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令和３年度弘前市顕彰
冬を快適に過ごすために

弘前城薪能　振替公演のお知らせ

華麗な花の世界

11月に開催した「弘前城菊と紅葉
まつり」で展示された花手水（はな
ちょうず）です。水面に浮かぶ花々
が人々を明るく迎えました。色彩の
小宇宙に、思わず引き込まれた一枚。

今号の表紙



令和２年度 決算の状況
会計区分 歳　入 歳　出

国民健康保険 199 億 312 万円 192 億 5,149 万円
後期高齢者医療 20 億 9,346 万円 020 億 5,788 万円
介護保険 192 億 8,500 万円 191 億 7,628 万円

特別会計
　特別会計は、保険料や使用
料など特定の収入があり、そ
の収入を支出に充てて運営し
ていく事業について、その事
業にかかるお金の流れを分か
りやすくするために、一般会
計とは分けて管理しています。
　本年度、弘前市では３つの
事業があります。

令和３年度 歳入歳出予算の執行状況
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険 197 億 4,240 万円 80 億 4,131 万円 40.7%   73 億 9,218 万円 37.4%
後期高齢者医療 21 億 2,625 万円 7 億 3,722 万円 34.7% 005 億 7,114 万円 26.9%
介護保険 198 億 521 万円 78 億 4,393 万円 39.6%   81 億 162 万円 40.9%

（令和３年９月30日現在。令和２年度か
らの繰越分を含む）

一般会計　令和３年度 歳入歳出予算の執行状況 （令和３年９月30日現在。令
和２年度からの繰越分を含む）

一時借入金残高の状況市債の状況

市有財産 （令和３年９月30日現在。
水道、下水道、病院を除く）

（令和３年９月30日現在。
水道、下水道、病院を除く） ０円

　一時借入金とは、一会計年度内に、歳計金額
が不足した場合、その不足を補うための借入金
で、当該会計年度内に償還されます。

　市債とは、市が多額の経費を要する事業を行う場合に、国などか
ら借り入れをするもので、その借入金を財源として事業を進めてい
ます。この借入金は、長期にわたり計画的に返済を行うことから、
世代間の公平化が図られます。

（令和３年９月30日現在）

土地 1,485 万 5,624㎡
　うち山林 762 万 5,000㎡
建物 69 万 5,702㎡
有価証券 2 億 3,962 万円
出資による権利 7 億 5,997 万円
債権 5,724 万円

基金

現金 95 億 8,280 万円
国債等 11 億 9,990 万円
立木 10 万 6,118㎥
土地等 6 万 4,081㎡

自動車 286 台

一般会計
798億7,084万円

494億3,397万円

企業会計

土木　　（166億3,641万円）
教育　　（122億5,907万円）
庁舎　　（  72億5,569万円）
公営住宅（  28億8,317万円）
衛生　　（  27億6,485万円）
農林水産（  17億   668万円）
市民会館（  16億9,192万円）
商工　　（  16億6,333万円）
消防　　（  13億   218万円）
総務　　（  12億3,040万円）
その他　（304億7,714万円）

下水会計（338億6,918万円）
水道会計（145億7,584万円）
病院会計（     9億8,895万円）

　弘前市の会計は、その性格により一般会計、特別会計、企業会計の３つに分
けられます。「一般会計」は基本的な行政サービスに使われるもので、市のお
金の流れの中心となるものです。また、「特別会計」は特定の収入がある事業
を行う場合に、一般会計とは分けて経理されるもので、「企業会計」は企業と
して独立した事業に関するものです。
　財政特集では、それぞれの令和 2年度の決算状況および令和 3年度の執行
状況をお知らせします（図表の数値はすべて、１万円未満を四捨五入しているた
め、合計額が合わない項目があります）。

図や表で見る
市の財政

　一般会計は、市税などの自主財源
と、地方財政の均衡を図る目的で、
その財源保障として国から交付され
る地方交付税などの依存財源で運営
され、福祉や都市基盤整備、教育な
ど、暮らしを支える基本的な行政
サービスに使われています。
　市の令和 2年度の決算は、歳入総
額が 977 億 7,983 万円、歳出総額
が 969 億 9,827 万円で、残りの 7
億 8,156 万円は令和 3年度に繰り
越しました。
　歳出は、性質別と目的別の２つの
グラフで表しています。性質別は歳
出をその性質によって分類したもの
で、支出が義務付けられている扶助
費、人件費、公債費は義務的経費と
呼ばれます。また、建設工事など資
本形成に資するものは投資的経費と
され、このような分類をすることで、
市全体での経費の構造を知ることが
できます。しかし、性質別では仕事
の内容までは分かりません。そこで、
目的別では歳出を仕事の内容（目的）
によって分類し、各部局ごとの経費
の比重を見ています。

