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　スポーツ功労賞

◎大島 義晴さん（弘前市陸上
競技協会副会長、柴田学園東北
女子大学学長）
◎品川 信道さん（弘前サッカ
ー協会理事）
◎宮地 善道さん（弘前体操連
盟副会長）
◎山谷 孝正さん（弘前剣道連
盟副理事長）
◎ 岡 利忠さん（弘前学院大
学学長）

　スポーツ大賞
◎開坂 優さん（スキー）
◎土屋 正恵さん（スキー）
◎村上 来花さん（陸上）

　スポーツ優秀賞

◎古山 歩斗さん（一輪車）
◎棟方 翔也さん（一輪車）
◎藤原 優大さん（サッカー）

　スポーツ敢闘賞
◎柴田学園高校女子バスケット
ボール部（バスケットボール）
◎ブランデュー弘前 FC（サッ
カー）
◎石澤 美菜海さん（陸上）
◎オースティン・イケンナさん
（陸上）
◎佐々木 七海さん（陸上）
◎上田 恵さん（サッカー）
◎奥村 のどかさん（サッカー）

◎川村 香織さん（サッカー）
◎成田 未央さん（サッカー）
◎平栗 詩乃さん（サッカー）
◎小山内 諒さん（ボクシング）
◎斎藤 黎苑さん（一輪車）
◎佐藤 楓汰さん（相撲）
◎鈴木 彩未さん（バドミントン）
◎相馬 祥希さん（ボウリング）
◎林 瑛太さん（バドミントン）
◎三ツ橋 大吾さん（バドミン
トン）
◎棟方 聖蓮さん（相撲）

　市スポーツ賞は、長年にわたり体育・スポーツの普及
振興に努めた個人や団体、全国のスポーツ大会などで優
秀な成績を収めた人などを表彰するものです。
　２月16日に表彰式典が行われ、受賞者・受賞団体に
表彰状と盾が贈られました。令和２年の受賞者・受賞団
体を紹介します。
■問い合わせ先　スポーツ振興課（☎40-7115）

▲スポーツ功労賞、スポーツ大賞、スポーツ優秀賞を受賞した皆さん

令和２年
弘前市

スポーツ賞
Hirosaki Sport Award
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旬頃に送付される令和３年度市民税県民税の当初
の税額決定通知に反映されない場合があります。
この場合、６月下旬以降に申告内容が反映された
税額（変更）決定通知が送付されます。また、所
得・課税証明書の発行が遅くなったり、国民健康
保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の額
が年度途中で増減したりすることがあります。
■問い合わせ先　市民税課市民税第二・第三係
（市役所２階、☎ 40-7025、40-7026）

　所得税の確定申告の期限が延長されたことに
伴い、市では令和３年度市民税県民税の申告期
限を４月 15日（木）まで延長します。
　来場して申告する場合の受付場所は、３月 31
日（水）までは市役所３階申告会場、４月１日（木）
以降は市民税課となります。受付時間は平日の
午前８時 30分～午後４時です。
※延長前の申告期限であった３月15日より後に
申告書を提出した人は、申告内容が６月上旬～中

不明な点は
問い合わせを 市民税県民税の申告期限を延長します

　市文化奨励賞は、文化芸術の分野において優れた成績をあげ
た小・中学校、高校等の児童・生徒、ならびに文化部を表彰し、
今後の活動を奨励するものです。
　２月16日に表彰式が行われ、文化奨励賞の受賞者に表彰状
が贈られました。令和２年の受賞者を紹介します。

【受賞者】
◎小山内 優月さん（舞踊／弘前大学教育学部附属中学校１年）
◎工藤 光さん（書道／県立弘前第一養護学校高等部3年）
■問い合わせ先　文化振興課（☎40-7015）

保険料額などの
確認を 国民年金の保険料額や納付など

【令和３年度国民年金保険料額】
　令和３年度の国民年金保険料は、月額１万
6,610 円となり、令和２年度の保険料月額から
70円の引き上げになります。

【国民年金保険料の納付】
　4月上旬に、国民年金保険料納付案内書（納付
書）が日本年金機構から送付されます。案内書に
は毎月の保険料納付書のほか、前納や口座振替、
クレジットカードによるお得で便利な納付方法に
ついて記載されています。
■問い合わせ先　保険料の前納について…弘前
年金事務所（外崎 5丁目、☎ 27-1339）・国保
年金課国民年金係（☎ 40-7048）／口座振替の
申し込みについて…口座を開設している金融機
関や郵便局、弘前年金事務所、国保年金課国民年
金係

【学生納付特例申請】
　大学、短大、専門学校などに在学する学生には、

在学期間中、保険料の納付
を猶予する学生納付特例制
度があります。令和２年度
分の学生納付特例の承認を
受けている人で、令和３年
度以降も引き続き在学予定の人には、はがき形式
の申請書が日本年金機構から送付されます。特例
の申請をする場合は、はがきに必要事項を記入し、
返送してください。
※ 4月中旬を過ぎてもはがきが届かない場合は、
市役所、岩木・相馬総合支所、各出張所または年
金事務所で申請してください。なお、市民課駅前
分室・城東分室では受け付けませんので、ご注意
ください。
■ 問 い 合 わ せ 先　弘前年金事務所（☎ 27-
1339）／国保年金課国民年金係（☎40-7048）
／岩木総合支所民生課（☎ 82-1628）／相馬総
合支所民生課（☎84-2113）

弘前税務署からのお知らせ

　令和２年分の所得税および復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税および地方消費税
の申告・納付期限が、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、４月 15 日（木）まで延
長されます。
　これに伴い、所得税および復興特別所得税の口座振替日が５月 31 日（月）に、個人事業者
の消費税および地方消費税の口座振替日が５月 24日（月）に延長されます。
　申告相談は３月 16日（火）以降、弘前税務署で受け付けます。
■問い合わせ先　弘前税務署（本町、☎ 32-0331、自動音声に従って「２」を選択）

