎん展示館館長）
▼対象　小学生以上＝ 10 人
（小学生の場合は保護者の同伴
が必要）
▼参加料　無料
▼申込期限　１月８日（金・必着）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、１月 18日（月）までに抽
選結果をお知らせします。
～共通事項～
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、郵送で申し
込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま

で応募できます。詳細はプラ
ザ棟のホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.
jp/kankyoseibi/plaza/) を
ご覧ください。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、受け付
けは午前９時～午後４時、月曜
日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉
は休み）

　大学教員や学生からの話題提
供や資料を使った、今後の地域
づくり活動に役立つ講座やワー
クショップです。
▼日程　１月13日（水）＝第
７回「コンビニと独占禁止法」
／１月20日（水）＝第２回「ゴ
ミから暮らしを振り返る」（10
月29日開催中止分の振り替え）
／１月27日（水）＝第８回「経
済効果の測り方－産業連関分析
入門－」
※時間はいずれも午後６時30
分～８時。
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）中会議室
※会場で開催のほか、Zoomに
よるオンライン形式でも開催。
▼講師　第７回＝長谷河亜希子
さん（弘前大学人文社会科学部
准教授）／第２回＝近藤史さん
（同）／第８回＝小谷田文彦さ
ん（同）
▼対象　高校生以上の市民＝
30人
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　６回以上参加した人
に、修了証を交付します。オン
ラインにて参加を希望する人
は、各自Zoomアプリ（無料）
をダウンロードしてください。
※詳しい内容は弘前大学人文社
会科学部地域未来創生センター
ホームページ（http://human.

地域未来創生塾＠中央公民館

▼参加料　無料（別途観覧料が
必要）
▼申し込み方法　12 月 23 日
（水）以降に、市立博物館に電
話で申し込みを。
■■問問 市立博物館（☎ 35-0700、
12 月 29 日～１月３日・18
日は休み）

　毎年１月上旬に開催している
市民新年互礼会について、新型
コロナウイルス感染予防対策に
基づき、開催に向けて慎重に検
討しましたが、市民の皆様の健
康と安全を第一に考慮し、開催
を中止します。ご理解いただき
ますようお願いします。
■■問問広聴広報課（☎35-1194）

　所得税の源泉徴収義務のある
事業主（給与支払者）は個人住
民税を給与から特別徴収しなけ
ればなりません。まだ特別徴収
を実施していない事業主や新た
に事業を開始した事業主は特別
徴収を実施してください。

【個人住民税の給与からの特別
徴収とは】
　所得税の源泉徴収と同様に、
事業主が従業員に毎月支払う給
与から個人住民税を徴収し、従
業員に代わって納入する制度で
す。なお、個人住民税の税額計
算は市が行いますので、所得税
のように事業主が計算する手間
はかかりません。

【特別徴収のメリット】
○従業員が金融機関等へ出向い
て納税する手間が省け、納め忘

令和３年市民新年互礼会
開催中止のお知らせ

個人住民税（市民税・県民税）
の給与からの特別徴収について

●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

cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）を
ご覧ください。
■■問問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、平日の午前10時15分
～午後５時）／中央公民館（☎
33-6561、火曜日は休み）

【エクセル 2019 入門講座】
▼開催日　１月 21
日・28 日、２月４
日（いずれも木曜日、
３日間で１セットの講座）
▼時間　午前10時～午後３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　表計算ソフト（エクセ
ル2019）を使用した基本的な
操作技術の習得
※エクセル 2019 以外のバー
ジョンを使っている人は操作方
法が異なる場合があります。
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作（ウィンド
ウズの基本操作）ができる市民
＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB な
どのメモリ、昼食
※マスクを着用してください。
■■問問 12 月 20 日（日）から学習
情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ。

▼とき　１月 24 日（日）、午
後２時～３時15分頃
▼ところ　市立博物館（下白銀
町）
▼テーマ　古代青森の人々の生
活と信仰
▼講師　武井紀子さん（弘前大
学人文社会科学部准教授）
▼定員　50人（先着順）