一般会計
令和2年度  決算

歳入総額　977億7,983万円

歳出総額　969億9,827万円

特集
知っていますか？市の台所事情知っていますか？市の台所事情 問い合わせ先 財政課（☎ 35-1110）

地方交付税 24.7%
194億8,574万円
地方交付税 24.7%
194億8,574万円

自主財源
34.4%

依存財源
65.6％

その他 5.1% 
49億1,713万円
その他 5.1% 
49億1,713万円

国庫支出金 36.4%
355億6,256万円
国庫支出金 36.4%
355億6,256万円

県支出金 6.1%
60億107万円
県支出金 6.1%
60億107万円

市債 5.5%
54億1,050万円
市債 5.5%
54億1,050万円

自主財源
27.0%

依存財源
73.0％

市税 20.3％
198億685万円
市税 20.3％
198億685万円

地方交付税 19.9%
194億8,611万円
地方交付税 19.9%
194億8,611万円

繰入金 0.9%
8億9,853万円

諸収入 3.1％
29億9,774万円
使用料及び
手数料 1.0%
9億8,828万円

寄附金 0.7%
6億7,315万円

その他 0.4%
4億4,102万円

繰越金 0.6%
5億9,689万円

目的別性質別
義務的
経費
41.9%

義務的
経費
41.9%

投資的経費
6.0%
投資的経費
6.0%

その他
の経費
52.1%

その他
の経費
52.1%

農林水産業費 1.7%
16億8,731万円
農林水産業費 1.7%
16億8,731万円消防費 2.7%

26億3,625万円
消防費 2.7%
26億3,625万円 その他 0.5%

4億6,820万円
その他 0.5%
4億6,820万円

民生費 34.9%
338億5,688万円
民生費 34.9%
338億5,688万円

総務費 24.2%
235億172万円
総務費 24.2%
235億172万円

公債費 8.4%
81億8,524万円
公債費 8.4%
81億8,524万円

教育費 8.7%
84億2,843万円
教育費 8.7%
84億2,843万円

衛生費 6.3%
60億7,458万円
衛生費 6.3%
60億7,458万円

商工費 4.8%
46億2,817万円
商工費 4.8%
46億2,817万円

土木費 7.8%
75億3,149万円
土木費 7.8%
75億3,149万円

維持補修費 1.6%
15億4,006万円
維持補修費 1.6%
15億4,006万円

貸付金 1.2% 11億6,660万円貸付金 1.2% 11億6,660万円
その他 1.9% 17億8,890万円その他 1.9% 17億8,890万円

扶助費 23.9%
231億3,582万円
扶助費 23.9%
231億3,582万円

人件費 9.6%
93億337万円
人件費 9.6%
93億337万円

物件費 11.8%
114億7,114万円
物件費 11.8%
114億7,114万円

繰出金 5.7%
55億6,632万円
繰出金 5.7%
55億6,632万円

補助費等 29.9%
289億9,229万円
補助費等 29.9%
289億9,229万円

公債費 8.4%
81億8,524万円
公債費 8.4%
81億8,524万円

普通建設事業費 6.0%
58億3,027万円
普通建設事業費 6.0%
58億3,027万円

災害復旧事業費 0.0％
1,826万円
災害復旧事業費 0.0％
1,826万円

歳入 歳出

予算現額
   827億   157万円

収入済額
   372億2,001万円
（45.0%）

予算現額
   827億   157万円

支出済額
   320億3,935万円
（38.7%）

地方交付税

市税

国庫支出金

市債

県支出金

地方消費税交付金

諸収入

繰入金

使用料及び手数料

その他

民生費

公債費

衛生費

土木費

教育費

総務費

商工費

消防費

農林水産業費

その他
400 300 200 100 0

（億円）
0 100 200 300 400

（億円）

194億6,283万円（139億3,359万円／71.6%）194億6,283万円（139億3,359万円／71.6%）

187億9,302万円（114億6,531万円／61.0%）187億9,302万円（114億6,531万円／61.0%）

178億8,416万円（55億3,940万円／31.0%）178億8,416万円（55億3,940万円／31.0%）

  76億5,310万円（0万円／0.0%）  76億5,310万円（0万円／0.0%）

  58億6,223万円（13億4,749万円／23.0%）  58億6,223万円（13億4,749万円／23.0%）

  40億7,800万円（22億5,716万円／55.3%）  40億7,800万円（22億5,716万円／55.3%）

  28億   122万円（  4億6,006万円／16.4%）  28億   122万円（  4億6,006万円／16.4%）

  17億5,493万円（0万円／0.0%）  17億5,493万円（0万円／0.0%）

  12億5,599万円（  4億6,439万円／37.0%）  12億5,599万円（  4億6,439万円／37.0%）

  31億5,609万円（17億5,261万円／55.5%）  31億5,609万円（17億5,261万円／55.5%）

337億2,754万円（124億9,660万円／37.1%）337億2,754万円（124億9,660万円／37.1%）

  85億   501万円（42億   520万円／49.4%）  85億   501万円（42億   520万円／49.4%）

  82億8,700万円（26億7,945万円／32.3%）  82億8,700万円（26億7,945万円／32.3%）

  81億   861万円（25億2,416万円／31.1%）  81億   861万円（25億2,416万円／31.1%）

  76億4,235万円（28億8,685万円／37.8%）  76億4,235万円（28億8,685万円／37.8%）

  65億4,819万円（22億4,378万円／34.3%）  65億4,819万円（22億4,378万円／34.3%）

  50億6,073万円（28億6,687万円／56.6%）  50億6,073万円（28億6,687万円／56.6%）

  25億2,836万円（12億8,018万円／50.6%）  25億2,836万円（12億8,018万円／50.6%）

  17億4,751万円（  6億1,946万円／35.4%）  17億4,751万円（  6億1,946万円／35.4%）

  5億4,627万円（  2億3,680万円／43.3%）  5億4,627万円（  2億3,680万円／43.3%）

■歳入…税金や地方交付税など市に入るお金
■歳出…各種経費など市から出ていくお金
【歳入】
■市税…市民税や固定資産税などの税金
■諸収入…給食費など収入のどの区分にも
属さないお金
■使用料及び手数料…市の施設などの使用
料や住民票などの手数料
■繰入金…基金から一般会計に組み入れる
お金
■寄附金…市民などから受ける金銭による
寄附
■繰越金…前年度から持ち越したお金
■国庫支出金…市の特定事業のために国か
ら支出されるお金
■地方交付税…市の財政力に応じて国税の

一部から交付されるお金
■県支出金…市の特定事業のために県から
支出されるお金
■市債…財務省や金融機関からの借入金
【歳出（性質別）】
■扶助費…保育所の運営や、生活に困って
いる人などへ支出する経費
■人件費…職員の給料や手当などの経費
■公債費…借入金の返済のための経費
■普通建設事業費…道路を造ったり、学校な
どの施設を建てたりする事業に要する経費
■補助費等…公益的な事業などに対しての
補助金や負担金など
■物件費…市の仕事で必要な消耗品や備品
等に要する経費、委託料、光熱水費など
■繰出金…一般会計から特別会計などに支
出する経費
■維持補修費…市が管理する施設等の維持
に要する経費

■貸付金…公益上の必要がある場合に個人
等に貸し付ける経費
【歳出（目的別）】
■民生費…子どもやお年寄り、障がい者へ
の福祉などに要する経費
■総務費…庁舎の管理、戸籍、徴税など、
市役所を運営するための全般的な経費
■教育費…小・中学校の教育施設や社会教
育の推進などに要する経費
■公債費…借入金の返済に要する経費
■土木費…雪対策や道路、まちづくりなど
に要する経費
■衛生費…健康診断や予防接種、ゴミの回
収処理などに要する経費
■商工費…商業や工業の振興、公園の維持
などに要する経費
■消防費…消防や防災などに要する経費
■農林水産業費…農産物の生産性向上や農
村の整備などに要する経費

財政の基礎用語
一目で
分かる
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企業会計
　企業会計は、経費が税金などで賄われる一般会計と異
なり、事業を行うために必要な経費については皆さんが
支払った使用料などを主な財源としています。このよう
に企業として独立した事業を行うため、常に企業の経済
性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するような運
営に努めています。
　ここでは市が行っている、病院事業、水道事業、下水
道事業の３つの企業会計の令和２年度決算と業務状況、