令和２年
弘前市文化奨励賞

　市役所の市民課窓口は、３月から４月にかけて転
入・転出に伴う届け出などで混雑します。毎週月曜
日や４月１日（木）は、特に多くの利用が見込まれ
ます。市民課では窓口の混雑緩和のための各種サー
ビスを実施していますので、サービス利用へのご理
解とご協力をお願いします。

窓口の混雑緩和に
ご協力ください

サービスを
上手に使って
手続きしよう♪

新型コロナウイルス感染症予防のため

▲
 混雑を避けるために

引っ越しの手続きは後日でも OK
　引っ越しの手続きはおおむね 14日以内に
することになっているため、４月２日以降の
届け出でも４月１日付けで手続きできます。

土日開庁、時間外開庁の利用を
▼開庁日と受付時間
○土日開庁…３月27日（土）・28日（日）・
４月３日（土）・４日（日）の午前８時 30
分～午後５時
○時間外開庁…３月 29日（月）～４月２日
（金）の午後５時～７時
▼受付場所　市役所１階

混雑予想カレンダーを事前にチェック
　市民課の混雑状況を予想したカレンダーを
市ホームページに掲載しています。

混雑状況お知らせサービス（リアルタイム）
　市役所１階の市民防災館入り口に、現在の
混雑状況を知らせる信号機を設置していま
す。市ホームページにも混雑状況を掲載しま
すので、ご活用ください。

▲  待たずに受け取り
住民票・印鑑登録証明書予約サービス
　住民票・印鑑登録証明書を希望する時間に
交付できます（本人と同世帯員に限ります）。
電話またはEメールで予約を受け付けます。

▲
 来庁せずに手続き

証明書の郵送請求
　転出証明書などの各種証明書は、来庁せず
に郵送で受け取ることができます。

　各種サービスの詳細については市ホーム
ページをご覧ください。
h t t p : / / www. c i t y .
hirosaki.aomori.jp/
kurashi/todoke/
（トップページ

▲

くらし

▲

届け出・証明・マイナンバー）

■問い合わせ先　市民課受付係
（市役所１階、☎ 35-1113、E
メ ー ル shimin@city.hirosaki.
lg.jp）
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　令和３年度は３年に一度の固定資産評価替えの
年です。固定資産税の納税者が自己の固定資産と
他の固定資産の評価額を比較できるよう縦覧を実
施します。
　市内に所有する土地の固定資産税納税者は土地
価格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・価格
を記載）を、家屋の固定資産税納税者は家屋価格
等縦覧帳簿（所在・家屋番号・建築年・種類・構
造・床面積・価格を記載）を見ることができます。
　市内に土地・家屋・償却資産を所有している（１
月１日現在）人を対象とした固定資産税課税台帳
の閲覧は年間を通して有料で行っていますが、縦
覧期間は無料で閲覧できます。
　縦覧・閲覧の際は、納税者本人または代理人で

あることを確認できるもの（運転免許証、保険証、
マイナンバーカードなど）を持参してください。
※代理人は、納税者本人からの同意書が必要です。
▼縦覧期間　４月１日～５月 31 日の午前８時
30分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
▼縦覧場所　資産税課（市役所２階）、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）
■ 問 い 合 わ せ 先　資産税課土地係 ( ☎ 40-
7028)・家屋係（☎40-7029）／岩木総合支所
民生課（☎82-1628）／相馬総合支所民生課（☎
84-2113）
※令和３年度の固定資産税・都市計画税の納税通
知書は５月上旬に送付する予定です。

資産税課からの
お知らせです 土地・家屋の価格等の縦覧および閲覧

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため実
施している国保傷病手当金の支給対象期間を、令
和4年 3月 31日まで延長します。
▼対象者　国民健康保険加入者のうち、被用者と
して報酬を得ている人で、新型コロナウイルス感
染症に感染、または発熱等の感染の疑いがあり勤
務できないことによって、給与の全部または一部
が支払われなかった人

▼支給対象期間　令和 2年 1月 1日～令和 4年
3月 31日で、仕事ができなくなった日の４日目
以後の期間
※入院が継続している場合、最長１年６カ月間。
▼支給額　直近３カ月の給与収入合計／就労日数×
３分の２×支給対象日数（日額の上限額３万887円）
■問い合わせ先　国保年金課国保給付係（☎
40-7047）

対象の人は
確認を 国民健康保険傷病手当金の支給対象期間を延長

　家計改善支援事業として行う家計に関する相
談、家計管理に関する指導などに従事する会計年
度任用職員を募集します。
▼募集人員　１人
▼雇用期間　５月１日～令和４年３月 31日（更
新あり）
▼勤務時間　午前8時30分～午後５時のうち実
働７時間（週35時間）
▼勤務場所　就労自立支援室（駅前町、ヒロロ３階）
▼休日　土・日曜日、 祝日、年末年始
▼応募条件　パソコン（ワード・エクセル）の一
般操作ができ、普通自動車運転免許を取得してい
る人。ファイナンシャルプランナーの資格などを

有していればなお可。家計改善支援に関する知識・
経験がなくても応募可能ですが、業務に関する知
識を得ようとする積極的な姿勢が求められます。
▼申し込み方法　４月12日（月）の午後５時（必
着）までに、市販の履歴書に必要事項を記入し、 
郵送または持参を（受け付けは平日の午前８時 
30分～午後５時）。
※募集要項は就労自立支援室で配布しているほ
か、市ホームページにも掲載しています。
▼その他　令和３年度の予算成立状況によって、
募集中止や採用取りやめとなる場合があります。
■問い合わせ・提出先　就労自立支援室（〒036-
8003、駅前町９の20、ヒロロ３階、☎36-3776）

あなたの力を
市政のために 家計改善支援員（会計年度任用職員）募集

抽選で景品を
プレゼント 水道料金等口座振替キャンペーン

　水道料金・下水道使用料などの支払いについて、
新規で口座振替の申し込みをすると、抽選で景品
が当たるキャンペーンを実施します。
　口座振替は、毎月の振替日（請求月の翌月 26
日〈土・日曜日、祝日のときはその翌営業日〉）に、
自動的に指定の口座から引き落としになり、納め
忘れがなく便利な制度です。ぜひこの機会にお申
し込みください。
▼キャンペーン期間　3月 15 日（月）～ 5月
10日（月）
▼対象　キャンペーン期間中、新規で水道料金・
下水道使用料などの口座振替の申し込みをした人
（現在利用中の口座を変更した人、期間中に口座
振替をやめた人、納期限を過ぎている水道料金な
どに未納がある人、新規申し込み後に振替不能と
なった人などを除く）

