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市政情報Town Information

□ 弘前市内
in Hirosaki

※弘前市外の方は下記に
　居住地をご記入ください。
※if you don't live in Hirosaki,
please fill in the blanks below.

都道府県
Prefecture

市区町村
City/Ward/Town/Village

②
代表者氏名

Name of

representative of the

group

③ 電話番号
Phone number

④ 入園者数
The number of visitors

名

              弘前市りんご公園来園者　受付用紙
Application Form for Those Entering Hirosaki City Apple Park.

① 居住地
Where you live

ご協力ありがとうございます。Thank you for your cooperation.

＜来園される皆様へ＞
新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、本受付用紙への必要事項の記入をお願いいたしま
す。取得した情報は、感染経路確認及び観光統計のために使用し他の目的には使用しません。本受付用
紙は来園日から１ヶ月を経過した後に破棄いたします。また、法令等の定めにより提供を求められた場
合を除き当該個人情報を第三者に提供することは一切ございません。

<For Those Entering Hirosaki Park>
 Please fill this form to prevent the infection of COVID-19. We use the information you fill
in only for confirming the route of transmission and tourism statistics. This form will be
discarded in a proper way after a month from the day you visit HirosakiCity Apple Park. We
never provide the individual information to a third party unless otherwise required by a law.

弘前りんご花まつり

空き家・空き地の利活用事業費補助金空き家・空き地の
管理・活用を

キリトリ線

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ
【ワクチンについて】
　65歳以上の人の接種に供給さ
れるワクチンはファイザー社製ワ
クチンです。このワクチンは１つ
の容器あたり５回分の接種が可能
で、１箱で 975 回分のワクチン
が入っています。このワクチンは、１人につき
２回接種する必要があり、１回目の接種後に
20日の間隔をあけて２回目の接種を行い、１
箱で487人が接種できます。

【ワクチンの接種順位について】
　４月末までに供給されたワクチンは限られた
量であることから、感染リスクの高い老人保健

施設などから接種を開始しています。
【接種費用について】
　ワクチンを接種するための自己負担はありま
せん。「安価な料金で接種ができる」といった
勧誘など特殊詐欺には十分ご注意ください。

【接種手続きなどに関する相談】
　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（☎0120-567-745、月～金曜日の
午前９時～午後８時、日・祝日の午前９時～午後５時）
※今後、国からのワクチン供給量に伴い、ワク
チン接種の予約開始時期、予約方法、接種会場
を個別に文書でお知らせしますので、医療機関
等への問い合わせは控えてください。
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５月５日（水・祝）～９日（日）
弘前りんご花まつり弘前りんご花まつり

ー受付用紙の事前記入へのご協力をお願いしますー

こどもの日や母の日を、弘前市りんご公園でお楽しみください。

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、イベ
 ントの内容は予告なく中止または変更する場合があります。
 ※会場内での飲酒はご遠慮ください。

　期間中は、りんごのせん定枝やりんご箱を使った
工作体験、りんごの花迷路などを実施します。
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼お願い　来園の際、次のことにご協力ください。
①マスクの着用
②園内でのソーシャルディスタンスの確保
③入園時の検温（公園入り口２カ所）…検温の結果、
体温が37度 5分以上の場合、入園できませんので
ご了承ください。
④手指の消毒…公園入り口 2カ所、飲食スペース、
トイレなどに手指の消毒液を設置します。
⑤来園者受付用紙の記入（公園入り口 2カ所）…
入園受付をスムーズに行うため、事前に左記の記入
用紙に記入・切り取りの上、会場への持参をお願い
します。
■問い合わせ先　りんご課販売・発信係（☎ 40-
2354）

　空き家・空き地の利活用による移住・定住の促
進を図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空
き家の解体、動産の廃棄に対して、予算の範囲内
で補助金を交付します。
▼対象物件　Ａ . 次の条件をすべて満たす空き家
…①弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された
市内の空き家／②築25年以上の空き家／③空き
家になってから90日以上経過した空き家
Ｂ . 次の条件を満たす空き地…弘前圏域空き家・
空き地バンクに登録された市内の空き地
▼補助対象者　①空き地を購入する人／②空き家
解体後の土地を購入する人／③空き家を購入する
人／④空き家を賃借し市外から移住する人／⑤空
き家を解体する人／⑥動産を廃棄する人
※移住者および子育て世帯は、築25年未満の空
き家も補助対象になります。
▼申請期間　５月17日～令和４年２月25日（先
着順、予算額に達した時点で終了）
※交付の条件などは、事前に問い合わせを。
■問い合わせ・申請先　建築指導課（市役所３階、
☎40-0522）

　空き家・空き地をお持ちの人は、気軽にご相談ください。農地付きの空き家も登録可能です。
■問い合わせ先　弘前圏域空き家・空き地バンク協議会事務局（建築指導課内、☎40-0522）

弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件募集中！

老朽空き家等除却促進事業費補助金空き家の処分に
困っている人へ

▼対象建物　次の①～④の要件すべてに該当する
市内にある住宅として使用されていた空き家
①木造または鉄骨造
②一戸建ての住宅または床面積の過半が住宅とし
て使用されていた併用住宅（長屋･共同住宅を除く）
③不良度の評点が100点以上（柱の傾斜や屋根、
外壁の剝げなど老朽化や損傷の程度が大きいもの）
※市職員が現地調査をします。
④放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの
▼補助対象者　次の①・②のいずれにも該当する
人（営利を目的とする法人を除く）
①対象建物の所有者または相続人など
②市税等の滞納がない人
▼申請期間　５月17日～ 12月 24日（先着順、

予算額に達した時点で終了）
▼補助率・補助限度額
　除却に要する費用の
合計額の 40％に相当す
る額、または50万円の
いずれか少ない額
▼その他
　市内に本店を有する法人または市内に住所を有
する個人事業者が行う工事が対象となります。
　また、空き家を解体することで土地の固定資産
税等が増額になる場合があります。
　交付の条件など、事前に問い合わせを。
■問い合わせ・申請先　建築指導課（☎ 40-
0522）

補助対象者 補助対象経費 補助金額 備考
①空き地を
購入する人
②空き家解
体後の土地
を購入する
人

空き地の購入
費用

補助率２分の１
（限度額＝ 30
万円）

下記に該当す
る場合は限度
額にそれぞれ
10万円を上乗
せします。
◆子育て世帯
◆移住者
◆３年以上バ
ンクに登録さ
れた物件

③空き家を
購入する人

空き家の購入
費用

補助率２分の１
（限度額＝ 20
万円）

④空き家を
賃借し市外
から移住す
る人

３年間分の賃
借料

補助率２分の１
（限度額＝ 25
万円）

下記に該当す
る場合は限度
額にそれぞれ
10万円を上乗
せします。
◆子育て世帯
◆３年以上バ
ンクに登録さ
れた物件

⑤空き家を
解体する人 解体費用

補助率２分の１
（限度額＝ 50
万円）

⑥動産を廃
棄する人 動産廃棄費用

補助率２分の１
（限度額＝５万
円）