病院事業

令和２年度末  業務状況

一般病床数　250 床

令和２年度  診療科別患者数の状況

令和２年度  決算

入　院 科　名 外　来
割　合 患者数 患者数 割　合
73.6％ 1 万 8,691 人 内　科 2 万 9,855 人 60.7％

0.9％ 235 人 小児科 1,936 人 3.9％
2.3％ 578 人 外　科 7,156 人 14.5％

23.2% 5,886 人 整形外科 6,514 人  13.2%
0.0％ 0 人 産婦人科 1,386 人  2.8%
0.0％ 0 人 耳鼻いんこう科 868 人  1.8%
0.0％ 0 人 麻酔科 862 人  1.8%
0.0％ 0 人 皮膚科 614 人  1.3％

100.0％ 25,390 人 合　計 49,191 人  100.0%

令和３年度上半期  予算執行状況
区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

収益的収支

収入
医業収益 15 億 5,319 万円 9 億 3,195 万円 60.0%

医業外収益、その他 2 億 9,206 万円 3 億 3,483 万円 114.6%
合　計 18 億 4,525 万円 12 億 6,678 万円 68.7%

支出
医業費用 32 億 5,048 万円 12 億 7,047 万円 39.1%

医業外費用、その他 6,115 万円 861 万円 14.1%
合　計 33 億 1,163 万円 12 億 7,908 万円 38.6%

資本的収支
収入 資本的収入 1 億 8,604 万円 1 億 8,604 万円 100.0％
支出 資本的支出 1 億 8,604 万円 8,697 万円 46.7%

令和３年度の予算執行状況をお知らせします（１万円未
満は四捨五入）。
　なお、令和４年３月３１日の市立病院の閉院に伴い、
病院事業会計は令和３年度で廃止となります。

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

36億
843万円

収入

入院収益
26.0％
入院収益
26.0％

医業外収益
44.4％
医業外収益
44.4％

その他医業収益
5.7％
その他医業収益
5.7％

特別利益
1.9％
特別利益
1.9％

外来収益
22.0％
外来収益
22.0％

31億
4,597万円

支出
給与費
50.5％
給与費
50.5％

材料費
17.5％
材料費
17.5％

経費
20.3％
経費
20.3％

その他
7.4％
その他
7.4％

医業外費用
2.1％
医業外費用
2.1％

特別損失
2.2％
特別損失
2.2％

２億
2,329万円

収入
２億
2,329万円

支出

一般会計からの
出資金  100％
一般会計からの
出資金  100％

建設改良費
62.1％
建設改良費
62.1％

国などからの
長期借入金の
償還金
37.9％

国などからの
長期借入金の
償還金
37.9％

水道事業 令和２年度  決算

令和３年度上半期  予算執行状況

令和２年度  決算

令和３年度上半期  予算執行状況

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

令和２年度末  業務状況
１人１日最大配水量 354ℓ
１人１日平均配水量 317ℓ
１人１日平均給水量 281ℓ
年間総配水量 1,895 万㎥
年間総有収水量と有収率 1,678 万㎥（88.6％）
行政区域内人口 16 万 7,061 人
給水人口と普及率 16 万 3,588 人（97.9％）
※行政区域内人口には、外国人登録者を含む。

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

収益的
収　支

収
入

水道料金 37 億 8,517 万円 19 億 5,204 万円 51.6%
その他 3 億 7,164 万円 4,675 万円 12.6%

支
出

営業費用（施設の維持管理費他）35 億 7,055 万円 8 億 5,076 万円 23.8%
営業外費用他（支払利息等） 2 億 7,022 万円 1 億 1,767 万円 43.5%

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

資本的
収　支

収
入

国などからの長期借入金 13 億 8,260 万円 0 万円 0.0％
その他 ３億 3,674 万円 0 万円 0.0％

支
出

建設改良費 17 億 6,384 万円 １億 2,419 万円 7.0%
国などからの長期借入金の償還金 11 億 4,638 万円 ５億 7,277 万円 50.0%

42億
4,913万円

収入

その他
8.4％
その他
8.4％

水道料金
91.6％
水道料金
91.6％

施設の維持
管理費
16.4％

施設の維持
管理費
16.4％

減価償却費
 31.9％
減価償却費
 31.9％

その他
14.4％
その他
14.4％

動力・
薬品費
3.5％

動力・
薬品費
3.5％

受水費
17.8％
受水費
17.8％

職員給与費
9.8％
職員給与費
9.8％

国などへの
支払利息6.2％
国などへの
支払利息6.2％

37億
2,552万円

支出

57億
272万円

収入
53億
3,080万円

支出
その他
42.8％
その他
42.8％

下水道
使用料
57.2％

下水道
使用料
57.2％

施設の維持
管理費
12.3％

施設の維持
管理費
12.3％

職員給与費
4.2％
職員給与費
4.2％ その他 2.0％その他 2.0％

減価償却費
50.4％
減価償却費
50.4％

流域下水道
維持管理負
担金 21.1％

流域下水道
維持管理負
担金 21.1％

国などへの
支払利息 10.0％
国などへの
支払利息 10.0％

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

●収益的収支…決算額は消費税および地方
消費税込みの額ですが、税抜で４億1,235
万円の純利益が生じ、この利益を全額減債
積立金に積み立てました。
●資本的収支…収入決算額が支出決算額に
対して不足する額は、水道料金のうち、減
価償却費など現金支出を伴わない経費分で
補てんしました。
■問い合わせ先　上下水道部総務課経理係
（賀田１丁目、☎55-9660）

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

収益的
収　支

収
入

下水道使用料 32 億 1,320 万円 16 億 3,585 万円 50.9%
その他 23 億 3,298 万円 5 億 2,930 万円 22.7%

支
出

営業費用（施設の維持管理費他）47 億 9,011 万円 8 億 8,311 万円 18.4%
営業外費用他（支払利息等） 5 億 5,225 万円 2 億 5,154 万円 45.5%

区分 予算科目 予算額 執行額 執行率

資本的
収　支

収
入

国などからの長期借入金 14 億 9,290 万円 0 万円 0.0％
その他 6 億 6,087 万円 4 億 4,557 万円 67.4%

支
出

建設改良費他 9 億 3,486 万円 7,553 万円 8.1%
国などからの長期借入金の償還金 35 億 3,746 万円 17 億 8,105 万円 50.3%