▼当選人数　100人
▼当選景品　弘前市特産品
詰め合わせ（3,000円相当）
▼申し込み方法　預貯金通
帳、届出印鑑、水道使用量のお知らせまたは領収
書を持参し、市内の各金融機関（農協、ゆうちょ
銀行含む）または上下水道部お客さまセンター（岩
木庁舎〈賀田１丁目〉１階・市役所１階）の各窓
口に備え付けの口座振替依頼書を記入し、お申し
込みください。
※口座振替依頼書は市ホームページからもダウン
ロードできます。
▼発表　当選者の発表は景品の発送（6月下旬）
をもってかえさせていただきます。
■問い合わせ先　上下水道部営業課（岩木庁舎、
☎55-6894）

交通規制延長のお知らせご協力を
お願いします

　現在、街路整備事業による道路拡幅に伴い、中
央弘前駅前にある土淵川に架かる境橋の架け替え
工事を行っています。
　境橋付近道路の車両片側交互通行規制を今年の
10月末までの予定としていましたが、関係機関
との協議の結果、来年３月末まで延長することに
なりました。
　工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　都市計画課事業係（☎ 40-
0735）

▼橋梁架け替え位置　

施設・設備を
更新します 弘前文化センターの休館

　弘前文化センター（文化会館・中央公民館）は
施設・設備が老朽化していることから、長寿命化
改修工事のため次のとおり全館休館します。
▼休館期間　４月１日～令和５年３月31日（予定）
※施設再開の日程などは、あらためてお知らせし
ます。休館中は施設内に立ち入りできません。

【中央公民館の事務室を移転】
　弘前文化センター休館に伴い、中央公民館事務

室は４月 21日～令和５年３月 31日（予定）の
期間、中央公民館岩木館（賀田 1丁目）に移転
します。４月１日～ 20日の間、中央公民館にご
用のある場合は、事前に電話をお願いします。な
お、移転による電話番号の変更はありません。
■問い合わせ先　工事に関すること…文化振興課
（☎ 40-7015）／中央公民館に関すること…中
央公民館（☎33-6561）
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　市内の公共施設で
市民などが無料で利
用できる「公共施設
ポケットWi-Fi」の
貸し出しを開始しま
した。利用する際は、右表の各貸出場所
にお問い合わせください。
■問い合わせ先　利用申し込みに関する
こと…各貸出場所／事業内容に関するこ
と…情報システム課情報化推進係（☎
35-1133）

インターネット
環境が便利に 公共施設でポケット Wi-Fi を貸し出します

施設名 電話番号 施設名 電話番号
サンライフ弘前 ☎ 27-2811 市民文化交流館 ☎ 35-0154

運動公園 ☎ 27-6411 総合学習センター ☎ 26-4800

市民体育館 ☎ 36-2515 中央公民館岩木館 ☎ 82-3214

岩木山総合公園 ☎ 83-2311 東目屋公民館 ☎ 86-2112

伝統産業会館 ☎ 35-3629 和徳公民館 ☎ 36-4747

市民会館 ☎ 32-3374 石川公民館 ☎ 92-3405

弘前文化センター（※）☎ 33-6571 船沢公民館 ☎ 96-2323

百石町展示館 ☎ 31-7600 新和公民館 ☎ 72-1517

※弘前文化センターは４月から休館のため３月 31日までの貸し出しとなります。

▼貸出場所

路線バスから乗り合いタクシーへの変更
～船沢・三ツ森地区～

ぜひご利用
ください

　市では、市民の皆さんの足である公共交通を維
持し、より利用しやすくなるよう、平成 28年度
から路線バスの見直しを行っています。
　それに伴い、路線バスの船沢線と三ツ森線は乗
り合いタクシーへ切り替わり、船沢地区線、三ツ
森地区線として４月１日から運行が始まります。
▼対象地域　中別所、宮舘、折笠、三ツ森、富栄、
小島、蒔苗、元薬師堂
▼運賃　片道 150 円～ 300 円（小学生は半額
／未就学児は無料）
▼乗車方法　①使いたい便を決める／②１時間前
までに北星交通（☎ 33-3333）へ予約をする／
③停留所へ行く／④停留所に来たタクシーに乗る

▼その他　時刻表や停留所の一覧は地域交通
課（市役所３階）、北星交通（茂森新町 4 丁
目）で配布しているほか、北星交通ホームペー
ジ（http://www.hokuseikotsu.co.jp/php/
omnibus.php）で確認できます／対象地域の町
会以外の人も利用できます／時刻表や停留所はあ
らかじめ決められており、いつでもどこへでも行
けるわけではありません。
■問い合わせ先　予約、乗り合いタクシーに関す
ること…北星交通（☎ 33-3333）／路線バスに
関すること…弘南バス弘前バスターミナル（☎
36-5061）／その他のこと…地域交通課（☎
35-1124）

　自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、
町会などのコミュニティ組織が主体となって実施する地域活
動に対し、各種助成金を交付しています。
　本年度の「一般コミュニティ助成事業」では、小比内あす
なろ町会の追加申請が採択され、宝くじの助成金で除雪機や
テントなどがコミュニティ活動備品として整備されました。
■問い合わせ先　市民協働課（☎40-0384）

小比内あすなろ町会に
除雪機などが整備されました

コミュニティ

助成事業を活用

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

　３月は卒業・引っ越しなどの
生活の変化により、こころの余
裕もなくなりがち。そんな今、
あなたと身近な人の「こころの
つながり」が大切になります。
健康増進課では、さまざまなラ
イフイベントを通じてこころの
つながりを意識するこの時期
に、こころの健康づくりのメッ
セージを展示しています。
▼日程と場所　3月 17日（水）
までの午前９時 30分～午後７
時（土・日曜日は午後５時まで）
…市立図書館（下白銀町）／３
月 19 日（金）～ 31 日（水）
の午前 10時～午後６時…こど
も絵本の森（駅前町、ヒロロ３
階）
▼テーマ　「cocoro（こころ）