市民ボランティアによる
パソコン講座

第 2 回市立博物館歴史講座

れの心配がない。
○納期が 12回なので、普通徴
収に比べて１回当たりの納税額
が少ない。

【令和３年度からの特別徴収開
始方法】
　毎年１月に提出する「給与支
払報告書（総括表）」の中の「特
別徴収対象者」の欄に対象者数
を記入し、「給与支払報告書（個
人別明細書）」を仕切り紙によ
り「特別徴収」と「普通徴収」
に分けた上で、市民税課へ提出
してください。
■■問問市民税課市民税第一係（市役
所２階、☎40-7024）

　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。
▼とき　12月 27日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室Ａ
※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。
■■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〉）

ひろさき広域出愛サポートセ
ンター休日登録会

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,864人
 　男  　  77,285人 　男  　  77,285人
 　女 　女 　    　   91,579人91,579人

令和２年 11月１日現在（推計）令和２年 11月１日現在（推計）
・世帯数  72,378世帯　・世帯数  72,378世帯　

（-2）（-2）
（+19）（+19）
（-21）（-21）
（+33）（+33）

 教室・講座

  

 その他
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　施設・設備のメンテナンスの
ため、次の期間は休場します。
▼とき　12 月 28 日（月）の
午後２時30分～１月13日（水）
■■問問温水プール石川（小金崎字村
元、☎49-7081）

▼開館時間変更　12 月 31 日
（木）は午後３時まで
▼休館日　１月１日（金・祝）
※いずれも１月２日（土）から
は通常開館。
■■問問市民文化交流館（ヒロロ〈駅
前町〉、☎ 35-0154）

　令和３年に市民団体などが自
主的に行う非営利活動に対して
助成金を交付します。
▼実施場所　市内（緑化教育活
動の場合は市外でも可）
▼対象経費　苗木・種子・支柱・
肥料等の緑化資材購入費（ただ
し、緑化教育活動の場合は、交
通費、講師謝礼を含む）
▼助成額　３万円を上限とし、
対象経費の全額（助成額を調整
する場合あり）
▼申請受付期間　１月４日（月）

温水プール石川の臨時休業

市民文化交流館・駅前こども
の広場遊び場の年末年始の開
館時間の変更と休館について

緑化推進活動に助成金

～18日（月）
■■問問農村整備課（☎40-7103）

　４月からの巡回ステーション
を募集します。
▼応募条件　市内で、大型車両
が駐車できる場所が確保でき、
一般の人も利用できる学校や施
設など
※申し込み多数の場合は調整し
ます。
▼申し込み方法　電話または弘
前図書館窓口で申し込みを
▼応募締切　12月 28日（月）
■■問問 弘前図書館（下白銀町、☎
32-3794）

　中央公民館（下白銀町、弘前
文化センター内）では、子ども
たちの冬休み期間中の学習場所
として会議室を開放します。
▼ と き　12 月 26 日（土）・
27日（日）、１月 11日（月・
祝）～ 13日（水）の午後０時
30分～３時 30分
▼ところ　弘前文化センター２

移動図書館車「はとぶえ号」
巡回ステーション募集

冬休みは公民館で学習を！

階中会議室、第３会議室
▼内容　小・中学生、高校生の
自習場所として使用できます。
また、弘前大学の学生が学習サ
ポートや相談に応じます。
※事前の申し込みは不要。
▼その他　マスクの着用をお願
いします。当日は検温、体調確
認にご協力を。
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

　マイナンバーカー
ドを持っている人を
対象に、キャッシュ
レス決済額に応じて
上限 5,000 円分の
ポイントが付与されます。マイ
ナポイントの申し込みはお早め
に。詳しくは総務省のサイト
（https://mynumbercard.
point.soumu.go.jp/）でご確
認ください。
　マイナンバーカードをまだ申
請していない人はこの機会に申
請をご検討ください。
■■問問マイナンバー総合フリーダイ
ヤル（☎0120-95-0178〈音
声ガイダンスに従って ｢５番｣
を選択してください〉、平日の
午前９時30分～午後８時、土・
日曜日、祝日の午前９時 30分