14億
2,385万円

収入
26億
7.427万円

支出
国からの補助金
13.3％
国からの補助金
13.3％

一般会計など
からの収入
11.0％

一般会計など
からの収入
11.0％

国などからの
長期借入金 75.7％
国などからの
長期借入金 75.7％

国などからの
長期借入金の
償還金
42.8％

国などからの
長期借入金の
償還金
42.8％

建設改良費
57.2％
建設改良費
57.2％

●収益的収支…決算額は消費税および地方
消費税込みの額ですが、税抜で３億2,300
万円の純利益が生じ、この利益を全額減債
積立金に積み立てました。
●資本的収支…収入決算額が支出決算額に
対して不足する額は、下水道使用料のうち、
減価償却費など現金支出を伴わない経費分
で補てんしました。
■問い合わせ先　上下水道部総務課経理係
（賀田１丁目、☎55-9660）

下水道事業

令和２年度末  業務状況
年間総処理水量 2,175 万㎥
１日平均処理水量 6 万㎥
年間有収水量と有収率 1,631 万㎥（81.8%）
行政区域内人口 16 万 7,061 人
処理区域内人口と普及率 16 万 3,125 人（97.6%）
水洗化人口と水洗化率 14 万 8,907 人（91.3%）
※行政区域内人口には、外国人登録者を含む。

令和３年度上半期  予算執行状況

20億
6,360万円

収入
44億
2,442万円

支出

国などからの
長期借入金 69.9％
国などからの
長期借入金 69.9％

国からの補助金
8.5％
国からの補助金
8.5％

一般会計など
からの収入
21.6％

一般会計など
からの収入
21.6％

建設改良費
17.2％
建設改良費
17.2％

国などからの
長期借入金の償還金 82.8％
国などからの
長期借入金の償還金 82.8％

●収益的収支…収入のうち、入
院・外来収益など、主な医業活動
から生じた収益は 19 億 3,775 万
円となりました。令和２年度の純
利益は 4 億 6,194 万円となりま
した（決算額は消費税および地方
消費税込み。純利益は税抜き）。
●資本的収支…収入は、一般会計
からの出資金で 2億 2,329 万円と
なりました。支出は、建設改良費が
医療機器等 4品目の購入で 5,510
万円、リース債務返済額が 20品目
8,363 万円、長期借入金の償還金
が8,456万円となりました。
■問い合わせ先　市立病院総務課総
務係（大町３丁目、☎34-3211）

診療科目
内　科 耳鼻いんこう科

小児科 リハビリテーション科

外　科 麻酔科

整形外科 皮膚科

産婦人科  
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市政情報Town Information

　市では、長年にわたり弘前市廃棄物減量等推進
員として活動し、市民生活の向上に多大な貢献を
した人を功労者として表彰しています。今年は９
月21日に感謝状を贈呈しました。
　廃棄物減量等推進員は、地域と市を結ぶパイプ
役として、ごみの減量化・資源化、ごみの適正処
理を推進し、清潔で住みよいまちづくりのために
活動しています。推進員の皆さんにあらためて感
謝を申し上げます。また、推進員ならびに市民の
皆さんには、引き続き廃棄物減量等へのご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
■問い合わせ先　環境課（☎35-1130）

▼受賞者（12 人）敬称略
〇表彰式出席者（写真左から）　成田慶造（外瀬
町会）、今井則三（栄町町会）、相馬勝（槌子町会）、
菊池喜蔵（千年天王台町会）、天内勝（中野町会）、
工藤龍雄（ニュータウン大久保町会）
〇欠席者　須藤直太郎（田町町会）、成田千鶴子（徒
町川端町町会）、木村リコ（船水町会）、盛浅雄（川
先三丁目町会）、田中宏佳（富士見町町会）、成田
満輝（川面町会）

 

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

■接種手続きなどに関する相談窓口　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、日曜日・祝日の午前９時～午後５時〈土曜日は休み〉）

環 境 ニ ュ ー ス

▶ワクチンの接種状況

　11月 15日（月）までに市に届いた予診票の
うち、VRS（ワクチン接種記録システム）で読
み込んだ件数から、接種対象者（12歳以上の市
民〈11 月１日現在〉）15 万 3,004 人のうち、
１回目の接種が済んでいる人は13万 0,184 人、
２回目の接種が済んでいる人は 12万 4,493 人
となっています。81.4％の人が２回目接種を完
了しました。接種状況は、市ホームページで随時
お知らせしています。

１回目接種 ％

弘前市の新型コロナウイルスワクチン接種状況（単位：人）

13 万 0,184 人 ２万 2,820 人
▶３回目のワクチン接種（11月16日現在）

　市では、接種券の作成など、12月に医療従事
者等から始まる３回目のワクチン接種に向けた準
備を進めています。接種時期や接種場所などの詳
細は、国の方針が決まり次第、市ホームページ等
でお知らせします。

▶１回目・２回目のワクチン接種

　市では、接種を希望する人がワク
チン接種を完了できる体制を整えて
います。接種を希望する人は次の医
療機関へ申し込みをしてください。
▼申込先
①鳴海病院（品川町、☎32-5211）
※妊娠中の人は、予約前にかかりつけの産婦人科
へご相談ください／受験生は、予約時に受験生で
ある旨を申し出てください。
②健生病院・健生クリニック（扇町、☎ 55-
7690）

２回目接種

12 万 4,493 人 ２万 8,511 人■ 接種済者
□ 未接種者
※接種対象者（12 歳以上の市民〈11 月１日現在〉）…15 万 3,004 人

％

　令和３年度の「弘前市顕彰規則による顕彰」の受賞者が決定しました。
　この顕彰は、長年にわたり、教育・文化・産業・経済の振興など市政の発展に尽力
した個人や団体の功績をたたえるものです。本年度は、６個人と３団体が晴れの栄誉
に輝き、顕彰状と金色に輝く卍（まんじ）をあしらったヒバ製の盾が贈られました。
　本年度の受賞者・受賞団体を紹介します。
■問い合わせ先　秘書課（☎40-7022）