こころの健康づくりに
関する展示会

のディスタンス
０ｍ」…マス
ク着用や物理的
距離が当たり前
になっています
が、あなたと誰かにこころの距
離はありません。
▼展示内容　①市民による「あ
なたに届けたい元気が出る曲」
が書かれたさくらの木のポスタ
ー展示／②こころの健康づくり
に関するポスター展示（健康増
進課によるこころの健康づくり
の活動紹介）／③こころの健康
づくりに関連するリーフレット
や書籍等の展示
■■問問健康増進課（☎37-3750）

　青森県漆器協同組合連合会が
実施する後継者育成研修事業の
成果発表会を開催します。

▼とき　３月 19 日（金）～
21 日（日）の午前 10 時～午
後 4時

津軽塗後継者育成研修事業
修了作品展・成果発表会

※最終日は午後３時まで。
▼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
▼内容　後継者育成研修事業の
研修生が製作した作品の展示、
津軽塗製作工程の解説およびパ
ネル展示
※一部作品の販売も行います。
▼入場料　無料
■■問問青森県漆器協同組合連合会事
務局（☎35-3629）

【函館からの海峡の風「丹波焼
の世界」展】
　日本の六古窯の一つである丹
波焼は 1000 年以上の歴史が
あり、現在でも 70以上の窯元
があります。現代に合わせた生
活に身近な陶器をぜひご覧くだ
さい。丹波地方のお菓子やお茶
などの物産も販売します。
▼とき　３月 25 日（木）～
31 日（水）の午前 10 時～午
後４時
※最終日は午後３時まで。
▼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
■■問問はこだて工芸舎（☎ 0138-
22-7706）

まちなかクラフト村特別企画

　市が実施する「ひろさきローカルベンチャー育成事業」は、
都市部の人材によるローカルベンチャー（地方での起業）を支
援しています。この事業で取り組んでいる地域資源を活用した
さまざまな起業プロジェクトを紹介します。
〇放送日　３月20日（土・祝）、午前11時30分～11時45分
〇放送局　青森朝日放送（ABA）

市のテレビ番組『元気！弘前』

H
ヒ　ロ　サ　キ
IROSAKI　O

オ　ラ　ン　ド
RANDO

～地域資源を活用した起業プロジェクト～～地域資源を活用した起業プロジェクト～
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※イベントの詳細はヒロロスク
エアホームページ（https://
www.hirorosquare.jp）をご
覧ください。
■■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、 ■■ＦＦ 35-0187、
午前 8時 30分～午後 9時）

　弘前に住む
人の日常や、
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」と思える弘前の魅力
を発信する「弘前ぐらし市民編
集部ライター」が、令和２年度
の活動報告会を開催します。
▼とき　３月27日（土）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール

市民ライター活動報告会

▼定員　約20人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 25 日
（木）までに、電話またはＥメ
ール（住所・氏名・生年月日・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問企画課人口減少対策担当（☎
40-7121、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　キッズアストレは、子どもた
ちが日常的に運動する習慣を身
に付け、楽しみながらさまざま
な動きを身に付けるプログラム
です。運動が好きな子も苦手な
子も大集合！
▼とき　３月 28 日（日）、午
前10時 30分～ 11時 30分
▼ところ　サッパドゥ（高田４
丁目）
▼内容　バランスディスク（円

ブランデュー
キッズアストレ体験会

盤状のボード）やラダー（はし
ご状の器具）などを取り入れた
運動神経を伸ばすコーディネー
ショントレーニングで、敏しょ
う性やバランス感覚を養いま
す。
※動きやすい服装で参加してく
ださい。
▼講師　齋藤大地さん（ブラン
デュー弘前 FCフィジカルトレ
ーナー）
▼対象　小学校低学年＝ 20人
（先着順）
▼参加料　500円
▼申し込み方法　
右記QRコードか
ら申し込むか、電
話で申し込みを。
詳しくはブランデ
ュー弘前ホームページをご覧く
ださい。
■■問問ブランデュー弘前（弘前 Jス
ポーツプロジェクト内、齋藤
さ ん、 ☎ 090-7339-3435
〈午前 9 時～午後 6 時〉、■■ＥＥ
d.saito1212@gmail.com）

　４月から１年間の受講者を募
集します。
○城西老人福祉センター（城西
４丁目）

▼対象　おおむね 65歳以上の
市民
▼受講料　無料（一部の教室は
教材費が必要）
▼申し込み方法　３月 27 日
（土）までに、直接来所して申

生きがい教室

　『弘前』をテーマにしたオリ
ジナルのトリックアート。面白
い床穴や巨大なトリックアート
など、４点の作品を展示します。
どなたでも自由に体験・撮影が
できますので、ぜひ不思議なト
リックアートの世界をお楽しみ
ください。

▼ と き　3 月 13 日（土）～
28 日（日）の午前 8時 30 分
～午後 9時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階コミュニケーションゾーン
▼参加料　無料

ヒロロ de トリックアート
～不思議で楽しい、大人も子
どもも楽しめる～

  

  

休日在宅当番
▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻いんこう科・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
ホームページや休日在宅当番医
に電話でご確認ください。

内　科
４／４ 場崎クリニック
（代官町）

☎38-6600

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

25 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
４／４ 成田眼科クリニ

ック（森町）
☎35-5155

18 なんば耳鼻咽喉科
（高田５）

☎55-8749

29 伊藤眼科
（南大町２）

☎36-6105

歯　科
４／４ 川村歯科医院
（野田１）

☎32-4073

11 野村歯科医院
（西川岸町）

☎32-8695

18 ほくおう・歯科医
院（北横町）

☎33-4618

25 大町歯科医院
（大町３）

☎31-7275

29 城西歯科クリニッ
ク（五十石町）

☎33-6680

内科・外科・小児科の当番
病院紹介のお問い合わせは、
☎ 32-3999（医療機関紹介電
話）へお電話ください。

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,389人
 　男  　  77,073人 　男  　  77,073人
 　女 　女 　    　   91,316人91,316人

