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　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　８月22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
■■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〉）

　９月５日（日）に開催を予定
していた「堀越城秋まつり」は、
新型コロナウイルス感染症の影
響を考慮して開催中止となりま
した。
　楽しみにしていた皆さんには
申し訳ありませんが、来訪者の
安全確保のため、ご理解くださ
いますようお願いします。
■■問問文化財課（☎82-1642）

　国の重要文化財である弘前城
二の丸南門および三の丸追手門
の修理工事を行います。２つの
城門の工事内容は、大地震発生
時に城門の倒壊を防ぐための耐
震化や、銅瓦葺（どうかわらぶ

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

「堀越城秋まつり」の
開催中止について

弘前公園城門修理工事の
お知らせ

き）屋根のふき替えなど、ほぼ
同じです。
　今年の９月から仮設足場の設
置工事を開始し、各修理を経て
令和４年 12月に完成する予定
です。工事中も城門の通行は可
能ですが、状況によっては一時
的な通行制限なども想定されま
すので、皆さんのご協力をお願
いします。
■■問問公園緑地課（☎33-8739）

　市税等の納付が一時的に困難
な場合に猶予制度を受けられる
場合があります。受けられる猶
予制度や申請手続きは、個別の
事情により異なりますので、ま
ずは収納課にご相談ください。
■■問問収納課 (市役所２階、☎40-
7032／ 40-7033)

　「人・街を守る」社会に必要
とされる国家資格試験にチャレ
ンジしませんか。
【危険物取扱者試験】
▼とき　11 月６日（土）・21
日（日）
▼ところ　弘前東高等学校（川
先４丁目）
▼種類　甲種（受験資格必要）
／乙種（第１類～６類）／丙種
▼受験料　甲種＝ 6,600 円／
乙 種 ＝ 4,600 円 ／ 丙 種 ＝
3,700円
▼受験願書配付先　弘前消防本
部（本町）予防課、最寄りの消
防署・分署
▼受付期間　９月 17 日（金）
～10月４日（月）
※電子申請は９月 14 日（火）
～ 10月１日（金）／消防試験
研究センターホームページ
（https://www.shoubo-

市税等の猶予制度

危険物取扱者試験・
事前講習会

shiken.or.jp）で電子申請がで
きます。
【事前講習会】
▼とき　10 月７日（木）・８
日（金）の午前９時 30分～午
後４時30分（２日間）
▼ところ　宮川交流センター内
研修室（堅田２丁目）
▼対象　乙種第４類の受験者の
うち受講を希望する人
▼受講料・テキスト代　受講料
＝ 4,500 円（弘前地区消防防
災協会加入事業所は 2,000
円）、テキスト代＝1,800円（テ
キストのみの購入は不可）
※受講料等は講習１日目、会場
で徴収します。
▼申し込み方法　８月 30 日
（月）～９月 19 日（日）に弘
前消防本部予防課、最寄りの消
防署・分署へ申し込みを。
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

多重債務者が、債務を整理し
て生活再建に向かうための手助
けとして、弁護士が無料で相談
に応じます。また、多重債務以
外の消費生活に関する法律相談
にも応じます。
▼とき　８月 28 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階市民生活センター
▼対象　市民＝４人
※事前の予約が必要。
▼相談料　無料
▼持ち物　債務状況がわかる資
料など
※詳しくは問い合わせを。
▼申し込み方法　８月 17 日
（火）の午前 10 時から電話で
申し込みを。
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）

多重債務・消費生活
法律相談会

【思春期の子どもの心を考える】
　中学生や高校生といった思春
期の子どもの気持ちは分かりに
くく、保護者の悩みの種になり
ます。保護者が抱える悩みを共
有して、少し心を軽くしてみま
せんか。
▼とき　８月28日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼講師　古村健太郎さん（弘前
大学人文社会科学部准教授）
▼対象　中学生・高校生の保護
者＝30人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 25 日
（水）までに電話またはＥメー
ル（氏名・子どもの学年・電話
番号を記入）で申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

市では、中
長期的な視点
による新しい
中心市街地の
在り方を検証
します。
　その基礎資料とするため、中
心市街地の現状およびニーズに
関するアンケート調査を実施し
ます。調査票が届きましたら回
答のご協力をお願いします。
▼調査票発送　９月上旬を予定
▼対象　市民＝2,800人
▼委託事業者　東京商工リサー
チ青森支店
■■問問商工労政課商業振興係（☎
35-1135）

中高生の保護者向け
ワークショップ

新しい中心市街地の在り方
に関するアンケート調査に
ご協力をお願いします

　市が委託する専門業者が申し
込みを受けた建築物を訪問し、
アスベストが含まれた吹き付け
材の有無の調査を行います。
▼対象建築物　市内にある平成
18 年８月 31 日以前に建築さ
れた建築物（共同住宅、区分所
有建築物またはテナントビルな
どは、調査が必要な占有部分に
立ち入って調査することに、占
有者の承諾があるもの）など
※一戸建ての住宅および木造建
築物を除く。
▼対象　対象建築物の所有者、
区分所有建築物の管理組合など
▼募集棟数　50棟程度
※予算の範囲内で先着順。
▼調査費用　無料
※市が全額負担し申込者の負担
はありません。
▼申込期限　11月 30日（火）
※条件や必要書類などがありま
すので、事前に問い合わせを／
申込書は建築指導課（市役所3
階）で配布しているほか、市ホ
ームページに掲載しています。
■■問問建築指導課（☎40-7053）

　木造住宅の耐震化を促進する
ため、市が耐震診
断員を派遣し耐震
診断を行います。
▼対象住宅　市内
にある、次の①～
④の要件すべてに
該当する住宅
①昭和56年５月31日以前に
建築されたもので、昭和56年
６月１日以降に増改築がされて
いないもの（昭和56年５月31
日以前に建築された部分が既存
不適格とされたものを含む）

吹付けアスベストの
調査員を無料で派遣

木造住宅の耐震診断員を派遣

②一戸建ての専用住宅または併
用住宅で地上階数が２以下のも
の
③在来軸組構法または伝統的構
法によって建築された木造住宅
であること
④現在、居住している住宅であ
ること
▼対象者　対象住宅を所有し、
かつ、当該住宅に居住する人な
ど（法人を除く）
▼診断費用　14 万７,000 円
のうち、申込者負担として１戸
当たり１万 1,000 円（延べ面
積が200㎡以下の場合）
▼募集戸数　５戸程度（先着順）
▼募集期間　11月 30日（火）
まで
※条件等がありますので、事前
に問い合わせを／申請書および
詳細は建築指導課（市役所3階）
で配布しているほか、市ホーム
ページに掲載しています。
■■問問建築指導課（☎40-7053）

　青森地方法務
局および青森県
人権擁護委員連
合会では、「子ど
も の 人 権 110
番」強化週間中、平日だけでは
なく、土・日曜日も電話相談を
行います。
　相談は無料で、秘密は守られ
ます。ひとりで悩まず、相談し
てください。
▼とき　８月 27 日（金）・30
日（月）～９月２日（木）の午
前８時 30分～午後７時、８月
28日（土）・29 日（日）の午
前10時～午後５時
▼相談用電話番号　0120-
007-110
■■問問青森地方法務局人権擁護課
（☎017-776-9024）

「子どもの人権 110 番」
強化週間