小
おが わ
川 光

みつ お
男さん（84）

金
かなざわ

澤 孝
たかよし
昌さん（83）

市政の進展、社会福祉の増進等に寄与

教育、文化等の振興に貢献

　住み良い地域をつくるため、町会長
として町会活動の維持・発展や後進の
指導育成に尽力するなど、市政発展に
大きく寄与しました。

工
くど う
藤 直

なおよし
義さん（81）

　納税貯蓄組合長として納税思想の普
及高揚や後進の指導育成に尽力するな
ど、市政発展に大きく寄与しました。

高
たか ぎ

木 弘
ひろ こ
子さん（81）

　統計調査員として統計調査に従事し
たほか、統計思想の普及高揚や後進の
指導育成に尽力するなど、市政発展に
大きく寄与しました。

　民生委員・児童委員として相談支援
活動に取り組んだほか、民生委員活動
の普及や後進の育成に努めるなど、社
会福祉の向上に大きく寄与しました。

産業、経済等の振興に貢献

　相馬村農業協同組合代表理事組合長
として、りんごと米を中心とした地域
農業の振興に大きく寄与しました。

　学校薬剤師として児童生徒の健康管
理や保健指導、薬物乱用防止教育など
に尽力し、学校環境衛生の向上に大き
く寄与しました。

弘前市旅館ホテル組合
（組合長　福

ふくし
士  圭

けいすけ
介さん）

　市内宿泊客の受入環境の整備のほ
か、弘前市インバウンド推進協議会の
作業部会へ参画するなど、当市の観光
振興や誘客促進に大きく寄与しました。

一般社団法人弘前桜まつり協賛会
（代表理事　齊

さいとう
藤 出

いずる
さん）

　長年にわたり、弘前さくらまつりに
おいて出店事業を行うなど、当市のま
つり文化の継承や誘客促進に大きく寄
与しました。

弘前市吟
ぎんえいけんし
詠剣詩舞

ぶどう
道連盟（会長　尾

おざき
崎  嘉

かほ う
萌さん）

　毎年市民文化祭へ参加するなど、市民が詩吟・剣詩舞
に触れる機会の創出や継承活動に努め、当市の文化芸術
の振興に大きく寄与しました。

産業、経済等の振興に貢献（続き）
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▼一般除雪（作業時間帯＝午前１時～６時）
●出動基準…雪の降り始めと降り終わりごろ
は、午前０時の降雪量が15㎝以上に達した時。
根雪期間は、午前０時の降雪量が 10㎝以上に
達した時。
※安全で円滑な車両走行の支障となる路面状況
が発生した場合なども。
●除雪延長…約1,000㎞
▼歩道除雪（作業時間帯＝午前５時～７時）
●実施基準…降雪量が10㎝に見込まれる場合
●総延長…通学路を主体に約120㎞
▼追従除雪　一般除雪後にロータリー除雪車に
よる拡幅除雪を併行して行う作業。
●出動基準…一般除雪の出動回数３～４回につ
き１回を目安として実施。
※道路脇の路肩の堆雪状況に応じて実施頻度を
調整。

令和３年度  除排雪計画

　いよいよ雪の季節となりました。北国で暮らす私たちにとって雪は生活の一部であり、避けて通ること
はできません。市では、除排雪作業の改善を図るとともに、町会連携による雪対策や除雪困難者支援の実
証などの雪対策を進めてきましたが、安心・安全で快適な雪国生活を送るためには、行政だけでなく実際
に除雪作業を行う委託業者、そして何より市民一人一人の協力が必要です。「市民・行政・業者」の共同
作業により、お互いが「力を合わせる」ことで効率的に除雪作業を進め、厳しい冬を乗り切りましょう。
皆さんのご協力をお願いします。

『市民・行政・業者』の共同作業であずましく

を快適に
過ごすために過ごすために

を快適にを快適にを快適に冬冬

▼拡幅除雪・運搬排雪　路肩などの雪山によっ
て道路が狭くなり、車や歩行者の通行および安
全性に支障を来す目安となる積雪深や累積降雪
量となった場合は、ロータリー除雪車などで除
排雪を実施。
▼小路除排雪 道路の幅が狭く、一般除雪の入
れない小路（幅 2.5m 以上 4.0m 未満）を対
象とする道路の除排雪作業。小型ショベルと小
型ダンプを使用し、小路排雪（運搬排雪）を実
施。路線内に雪置き場が確保できる場合は、小
路除雪（除雪作業）が可能。
●実施基準…小路排雪の場合は原則年 1回。
小路除雪の場合は一般除雪の出動回数 3～ 4
回に 1回程度で実施。
▼スリップ対策　本町坂、辻坂、加藤坂などの
市道 17カ所と県道３カ所の坂道にロードヒー
ティングを整備。また、そのほかの坂道、カー
ブおよび主要交差点には、朝夕に凍結抑制剤を
散布。

除雪に関する問い合わせ先除雪に関する問い合わせ先
地域除雪窓口
今シーズンは、裾野地区のうち１・２工区、和

徳地区のうち５・６工区、城東地区のうち地域維
持型１工区（７工区）、岩木地区のうち地域維持
型２工区（17工区）で地域除雪窓口を設置しま
す（工区の詳細は市ホームページに掲載します）。
　対象の地域に住んでいる人は、地域を担当する
下記の除排雪業者に直接、問い合わせをすること
ができます。
▼受付時間　一般除雪が実施された日の午前６時
～正午
▼実施期間　12月１日～令和４年３月31日
■問い合わせ先　１・２工区…須藤重機（☎
090-2278-6162）／５・６工区…三上興業（☎
090-2024-6758）／地域維持型１工区（７工
区）…相馬土木（☎ 090-3642-3012）／地域
維持型２工区（17工区）…兼建興業（☎ 080-
6023-9038）

地域除雪窓口の詳細
や、各工区を担当す
る業者に関する情報
を市ホームページ

（QR コード）に掲載しています。

雪対策総合相談窓口
　道路維持課（茜町２丁目）では、
冬に電話がつながりにくくなる不
便さを少しでも解消するため、冬期
間限定で、雪に関する相談窓口を設
置しています。市道や私道の除雪について、相談・
要望のある人はご連絡ください。
▼実施期間　12月 1日～令和４年2月 28日
▼受付時間　平日の午前8時 30分～午後 5時
■問い合わせ先　雪対策総合相談窓口（道路維持
課内、☎55-9122、☎ 55-9124）

 
「令和３年度 除排雪計画」は、市ホー
ムページ（QR コード）で詳しく見
ることができます。

罹罹
りさいり さ い
災災証明書等の発行証明書等の発行

　暴風雪などによる屋根破損、豪雪により家屋が
倒壊した場合など、生活再建等に係る手続きに使
用する罹災証明書等を発行します。
①罹災証明書…暴風雪・大雪警報発令時など、「災
害と因果関係が明確」な「住家」の被害程度につ
いて証明します。
②罹災届出証明書…上記に該当しない被害等につ
いて、市へ届け出た事実を証明します。
▼発行窓口
○弘前地区…防災課（市役所３階、☎40-7100）
○岩木地区…岩木総合支所総務課（岩木庁舎１階、
☎82-3111）
○相馬地区…相馬総合支所総務課（相馬庁舎１階、
☎84-2111）
　市ホームページ（QRコード）で
詳細を見ることができます。
■問い合わせ先　防災課（☎ 40-
7100）