マイナポイントの
申し込みはお早めに

～午後５時 30分）／マイナン
バーカード普及促進対策室（☎
40-0506）

　津軽広域水道企業団の職員採
用試験を次のとおり行います。
▼試験職種　土木職・電気職
▼応募資格　津軽広域水道企業
団のホームページで確認するか
問い合わせを。
▼採用予定人数　各１人
▼試験日　１月31日（日）
▼試験会場　津軽広域水道企業
団管理本館（黒石市大字石名坂
地内）
▼受験申し込み方法　受験申込
書に必要事項を記入し、必要書
類を添えて１月 15日（金・必
着）までに郵送か持参でお申し
込みください。
※試験実施案内および受験申込
書は、津軽広域水道企業団のホ
ームページからダウンロードで
きます。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業
部総務課（〒 036-0342、黒
石市大字石名坂字姥懐２、☎
52-6033、■■ＨＨ http://www.
tusui.jp/）

　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

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ

することがあります。
　影響の出る可能性がある地域
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）

　青森県最大の移住イベント
「青森県合同移住フェア」に弘
前市も参加します。首都圏在住
の青森県出身者の参加をお待ち
しています。
▼とき　１月９日（土）
　　　　午前10時～午後５時
▼ところ　CIRQ（シルク）新
宿イベントホール（東京都新宿
区新宿３丁目）
▼内容　参加市町村による個別
相談や、転職や住まい探し、移
住後のライフプランをテーマと
した専門家による相談会、先輩
移住者によるトークイベントな
ど
▼申し込み方法　
青森県移住・交流ポ
ータルサイト「あお
もり暮らし」（QRコ
ード）より申し込みを。
■■問問青森県地域活力振興課 移住・

ふるさとへの U ターンを応
援「青森県合同移住フェア」

●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

交流推進グループ（☎ 017-
734-9174、■■ＥＥ ijukoryu@
pref.aomori.lg.jp）

　相続登記、遺言に特化した無
料の相談センターです。事前の
予約が必要です。
▼予約受付電話　0120-760-
230
▼受付時間　平日の午前 10時
～午後４時
▼ところ　相談センターに登録
している司法書士の事務所
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

　弘前在来トウガラ
シ「清水森ナンバ」
を栽培する新規会員
を募集しています。
　なお、健康な土で高品質なナ
ンバを栽培するために、栽培を
始める前に土壌診断をする必要
があります。
■■問問在来津軽「清水森ナンバ」ブ
ランド確立研究会事務局（中村
さん、青森県特産品センター内、
☎39-1811）

　自宅でできる５つのフィット
ネス動画（ヨガ、ピラティス、エ
アロビクスなど）を公開中です。
▼公開期間　令和３年 10 月
31日まで 24時間観覧可能
▼公開場所　弘前市体育協会
ホームページ（http://www.
hirosaki-taikyo.com/web/）
▼観覧料　無料
■■問問弘前B&G海洋センター（☎
33-4545）

青森県司法書士会
相続登記・遺言相談センター

清水森ナンバを
栽培してみませんか

フィットネス動画無料公開

有 料 広 告 有 料 広 告
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（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
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。応募多数の
場合は抽選で決定。／（※２）…室内用シューズの持参を。／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。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

●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■■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

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。

市町村イベントカレンダー

“津軽”の話題満載

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先

～２月 14 日 ひらかわイルミネーション
プロムナード

平賀駅前、中央公園内をイルミネーションでライトアップ。
駅前広場には台湾の提灯も設置します。

平川市商工観光課
（☎ 44-1111）

～２月 28日 冬に咲くさくらライトアップ
（弘前市）

日本一と名高い弘前のさくらを冬にもライトアップで咲かせ
ます。

弘前市観光課
（☎ 40-0236）

～３月 21日 企画展３「みちのく人形展～
五彩に輝くこけし・雛人形・
土人形～」（弘前市）

江戸時代の雛（ひな）人形や津軽家ゆかりの雛道具のほか、
全国各地の民芸作品をご紹介します。

弘前市立博物館
（☎ 35-0700）

19日～
３月 14日

大鰐温泉スキー場オープン 毎週土曜日は1日券が500円！皆様のご来場をお待ちしてい
ます。ホームページ（http://www.owani-ski.com/w/）

大鰐温泉スキー場管理
事務所 （☎ 49-1023）

12
月

上旬（予定） こけし初挽き（黒石市） 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が、新年最初の
こけしを作ります。