令和３年２月１日現在（推計）令和３年２月１日現在（推計）
・世帯数  72,253世帯　・世帯数  72,253世帯　

（-146）（-146）
（-61）（-61）
（-85）（-85）
（-11）（-11）

●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

し込みを。電話での申し込みは
できません。
■■問問城西老人福祉センター（☎
38-0858、月曜日と祝日の翌
日は休み）
○老人福祉センター瑞風園（高
杉字神原）

▼対象　おおむね 65歳以上の
市民
▼受講料　無料
▼申し込み方法　３月 20 日
（土・祝）までに、直接来所し
て申し込みを。電話での申し込
みはできません。
■■問問老人福祉センター瑞風園（☎
95-3535、月曜日と祝日の翌
日は休み）

▼とき　４月６日（火）・20
日（火）、午後２時～３時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　初心者や高齢者にも優
しいヨガ
▼講師　ヨガスタジオ「リライ
ト」ヨガインストラクター
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
※事前の申し込みが必要
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物
※動きやすい服装で参加を。
▼申し込み方法
　６日開催分は
３月20日（土・
祝）から、20
日開催分は４月
３日（土）から受け付け開始。
温水プール石川へ電話で申し込
みを。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

ゆったりヨガ教室

 教室・講座

教室名 主な活動日程 定員

健康体操
教室

毎月第１～第３土曜日
午後１時30分～２
時30分

16人

絵画教室 毎月第２・４火曜日午後１時～３時 11人

教室名 主な活動日程 定員
健康
づくり
体操教室

毎月第１・３火曜日
午後２時～３時 25人

　「東北に千空あり」とうたわれた俳人・成田千空（せんく
う）。俳句界最高の業績をたたえる大賞である蛇笏（だこつ）
賞を受賞し、中村草田男創刊の俳誌『萬緑』の選者・代表
を務めるなど、俳壇に確かな足跡を残しました。その生涯
と作品の魅力に迫り、併せて太宰治、寺山修司、中村草田男、
金子兜太との忘れえぬ「出会い」についても紹介します。

▼とき　４月１日（木）～令和４年３月 21日（月・祝）
の午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
▼ところ　郷土文学館（下白銀町）
▼入館料　高校生以上＝100円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、
市内外の障がい者、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。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

郷土文学館　第45回企画展

「生誕 100 年　成田千空展」
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▼とき　４月９日（金）～８月
31 日（火）の全 16 回（各教
室共通）
▼教室・曜日・時間

【入門】　①月曜日の午前 10時
～ 11時 30分／②金曜日の午
後７時～８時 30分／③土曜日
の午後７時20分～８時 50分

【初級】　④火曜日の午後１時
30分～３時／⑤金曜日の午後
７時 10分～８時 40分／⑥土
曜日の午後５時 50 分～７時
20分

【中級】　⑦月曜日の午前 10時
～ 11時 30分／⑧火曜日の午
前 10 時～ 11 時 30 分／⑨金
曜日の午後７時 10 分～８時
40 分／⑩土曜日の午後４時
20分～５時 50分
▼ところ　①・②・④・⑤・⑦・
⑧・⑨＝ヒロロ（駅前町）３階
多世代交流室／③・⑥・⑩＝南
富田町体育センター
▼講師　羅瀾（ララン）さん、

ニーハオ中国語教室
ほか
▼定員　各教室10人
※申し込み人数が少ない教室は
開催しないこともあります。
▼受講料　１万 2,000 円（別
途テキスト代として 1,400 円
～ 2,300 円が必要）
▼申し込み方法　３月 15 日
（月）から４月上旬までに、電
話かEメールで申し込みを。
■■問問ニーハオサークル（松江さん、
☎080 - 5 7 4 8 - 4 8 8 4、■■ＥＥ
motomuma@ybb.ne.jp）

　科学実験や図画・工作、見学
などを通して、子どもたちの夢
と創造性を育てます。
▼とき　４月 18日（日）～令
和４年２月 27日（日）の指定
の土・日曜日（年間 20 回）、
午前９時30分～ 11時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）科学研修室
▼対象　市内の小学校３年生～
中学生＝36人

少年・少女発明クラブ

▼参加料　年間 4,000 円（材
料費・保険料として）
▼申し込み方法　４月２日（金・
必着）までに、はがき（住所・
氏名・電話番号・学校名を記入）
で申し込みを。
■■問問少年少女発明クラブ事務局
（福田さん、〒036-8155、中
野 ２ 丁 目 14 の ３、 ☎ 32-
1667）

▼とき　４月６日～５月 25日
の毎週火曜日、午後１時 30分
～２時 30分
▼ところ　市民体育館（五十石
町）
▼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
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市民＝10人
▼参加料　無料

チェア体操教室

▼とき　４月７日～６月 16日
の毎週水曜日（ただし５月５日、
６月９日を除く）、午後１時
30分～２時 30分
▼ところ　市民体育館（五十石
町）フィットネスルーム
▼内容　ストレッチ体操と簡単
な筋トレ、脳トレの紹介
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市民＝10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 26 日
（金・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問 金属町体育センター（〒
036-8245、金属町１の９、
☎87-2482）

▼とき　４月８日～５月６日の
毎週月・木曜日、午後４時 30
分～６時
▼ところ　市民体育館（五十石
町）
▼内容　走る・跳ぶなどの全身
運動、音楽に合わせてのジャン
プトレーニングなど
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市内の小学生＝ 30人
程度
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 29 日

ゆったり体力 UP
ストレッチ教室

かけっこ教室
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▼申し込み方法　３月 29 日
（月・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問河西体育センター（〒 036-
8316、石渡１丁目 19 の１、
☎ 38-3200）