効率的な除排雪作業のために
●道路除排雪後、残される雪の処理にご協力を
　朝の除雪作業は、通勤・通学の混雑する時間帯
の前に終わらせるため短時間で一斉に行います。
しかし、除雪後に玄関や車庫の前などに残った雪
は、限られた時間と機械の能力では、市で除雪す
ることが大変困難です。玄関や車庫の前に寄せら
れた雪の処理に、皆さんのご協力をお願いします。
●用水路・排水路に雪を捨てない
●除雪車が作業中のときは近寄らない
●歩道と車道の段差に架けてある鉄板などは除去
する

●路上駐車はしない
　１台でも駐車車両があると除
雪作業がストップし、その地域
の除雪が後回しになったり、除
排雪ができなくなったりします。
●除雪した道路に雪を出さない
　交通の妨げや交通事故の原因にもなりますの
で、マナーを守りましょう。
●屋根雪を道路などへ落とさない
　交通を遮断するだけでなく人命に関わることが
あります。危険な場所では、屋根雪の落下防止の
措置を講じたり、雪下ろしをしたりするなど、十
分注意してください。

消流雪溝の使用方法消流雪溝の使用方法
　消流雪溝は、側溝内の
水を止水板でためて、雪
を溶かす設備です。
▼使用方法
① 凍った投雪口を、お湯
で溶かしてから開ける。
② 水の量を確認してから雪を捨てる。
　●雪以外のものは投入しない。
　● 固くて大きなかたまりは、細かく砕いてから
捨てる。

　● 消流雪溝の内側に凍り付いた雪は、必ずかき
落とす。

③作業終了後、投雪口をきちんと閉める。
▼注意事項
❶ 止水板のあるところに雪を捨てると、雪が詰ま
り、水があふれて消流雪溝が使えなくなります。
止水板のあるところには絶対に雪を捨てないよ
うにしましょう。
❷ 歩行者や車両にも気を配り、事故のないように
十分注意しましょう。
❸ 投雪口を開けやすくするためにビニールの袋な
どを挟むと、歩行者が滑るなどして危険ですの
でやめましょう。
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注意事項
①参考例は一般的な例であり、適用できない建物
もありますので、専門業者に相談してください。
②屋根や壁への金物取り付け工事には、雨漏り防
止や強度などの知識が必要ですので、 専門業者に
相談してください。
③雪止金物を利用する場合は、作業する斜面側に
取り付けられた雪止めに結ぶ必要があります（一

般的に押し下げる力に耐力が大きく、押し上げる
力には耐力が小さいため）。
④命綱の固定金物だけでなく、昇降用のタラップ
やはしごのずれ防止金物の取り付けも、安全に作
業する上で重要です。
■問い合わせ先　建築指導課（市役所３階、☎
40-7053）

国道や県道の雪
　道路の種類により問い合わせ先が異なります。
●国道７号…国土交通省弘前国道維持出張所（城
東中央５丁目、☎28-1315）
●県道…中南地域県民局地域整備部道路施設課
（蔵主町、☎32-0800）

自宅の雪処理
●屋根の雪下ろし…弘前建築組合では、屋根の雪
下ろしを希望する人に組合加入の業者（有料）を
紹介しています。詳しくは問い合わせを。
▼受付時間　午前９時30分～午後３時
■問い合わせ先　弘前建築組合（駅前２丁目、☎
33-2995）
●雪寄せの場所…公園や緑地も雪寄せに活用でき
ます（公園施設の破損防止のため、遊具やベンチ
付近への雪寄せや大型重機などを使った雪寄せは
しないでください）。
■問い合わせ先　公園緑地課（下白銀町、☎
33-8739）

そのほかの雪に関する問い合わせ先
●消流雪溝・流雪溝…道路維持課（茜町２丁目、
☎32-8555）
●雪による近隣トラブルに関する相談…市民
生活センター（駅前町、ヒロロ３階、☎ 33-
5830）
●空き家の雪…建築指導課（市役所３階、☎
40-0522）

▼搬入期間　12月下旬～令和４年２月末日（予定）
▼利用時間　①樋の口町雪置き場・②悪戸雪置き
場…午前９時～午後５時／③堀越雪置き場…午前
９時～午後５時30分／④紙漉沢雪置き場…午前
９時～午後４時
■問い合わせ先　道路維持課（茜町２丁目、☎
32-8555）

　降雪や積雪状況に応じて、順次、市民開放型の
雪置き場を開設します。開設時期は気象状況に左
右されますが、目安の一つは道路脇の雪山が高く
なり、運搬排雪の実施に合わせることなどが挙げ
られます。
　開設時期や利用時間は、市ホームページ等でお
知らせします。

命綱・安全帯・ヘルメットを貸し出しています

　屋根の雪下ろし中の事故を防止するため、命綱
等を貸し出します。数に限りがありますので、事
前に貸出場所へお問い合わせください。
■■貸出場所　弘前消防署（本町、☎ 32-5199）

　市ホームページ（QRコード）で
は、雪に関する次の情報を提供し
ています。
除排雪についてのお願い／雪置き場情報／融雪
装置設置資金貸付制度／雪対策総合プラン／弘
前市除排雪計画／除排雪担当業者／降・積雪と
除排雪経費／除雪要望等の件数など

／東消防署（城東中央５丁目、☎ 27-1151）／
枡形分署（豊原１丁目、☎ 33-4311）／西北分署
（小友字神原、☎ 93-3310）／西分署（鳥井野字
宮本、☎82-3311）
■■問い合わせ先　市民協働課（市役所２階、☎
35-1664）

ホームページでも雪に関する情報を提供！

雪について、どのようなことでお困りですか？雪について、どのようなことでお困りですか？

市内４カ所の雪置き場のご利用を市内４カ所の雪置き場のご利用を

　屋根の雪下ろし作業には、はしごや屋根から転落する危険を伴いますので、専門の業者に依頼すると安
心です。ここでは作業時の命綱やはしごの固定方法の参考例を紹介します。