津軽こけし館
（☎ 54-8181）

30日 冬のツーリズム「農家蔵ライ
トアップ」（平川市）

金屋地区の農家蔵をライトアップ。沿道には約 150基の灯篭
やろうそくが設置されます。

尾上蔵保存利活用促進
会（☎ 57-5190）

31日 第13回ひらかわスポーツフェ
スティバル

おのえスポーツセンターでスポーツ体験教室を開催します。
参加料：１日 100円

平川市スポーツ協会
 （☎ 57-4633）

１
月

上旬（予定） 雪の降るさと2021
（黒石市）

雪を使った催しが盛りだくさん。ろうそくを灯した、たくさ
んの雪だるまが会場を彩ります。

津軽伝承工芸館
（☎ 59-5300）

上旬（予定） 津軽くろいしみんなの雪だるま 地域・職場・家族が一丸となって雪だるまを作ります。雪国
ならではの雰囲気が楽しめます。

黒石商工会議所
（☎ 52-4316）

上旬（予定） 全日本ずぐり回し選手権大会
（黒石市）

津軽地方独特のこま「ずぐり」回しの全国大会。子どもから
大人まで、優勝を目指して競います。

黒石商工会議所
（☎ 52-4316）

６日（予定） 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当たる抽選
会もあります。

板柳町商工会
（☎ 73-3254）

中旬（予定） 黒石じょんから宵酔酒まつり 飲み処「よされ横丁」界わいの店を回ってゴールすると、抽
選で豪華な景品が当たります。

黒石観光協会
（☎ 52-3488）

18日 猿賀神社七日堂大祭
（平川市）

柳の大枝を盤上に打ちつけて豊凶を占う柳からみ神事や、ゴ
マの餅まきが行われます。

猿賀神社
（☎ 57-2016）

２
月

　新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更される場合がありますので、開催状況については各問い
合わせ先にご確認ください。また、イベントへお出かけの際は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に
ご協力ください。

でに、弘前城雪燈籠まつり運営
委員会（市役所５階、観光課
内）へ。申込時に必要な書類に
ついては、次のURL（https://
www.hirosaki-kanko.or.jp/
web/edit.html?id=cat02_
winter_yuki）からダウンロー
ドできます。
■問い合わせ先　観光課誘客推
進係（☎40-0236）

意／②中雪像の制作者は、主催
者が設ける幅３ｍ、高さ４ｍの
雪柱を素材に制作／③ミニ雪像
の制作者には、型枠を用意。高さ
２ｍの雪像を制作／④雪だるま
は高さ約1.5ｍのものを制作
※制作場所はまつり運営委員会
が指定し、配置図を後日送付し
ます。
▼申込方法　１月８日（金）ま

弘前城雪燈籠まつり ２月10日（水）～14日（日）

【雪燈籠制作者を募集】
　雪燈籠や中雪像、ミニ雪像、
雪だるまの制作者を募集します。
▼制作期間　２月２日（火）～
９日（火）
▼参加条件　制作費・用具など
は制作者が準備し、制作期間内
に完成させること
▼制作内容　①雪燈籠の制作者
には、型枠、制作マニュアルを用

弘前公園を会場に市民手作りのまつり「弘前城雪燈籠まつり」を開催します。
今年の大雪像は「弘前れんが倉庫美術館」です。ぜひ、ご来場ください。
※新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で開催しますので、ご理解とご協力をお願いします。