▼とき　４月７日
～ 28日の毎週水
曜日、午前 10時
30分～11時 30
分
▼ところ　市民体
育館フィットネスルーム
▼内容　簡単なストレッチ体
操、筋トレなど
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市民＝10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 25 日
（木・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問市民体育館（〒036-8362、
五十石町７、☎36-2515）

ストレッチ体操教室

（月・必着）までに、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・教室名を記入の上、
郵送してください。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問河西体育センター（〒 036-
8316、石渡１丁目 19 の１、
☎ 38-3200）

▼とき　①４月８日～５月６日
の毎週木曜日（ただし４月 29
日を除く）、②４月９日～５月
７日の毎週金曜日、ともに午後
１時30分～２時 30分
▼ところ　市民体育館フィット
ネスルーム
▼内容　ストレッチ体操および
簡単な筋力トレーニング、脳ト
レ
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市民＝各回10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 25 日
（木・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名・希望コースを記入の上、
郵送してください。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問市民体育館（〒036-8362、
五十石町７、☎36-2515）

体力づくり教室

▼とき　４月22日（木）
　　　　午前９時30分～午後３時
▼ところ　弘前地区環境整備センタープラザ棟
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　中学生以上＝10人
▼参加料　無料
▼持ち物　使い古しのタオル４枚（およそ 35
㎝× 80㎝のフェイスタオル程度の大きさで、
色付きタオルが望ましい）・裁ちばさみ・昼食・
飲み物
※作業しやすく汚れても
いい服装で参加を。
▼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

 スポーツ

記入の上、４月９日（金・
必着）までに郵送を。
※往復はがき１枚につ
き２人まで応募できま
す。応募多数の場合は
抽選で決定し、４月 16
日（金）までに抽選結
果をお知らせします。詳
細はプラザ棟ホームペ
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（〒
036-8314、 町 田 字 筒 井 6 の 2、 ☎ 36-
3388、受け付けは午前９時～午後４時、月曜
日は休み）

  

布ぞうり作り教室プラザ棟の

催し タオルや手ぬぐいを
使って作ってみよう♪
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※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問 金属町体育センター（〒
036-8245、金属町１の９、
☎87-2482）

▼とき　４月 15 日～７月 22
日の毎週木曜日（ただし４月
29 日、５月６日を除く）、午
前10時～正午
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）周辺ほか市内
▼内容　ウオーキングの正しい
歩き方や姿勢についてアドバイ
ス
▼対象　市民＝10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 26 日
（金・必着）までに、往復はが

楽しく散策ウォーク

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
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▼とき　４月９日～６月 25日
の毎週金曜日、午前 10 時 30
分～正午
▼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
や、ラージボール卓球などの軽
スポーツの紹介
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市民＝15人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 26 日
（金・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。

気軽にスポーツ体験教室
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人
同士での参加
ははがき１枚
で応募可。申
し込み多数の
場合は抽選で決定。飲み物、汗
拭きタオルを持参し、運動ので
きる服装で参加を。各自傷害保
険に加入を。詳しい持ち物は問
い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問 金属町体育センター（〒
036-8245、金属町１の９、
☎87-2482）

　公共下水道の処理区域が、４
月１日から広がります。

下水道の処理区域が
広がります

▼対象　大沢字西前田、大沢字
東前田の各一部
　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。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（岩木庁舎、☎55-6895）

　松くい虫被害は、マツノマダ
ラカミキリという昆虫によって
運ばれるマツノザイセンチュウ
という小さな線虫がマツの木に
侵入することでマツが枯れる伝
染病で、県内では深浦町と南部
町で被害が発生しています。
　また、ナラ枯れ被害は、カシ
ノナガキクイムシという昆虫が
運ぶナラ菌によってミズナラや
カシワなどのナラ類が枯れる伝
染病で、県内では弘前市、西目
屋村、五所川原市、つがる市、
鯵ヶ沢町、深浦町、中泊町の７
市町村で被害が発生していま
す。
　これらの被害が県内各地で発
生するようになると、農林水産
業をはじめとする産業・経済の
ほか、自然景観などに大きな影
響を与えます。そのため、次の
３点についてご協力をお願いし
ます。
▼注意点
①伐採の時期
　マツノマダラカミキリとカシ
ノナガキクイムシは、マツとナ
ラ類を伐採した際に発生する臭
いに集まる習性があるため、こ
れらの昆虫の活動期（６月～９
月）には、マツとナラ類を伐採
しないようにしましょう。

松くい虫被害およびナラ枯れ
被害の予防について

②県内産の丸太・苗木の利用
　マツ丸太やマツ苗木、ナラ丸
太を他県から持ち込むと、県内
に松くい虫被害やナラ枯れ被害
を呼び込む可能性があるため、
県内産のものを利用しましょ
う。
③枯れたものは早めに除去
　葉が黄色に変色したり、枯れ
たりしたマツやナラ類を早い段
階で取り除きましょう。
　自宅の庭木や街
路樹、山林など、
身の回りで枯れて
いる、または枯れ
かかっているマツ
やナラ類を見つけ
たら、農村整備課、中南地域県
民局林業振興課、弘前地方森林
組合までお知らせください。
■■問問農村整備課（☎40-2015）

　弘前大学
の学生が企
画、実施す
る子どもの
ための遊び
のイベントです。学校や年齢の
異なる子どもたちと協力し合い
ながら、楽しく遊びましょう。
▼日程・場所・内容
①５月８日、総合学習センター
（末広４丁目）多目的ホール…
はじめまして会
②６月 12日、総合学習センタ
ー多目的ホール…運動会
③７月 10日、総合学習センタ
ー多目的ホールおよび城東公園
…ウォークラリー
④ 10月９日、弘前公園ピクニ
ック広場…かけっこ大会
⑤ 12月 11 日、総合学習セン
ター多目的ホールおよび城東公
園…キッズ☆パーティー
⑥令和４年２月 19日、総合学
習センター多目的ホールおよび

キッズ☆ワールド会員募集

城東公園…お楽しみ会
※いずれも土曜日の午後１時～
４時。
▼対象　令和３年度に市内の小
学校に在籍または市内に住所を
有する児童＝30人
※応募多数の場合は抽選。
▼会費　年額500円
■■問問４月 20日（火・必着）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〉・
電話番号・学校名・学年・保護
者氏名を記入）で、中央公民館
「キッズワールド係」（〒 036-
8356、下白銀町 19 の 4、☎
33-6561、■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