雪下ろし時の転落事故防止のために雪下ろし時の転落事故防止のために

自然環境を守るため、
ごみなどの異物を持ち
込まないよう、ご協力
をお願いします。

自然環境を守るため、自然環境を守るため、
ごみなどの異物を持ちごみなどの異物を持ち
込まないよう、ご協力込まないよう、ご協力
をお願いします。をお願いします。

10 11広報ひろさき　２０２１.１2.１



　ねたきりの高齢者や障がい者を自宅で介護して
いる世帯に、紙おむつを支給します。
▼対象世帯　自宅で①～③のいずれかに該当する
ねたきりの人を介護している市民税非課税の世帯
（生活保護世帯、施設入所者、長期入院者は除く）
①満65歳以上でねたきりの人
②満 65歳以上で要介護４・５に相当する認知症
により常時失禁状態にある人
③身体障害者手帳１級・２級、または療育（愛護）
手帳Ａの交付を受けているねたきりの人

▼支給内容　フラットタイプ（200枚）、テープ
タイプ（ＭまたはＬサイズ、100枚）、尿とりパッ
ド（240枚）から１種類を、年４回（４月・７月・
10月・１月）自宅へ配達します。
▼申請方法　介護保険証など要介護度のわかるも
の、もしくは身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳Aを持って介護福祉課（市役所１階）か岩木・
相馬総合支所民生課窓口へ。
■問い合わせ先　介護福祉課高齢福祉係（☎
40-7114）

ねたきりの高齢者等へ紙おむつを支給対象世帯の人は
申請を

市政情報Town Information

　市では、公共施設の老朽化や厳しい財政状況が
見込まれる中、公共施設を長期的な視点で維持管
理していくことを目的に策定した「弘前市公共施
設等総合管理計画」を改訂します。
　このたび計画の改訂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、パブ
リックコメント（意見公募手続き）を実施します。
▼募集期間　12月１日（水）～28日（火・必着）
▼閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く、午
前８時30分～午後５時）
管財課（市役所２階）、市役所総合案内所（市役
所１階）、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
※市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼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（改訂案）
に利害関係を有する人
▼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「弘前市公共施
設等総合管理計画（改訂案）への意見」など）を
明記し、次のいずれかの方法で提出してください。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、管財
課宛て
❷管財課へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
❸ファクス…35-1353
❹Ｅメール…kanzai@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…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・城東分室、各出張所に設
置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませ
んので、ご注意ください。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
改訂の参考とするほか、後日集約し、住所・氏名
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。
■問い合わせ先　管財課（☎40-7111）

弘前市公共施設等総合管理計画（改訂案）への
意見募集（パブリックコメント）

意見や提案を
お聞かせください

弘前市都市計画審議会の委員を募集弘前の未来を
考えませんか

地域住民が主体の
事業です

住民主体の地域型ヘルパーサービス事業実施団体
を募集

　弘前市都市計画審議会
は、都市計画法に基づき
設置される審議会で、主
に市が都市計画を定める
場合に、その都市計画案
について調査審議する機
関です。都市計画審議会の公正な運営の確保と透
明性の向上ならびに、広く市民の皆さんから意見
を聞くため、委員を募集します。
▼応募資格　市内に在住し、応募時点で満 20歳
以上の人（市のその他の審議会などの委員や市議
会議員、市職員〈退職者を含む〉を除く）
▼募集人員　２人
▼募集期間　12 月１日（水）～令和４年１月
14日（金・必着）
▼任期・会議の開催など　任期は２年間。会議は
通常、平日の日中に開催予定
▼報酬等　会議１回の出席につき、報酬１万円と
交通費を支給
▼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（添付ファイ
ルの容量は１メガバイト程度まで）で提出してく
ださい（持参の場合は平日の午前８時30分から
午後５時まで）。
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・都市計画に関連したまちづく
りの経験等の自己ＰＲ等（400字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市
ホームページに掲載しているほか、都市計画課（市
役所３階）、各総合支所、市民課分室、各出張所
で配布しています。なお、応募用紙は返却しませ
んので、あらかじめご了承ください。
▼選考・発表　選考委員会で選考し、結果を応募
者全員に通知するほか、選任された人を委員名簿
に記載し、公表します。
■問い合わせ・提出先　都市計画課（〒 036-
8551、上白銀町１の１、☎ 35-1134、ファク
ス 35-3765、Ｅメール toshikeikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　市では、弘前市地域型ヘルパーサービス事業費
補助金を活用して地域の高齢者のニーズに合わせ
た地域住民の取り組みやボランティアなどによる
支え合いのサービスを提供する、弘前市地域型ヘ
ルパーサービス事業実施団体を募集しています。
▼応募要件　サービスに従事する人が５人以上い
る次のいずれかの団体
①自治会および老人クラブ、
その他の地域の組織団体
②弘前市高齢者ふれあい居
場所づくり事業実施団体
③本市に活動拠点がある特
定非営利活動法人および市
民公益活動団体
▼補助金額

○活動費（報償費、物品購入費等）
　上限２万円／月
○賃借料（レンタカー代、家賃等）
　上限２万円／月
▼応募書類　次の❶～❹の書類すべて
❶令和３年度地域型ヘルパーサービス事業実施申
込書
❷サービス従事者名簿
❸活動内容がわかる書類（チラシ等）
❹団体の会則（任意様式）
　募集要項や申請様式は市ホームページからダウ
ンロードできるほか、介護福祉課窓口で配布して
います。
■問い合わせ・提出先　介護福祉課自立・包括支
援係（市役所１階、☎ 40-7072）
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高岡の森弘前藩歴史館より、展示
資料や歴史ネタを毎月紹介します。
■問い合わせ先　高岡の森弘前藩
歴史館（☎83-3110）

歴史館 PR 動画
公開中

　弘前藩では、藩内で吉事や凶事が起こった際や
重要な政策遂行の折に、使者を立てて高照神社に
報告する「御告御用」が行われました。報告内容
を記した文書を「御告書付」といい、1801（享和元）
年～1919（大正８）年の257通が現存します。
　「御告御用」は、基本的に高照神社と長勝寺で
行われました。高照神社は４代藩主の津軽信政（の
ぶまさ）を祭神とする神社であり、長勝寺は弘前
藩主津軽家の菩提寺（ぼだいじ）でした。藩主が
先祖に対して重要事項を報告するという形式か
ら、これらの寺社が藩の精神的なよりどころとし
て大きな役割を果たしていたことがわかります。
　今回紹介する「御告書付」では、1808（文化５）
年に弘前藩の領知高が 10万石になったことと、
９代藩主寧親（やすちか）が従四位下（じゅしのげ）

の位階になったという吉事が報告されています。
弘前藩の当初の領知高は４万7,000石でしたが、
蝦夷地警備の功績で1805（文化２）年には７万
石、最終的には10万石となりました。領知高と
位階の上昇は、藩主や側近である重臣たちに大変
喜ばしい出来事として受け止められました。
　「御告書付」は、現在開催中の企画展「津軽と
蝦夷地展」で見ることができます。