オープニングセレモニー　２月 10 日（水）、午後５時～

各種スポーツ・体操教室など

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市民・少
年少女スキ
ー教室

１月９日（土）・10
日（日）の午前 10
時～午後３時（受け
付けは午前９時～）

大鰐温泉ス
キー場国際
エリア（大
鰐町虹貝字
清川）

初心者～エキス
パート（講習時
のリフト券、ス
キー用具などは
各自で準備を）

小学生以上
の市民

3 ,000
円（２日
間分、傷
害 保 険
料含む）

12月 22 日～１月５日に、弘
前市体育協会（下白銀町、笹
森記念体育館内）、タケダスポ
ーツ弘前バイパス店（城東北
４丁目）、スーパースポーツゼ
ビオ弘前バイパス店（高田５
丁目）へ直接申し込みを。
■■問問弘前スキー倶楽部事務局（☎
080-4519-2611）

②ロマント
ピア健康サ
ポート教室

１月 12 日（火）～
３月 19 日（金）、午
前10時 30分～

星と森のロ
マントピア
（水木在家
字桜井）

❶火曜日…ゆっ
たりヨガ、❷水曜
日…水中ポール
ウォーク、❸木曜
日…フラダンス、
❹金曜日…水中
エクササイズ

65 歳以上の
市民＝❶６
人、❷10人、
❸６人、❹
10 人（いず
れも先着順）

無料

各回とも開催２週間前から受
け付け。無料シャトルバスを
運行。詳細は星と森のロマン
トピア（☎84-2288）へ。
※当日までの２週間、風邪症
状などがある人は参加不可。
プール内以外はマスク着用。

③チェア体
操教室

❶ 1 月 13 日～２月
17日の毎週水曜日／
❷ 1 月 15 日～２月
19 日の毎週金曜日、
午前10時～11時

河西体育セ
ンター会議
室

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

市民＝各８
人 無料

12月 28 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）

④かけっこ
教室

1 月 15 日～２月 5
日の毎週水・金曜日、
午後４時 30 分～６
時

弘前Ｂ＆Ｇ
海洋センタ
ー（八幡町
1）

走る、跳ぶ等の
全身運動、用具
を使ったトレー
ニング

小学生＝ 25
人程度 無料

⑤プールで
体力づくり
教室

1 月 21 日～３月 4
日の毎週木曜日、午
前10時～ 11時

温水プール
石川（小金
崎字村元）

水中での体操、
水中ウオーキン
グなど

市民＝25人 無料

⑥健康サポ
ート教室～
太極拳～

１月14日・28日（い
ずれも木曜日）の午
後２時～３時 温水プール

石川研修室

日常生活に必要
な筋肉を鍛える
太極拳

65歳以上の
市民＝各回
12人（先着順）

無料
12月 20 日～、温水プール石
川（☎49-7081）へ。
（※２）（マスク着用）

⑦ 健 康 対
策！ストレ
ッチ体操教
室

１月 14 日～２月４
日の毎週木曜日、午
前９時30分～10時
30分

ストレッチボー
ルやタオルを使
った簡単ストレ
ッチ体操

市民＝10人 無料

1月５日（必着）までに温水プ
ール石川（〒 036-8123、小
金崎字村元125、☎49-7081）
へ。
（※1）（⑦のみ※2）

⑧水泳教室
（クロール）

1 月 19 日～２月 5
日の毎週火・金曜日、
午後１時～２時 温水プール

石川

クロール呼吸練
習

呼吸が苦手
でクロール
を25ｍ泳げ
ない市民＝
15人

無料

⑨水泳教室
（バタフラ
イ）

1月 20 日～２月 24
日の毎週水曜日、午
前10時～ 11時

バタフライの基
本練習

クロールを
25 ｍ以上泳
げる市民＝
15人

無料

⑩ストレッ
チ体操教室

1月 13 日～３月 17
日の毎週水曜日、午
前 10 時 30 分～ 11
時 30分

市民体育館
フィットネ
スルーム

ストレッチ体操、
筋トレの実施 市民＝10人 無料

12 月 25 日（必着）までに市
民体育館（〒 036-8362、五
十石町7、☎ 36-2515）へ。
（※1）（※ 2）⑪体力づく

り教室

❶１月14日～３月25
日の毎週木曜日／❷１
月15日～３月19日
の毎週金曜日、午後1
時30分～２時30分

ストレッチ体操、
筋トレ、脳トレ
の実施

市民＝各 10
人 無料

⑫ゆったり
体力UPス
トレッチ教
室

1月 20 日～３月 31
日の毎週水曜日、午
後 1 時 30 分～２時
30分

ストレッチ体操
など、自宅でで
きるトレーニン
グ

市民＝10人 無料
12月24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）
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▼診療時間　内科…午前９時～
正午／歯科、耳鼻咽喉科・眼科
…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）へ問い合わせを。