　さくらまつり
期間中、車いす
利用者の介助や
車いすの貸し出
しを手伝ってく
れるボランティ
アを募集します。
また、歩行に不安がある人は、
車いす応援隊が弘前公園でお待
ちしています。ぜひご利用くだ
さい。
▼活動日時　まつり期間中の午
前９時～午後４時で、午前の部・
午後の部・全日のいずれかを選
択
▼活動場所　弘前公園内
▼募集対象　大学生以上の市民
▼打ち合わせ会　４月 10 日
（土）の午前９時 30 分から、
弘前市社会福祉センター２階大
会議室（宮園２丁目）で行いま
す。
■■問問４月６日（火）までに、弘前
市ボランティアセンター（弘前
市社会福祉協議会内、☎ 33-
2039）へ。

車いす応援隊
ボランティア募集

　新型コロナウイルス感染症の影響により休
業を命じられたものの、事業主から休業手当
を受けることができなかった労働者に対し、
国から支援金・給付金が支給されます。正規
雇用のみならず、シフト制労働の時間短縮・
日数減少や書類作成に事業主の協力が得られ
ない場合も申請することができます。
▼支給金額　休業前の１日当たりの平均賃金
×80％×｛（各月の休業期間の日数）－（「就
労等した日数」＋「労働者の事情で休んだ日
数」）｝
▼申請期限　①令和２年 10月から 12月の

    

 その他

新型コロナウイルス感染症対応新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金・給付金休業支援金・給付金をご活用ください

休業…令和３年３月 31日（水）、②令和３
年１月から緊急事態宣言が全国で解除された
月の翌月末までの休業…対象期間の末日の属
する月の３カ月後の末日
▼申請方法　郵送またはオンライン
※詳しくは、ホームページで確認するかお問
い合わせください。
■■問問新型コロナウイルス感染症対
応休業支援金・給付金コールセ
ンター（☎ 0120-221-276、
■■ＨＨ https://www.mhlw.go.jp/
stf/kyugyoshienkin.html）
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16日（金）
▼ところ　各法律事務所
※事前の電話予約が必要です。
「遺言相談希望」とお伝えくだ
さい。
▼予約受付期間　４月１日（木）
～９日（金）の平日、午前９時
～午後５時
※申し込み受け付け後、日程調
整の上、担当弁護士の法律事務
所で相談に応じます。
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

　15歳～ 44歳の人を対象に、
仕事に関する相談や情報収集、
各種セミナー等のサービスを提
供しています。ハローワーク弘
前も併設されており、若者の就
職活動を支援しています。
▼主なサービス
①キャリアカウンセラーによる
相談
②パソコンでの応募書類の作
成・印刷
③職業適性診断
④就職支援セミナー
⑤インターネットや参考図書の
閲覧等による情報収集
▼ハローワークのサービス
①求人情報の検索・閲覧
②職業相談・職業紹介
▼利用料　無料
■■問問ジョブカフェあおもりサテラ
イトスポット弘前（駅前町、ヒ
ロロ３階、弘前就労支援センタ
ー 併 設、 ☎ 32-8033、 ■■ＨＨ
h t t p : / /www. j o b ca f e -
aomori.jp/）

ジョブカフェあおもり
サテライトスポット弘前

　県営住宅では、常時募集と定
期募集を行っています。

【常時募集】
▼対象団地　小沢（中層）団地・
浜の町団地・宮園団地

【定期募集】
　偶数月の１日～ 10日の期間
で募集（土・日曜日、祝日を除
く）
▼対象団地　城西団地・小沢（低
層）団地・城東団地・宮園第二
団地・宮園第三団地・茂森団地
～共通事項～
　申し込み方法や入居資格など
の詳細についてはお問い合わせ
ください。
　また青森県ホームページでも
確認できます。
■■問問県営住宅弘前管理事務所（豊
産管理内、清野袋１丁目 11の
７、☎ 31-3323〈午前８時
30 分～午後５時 15 分〉、■■ＨＨ
http://www.housan.co.jp）

　相続や遺言、日常生活での困
りごとや法律上の悩みについ
て、司法書士が電話相談に応じ
ます。
▼とき　３月27日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▼相談受け付け　☎017-752-
0440
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

　遺言の作成・相続に際しての
トラブルなど、遺言・相続に関
する無料法律相談会を実施しま
す。
▼とき　４月 12 日（月）～

県営住宅の入居者募集

司法書士無料法律相談会

令和３年度「遺言の日」
無料法律相談会

【一般幹部候補生（大卒程度試
験・院卒者試験）】
▼受験資格　大卒…22歳以上
26歳未満の人、20歳以上 22
歳未満の人は大卒（見込み含
む）、修士課程修了者等（見込
み含む）は 28歳未満の人／院
卒…20 歳以上 28 歳未満で修
士課程修了者等（見込み含む）

【幹部候補生（歯科・薬剤科試
験）】
▼受験資格　専門の大卒（見込
み含む）で、歯科は 20歳以上
30 歳未満、薬剤科は 20 歳以
上 28歳未満
～共通事項～
▼受付期間　第１回試験受け付
け…４月 28日（水）まで／第
２回試験受け付け…６月 18日
（金）まで
※ただし飛行要員は除く。
▼試験日　第１回試験日＝５月
８日（土）・９日（日）、ただし
幹部候補生は５月８日のみ／第
２回試験日＝６月26日（土）

【一般曹候補生（男・女）】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満
▼受付期間　５月 11 日（火）
まで
▼試験日　５月 21日（金）～
30日（日）のいずれか指定す
る１日

【予備自衛官補（一般・技能）】
▼受験資格　一般＝ 18歳以上
34 歳未満、技能＝ 18 歳以上
55歳未満の国家免許保有者
▼受付期間　４月９日（金）ま
で
▼試験日　４月 17日（土）～
21日（水）のいずれか指定す
る１日
※詳しくは問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