内　科
１／3 佐藤内科小児科取上

医院（取上２）
☎33-1191

10 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

17 場崎クリニック
（代官町）

☎38-6600

24 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

31 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

耳鼻咽喉科・眼科
１／１ 松本眼科（三岳町） ☎31-3211

さとう耳鼻咽喉科医
院（田園４）

☎27-8733

２ のだ眼科 ･血管内科
クリニック（神田３）

☎33-6611

よしだ耳鼻科・小児
科（中野２）

☎33-2306

３ あらいこどもクリニ
ック／眼科クリニッ
ク（城東中央４）

☎27-2233

いくこ耳鼻科クリニ
ック（南瓦ヶ町）

☎33-6373

10 一戸眼科医院
（富田２）

☎32-3076

24 あきた耳鼻咽喉科ク
リニック（南城西２）

☎32-2332

歯　科
１／１ 安原田中歯科医院
（安原３）

☎37-7311

中畑歯科医院
（山道町）

☎32-6650

２ 竹沢歯科クリニック
（松原西３）

☎88-1717

なるみ歯科
（大清水４）

☎38-1115

３ ソレイユ歯科医院
（新町）

☎39-7303

梅村歯科クリニック
（石渡１）

☎32-7311

10 鳴海デンタルクリニ
ック（城東中央3）

☎26-2301

11 川村歯科医院
（野田１）

☎32-4073

17 野村歯科医院
（西川岸町）

☎32-8695

24 浜の町歯科クリニッ
ク（浜の町東３）

☎37-3566

31 大町歯科医院
（大町3）

☎31-7275

　入院を必要としない軽症の急
患や、特定の診療科目に対応す
るため、当番医がそれぞれの医
院で診療します。

休日在宅当番

施　設　名 ところ 開　館　時　間 問い合わせ先／備考
市立観光館・山車展示館・旧東奥義塾
外人教師館 下白銀町（追手

門広場内）
午前９時～午後５時 市立観光館（☎37-5501）

／駐車料金は通常どおり必要
市立観光館地下駐車場 24時間営業

弘前市観光案内所 表町（弘前駅内）午前８時 45分～午後５時 弘前市観光案内所
（☎ 26-3600）

りんごの家（りんご公園内） 清水富田字寺沢 午前９時～午後５時 りんごの家（☎ 36-7439）

まちなか情報センター 土手町 午前９時～午後９時（12月 30 日・
31日、１月１日は午後５時まで）　

まちなか情報センター
（☎ 31-5160）

　市の以下の施設を年末年始（12月 29日～１月 3日）に開館しま
すのでご利用ください。なお、１月 4日からは通常どおりの開館と
なります。詳しくは、各施設へ問い合わせを。

市の施設の一部を
年末年始に開館

  

ＯＰＥ
Ｎ

※上記の施設を除くほとんどの市の施設が 12 月 29 日～１月３日は休みとなります。詳しくは、各施
設へ問い合わせを。

年末年始お役立ち情報年末年始お役立ち情報

有 料 広 告 有 料 広 告

年末年始のごみの収集
　年末年始の家庭ごみの収集は、収集日程表のとおり行います。
なお、ごみ処理施設（環境整備センター〈町田字筒井〉・南部
清掃工場〈小金崎字川原田〉）は 12月 31 日の正午～１月３
日は休業します。ごみを直接搬入する際はご注意ください。

■問い合わせ先　環境整備センター
（☎ 36-3883）／南部清掃工場（☎
92-2105）／環境課（☎35-1130）