自衛官募集

　仙台国税局では、バイタリテ
ィーあふれる国税専門官を募集
しています。
　国税専門官は、国の財政を支
える重要な仕事を担い、税務署
等において、調査・徴収・検査
や指導などを行う税務のスペシ
ャリストです。申し込みはイン
ターネットで行ってください。
▼受験資格　平成３年４月２日
から平成 12年４月１日生まれ
の人／平成 12年４月２日以降
生まれの人で次に掲げる人
（１）大学を卒業した人および
令和４年３月までに大学を卒業
する見込みの人
（２）人事院が（１）に掲げる
人と同等の資格があると認める

国家公務員「国税専門官採用
試験」（大学卒業程度）

人
▼受験申込受付期間　３月 26
日（金）～４月７日（水）
▼第一次試験日　６月６日（日）
■■問問仙台国税局人事第二課試験研
修係（☎022-263-1111〈内
線 3236〉）／人事院東北事務
局（ ☎ 022-221-2022） ／
国家公務員試験採用情報NAVI
（■■ＨＨ https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html）

　人事院では、国家公務員採用
総合職試験（院卒者試験・大卒
程度試験）および一般職試験（大
卒程度試験・高卒者試験）を実
施します。申し込みはインター
ネットで行ってください。

【総合職試験（院卒者試験・大
卒程度試験）】

国家公務員採用試験

▼申込受付期間　３月 26 日
（金）、午前９時～４月５日（月）
▼第一次試験日　４月 25 日
（日）
【一般職試験（大卒程度試験）】
▼ 申 込 受 付 期 間　４月２日
（金）、午前９時～４月14日（水）
▼第一次試験日　６月 13 日
（日）
【一般職試験（高卒者試験）】
▼申込受付期間　６月 21 日
（月）、午前９時～６月30日（水）
▼第一次試験日　９月５日（日）
～共通事項～
　申し込み方法や受験資格など
の詳しい内容については、人事
院ホームページで確認するか、
お問い合わせください。
■■問問人事院東北事務局第二課試験
係（ ☎ 022-221-2022、 ■■ＨＨ
https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html）

　自転車は駐輪場、原付バイクはバイク置き場に止め
ましょう。放置された自転車や原付バイクは、保管場
所で預かっています。

▼保管・返還場所　弘前駅中央口駐輪場
▼返還日時　駐輪場営業日の午前７時～午
後８時
▼返還に必要なもの　①撤去保管費用…自
転車 2,090 円、原付バイク 3,140 円／②
引き取りに来る人の身分を確認できるもの
（免許証・学生証・健康保険証）／③自転車、
原付バイクの鍵／④印鑑
■■問問地域交通課（☎ 35-1102）／弘前駅中
央口駐輪場（保管・返還場所、☎ 33-
3677）

ＪＲ弘前駅中央口周辺はＪＲ弘前駅中央口周辺は
自転車や原付バイクの自転車や原付バイクの
放置禁止区域放置禁止区域ですです

ご協力を
お願いします♪



弘前市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

☎ 0 1 2 0 - 5
コ ロ ナ

6 7 - 7
な し

4 5
ゴー

■
接種！

▼受付時間
月～金曜日…午前９時～午後８時／土曜日
…休み／日曜日・祝日…午前９時～午後５時
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新生活は通勤・通学定期がおすすめ！

　４月から就職や進学などで始まる
新生活は、さらに広い社会へ新たな
一歩を踏み出すことになり、新しい
発見があるかもしれません。これ
までの自転車や徒歩での移動に加え
て、路線バスや電車など公共交通の
定期券を利用した通勤・通学はいか
がでしょうか。

【公共交通を利用して通うメリット】
①定期券は割引額が大きくお得
　路線バスや電車などの定期券は種類が豊富
で、通学定期だと通常運賃からの割引率が約
40%～ 70%とお得です。
②交通事故のリスクが減る
　自動車は交通事故のリスクが最も高い乗り物
です。一方で、バスや電車はプロの運転手が細
心の注意を払って運行しているので、事故のリ
スクが格段に低くなります。
③社会性が育まれる
　公共交通を利用すると、たくさんの人と同じ
空間を共有することになります。マナーや思い
やりが不可欠で、日常的に社会性を育む機会が

得られます。
【スマートフォン向けアプリ「あおもりナビ」
を活用しませんか】
　公共交通を使いたいけど、どのバスや電車に
乗ればいいか分からない…。そんな疑問を簡単
に解決してくれる青森県観光・交通案内ナビゲー
ションアプリ「あおもりナビ」を紹介します。
　「あおもりナビ」は、バスと電車を組み合わ
せたルート検索、乗り換え情報、所要時間、料
金などの交通案内だけでなく、イベント情報や
施設情報も調べることができます。画面の地図
上で経路が分かり、簡単に操作できますので、
ぜひお試しください。

※アプリは無料ですが、通信費は利用者の負担
となります。
■問い合わせ先　路線バスに関すること…弘前
バスターミナル（☎ 36-5061）／鉄道に関す
ること…弘南鉄道（☎ 44-3136）・JR弘前駅
総合電話案内サービス（☎ 32-1354）／その
他…地域交通課（☎35-1124）

公共交通利用のススメ

　市では、市民の皆さんが安心して新型コロナウイルスワクチン接種を
受けられるよう、市内の医療機関での個別接種を主として準備を進める
とともに、集団接種についても検討中です（令和３年２月22日現在の
時点で87の市内医療機関と調整しています）。
　準備ができ次第、接種順位に従ってご案内しますので、お待ちください。

【接種券の発送について】
　３月 24日（水）以降に、65歳以上の人
に向けて、新型コロナウイルスワクチン接種
に必要な接種券を発送します。
　後日、ワクチン接種ができる医療機関や予
約方法、予約開始時期などを個別に文書でお
知らせしますので、接種を受けるまで大事に
保管してください。

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

３月 24 日（水）から開設

フ リ ー ダ イ ヤ ル

■問い合わせ先　新型コロナ
ウイルスワクチン接種対策室
（☎38-3190） 