▲ 御告書付（当館蔵）

弘前れんが倉庫美術館に関連する情報を連載します。
■問い合わせ先　弘前れんが倉庫美術館（吉野町、
☎32-8950、https://www.hirosaki-moca.jp/）

Hirosaki Art Times
ヒロサキ・アート・タイムズ

　参加アーティストの
ひとりである小林エリ
カさんは、弘前の第八
師団軍医であった祖父
や弘前生まれの父の足
跡を通し、家族の歴史
や弘前の土地に出会う
個人的な旅から発展さ
せたドローイング（線
画）や文章、映像など
で構成される作品を制
作しました。物語を読
み進めながら鑑賞してみてください。
　本展ではアート作品のほかに、りんごの街・弘
前についてさまざまな観点から考えを巡らせる
「弘前エクスチェンジ#04 りんごのテロワール
（土壌）についての試考」の展示も行っています。
市内には堀江佐吉や前川國男によって設計された

#9

建築や、趣のあ
る建築が多数残
されています。
それらの近代建
築を写真家・柴
田祥さんが新た
な視点で撮り下
ろし、スライド
ショーで紹介し
ています。さらに、国の重要文化財に指定された
木村産業研究所（弘前こぎん研究所）など、前川
國男が設計した建築の模型が 7点展示されてい
ます。
▼とき　令和４年１月 30日（日）までの午前９
時～午後５時（最終入館は午後４時30分）
▼休館日　火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
始（12月 26日～１月１日）
※観覧料など、詳しくはお問い合わせください。

展覧会「りんご前線― H
ヒ ロ サ キ
irosaki E

エ ン カ ウ ン タ ー ズ
ncounters」の見どころを紹介します

▲小林エリカ《誕生》2021年

▲展示風景（撮影：柴田祥）

▼とき
令和４年２月２７日（日）

▼ところ
市民会館（下白銀町）大ホール
▼観覧料　
S席 7,000 円
S席親子優先席 大人 5,000 円

大学生以下 2,000 円
A席 一般 5,000 円

大学生以下 2,000 円
※全席指定／当日券は各 500円増／未就学児の入場
はご遠慮ください／当日券を販売する場合は公演会場
でのみ販売します／新型コロナウイルス感染防止対策
のため、間隔を空けた座席配置としています。
▼チケット販売所　ローソンチケット（Lコード
22349）、さくら野百貨店弘前店、中三弘前店、弘前芸
術鑑賞会、市立観光館、ヒロロ１階インフォメーション
※S席親子優先席はヒロロ１階インフォメーションお
よび弘前芸術鑑賞会で販売します。
■問い合わせ先　チケットに関すること…弘前芸術鑑
賞会（☎40-4082、平日の午前11時～午後５時）／
公演に関すること…弘前城薪能実行委員会事務局（文
化振興課内、☎40-7015）

本公演は自治総合センターの令
和３年度コミュニティ助成事業
（宝くじの受託事業収入を財源と
して実施する、宝くじの社会貢
献広報事業）として、宝くじの
助成金を活用して開催します。

▼とき
令和４年２月２７日（日）

　新型コロナウイルス感染症の影響により
７月 10日の開催を延期していた「弘前城
薪能」の振替公演を開催します。

▼

公演の詳細は公式ホーム
ページをご覧ください。

午後２時～４時45分（予定）
（開場は午後１時～）

新型コロナウイルス感染症等の影響に
より、急遽中止となる場合があります。
来場の際は感染症対策にご協力ください。
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▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼参加料　1,800 円（飲み物
付き）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼と き　12 月 12 日（日）・
26 日（日）の午前 10 時～午
後３時（体験受け付けは午後２
時30分まで）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ター他）

【電動ロクロ体験】
▼とき　12 月 17 日（金）～
19 日（日）の午前 10 時～午
後３時
※所要時間は約 45分／予約優
先／当日受け付けも可。
▼内容　器づくり
▼講師　佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▼体験料　1,800 円
（飲み物付き）
■■問問鳴海要記念陶房館
（賀田字大浦、☎ 82-2902、
午前９時～午後４時、火曜日と
12月 29日～１月７日は休み）

イベント

【成田千空生誕 100 年－寄贈
資料を中心として】
　俳人の成田千空（せんくう）
に関する直筆資料などを紹介し
ます。
▼とき　12月１日（水）～令
和４年２月 14日（月）の午前
９時～午後５時
※入館は午後４時30分まで。
▼観覧料　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（下白銀町、☎

郷土文学館 スポット企画展

37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

「

【着物リメイク作品展】
▼とき　12 月４日（土）・５
日（日）の午前９時～午後４時
▼内容　ハンドメイドはっぱに
よるリメイクの服や小物の展
示・販売
▼観覧料　無料

【～北国に贈る～ぬくもりあふ
れる刺繍展】
▼とき　12 月 11 日（土）～
19日（日）の午前９時～午後
４時
※最終日は午後３時まで／ 14
日（火）は休み。
▼内容　横澤祥子さんによる英
国伝統刺しゅうブラックワーク
他、刺しゅう作品の展示
▼観覧料　無料

【絵本づくり教室】
▼と き　12 月 11 日（土）・
25日（土）の午後１時～３時
※事前の予約が必要。

鳴海要記念陶房館の催し
「クリスマス」
をテーマとした
絵本の読み聞か
せや、紙芝居、
昔話、なぞなぞ
等を行います。

【おたのしみおはなし会】
▼とき　12月４日（土）の午
前 11 時 ～ 11 時 30 分、12
月 11日（土）・25日（土）の
午後２時～２時30分
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室おはなしコーナー
▼対象　おおむね４歳～小学校
低学年＝各回10人程度
▼参加料　無料

【クリスマスおはなし会】
▼とき　12月 18日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▼ところ　弘前図書館２階視聴
覚室
▼語り手　おはなしるんるん
▼対象　幼児～小学生＝ 25人
（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　弘前図書館の
受付か電話で申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　弘前と十和田
を周遊する観光
バスを運行しま
す。
▼運行期間　12月４日～令和
４年２月 20日の土・日曜日と
祝日（１月１日・２日を除く）
▼コース　①弘前コース＝弘前
→十和田湖（休屋）→奥入瀬渓
流館→十和田市現代美術館、②
十和田コース＝弘前コースの復
路

弘前図書館 12 月の催し

バスで十和田旅にでかけよう

▼料金　弘前⇔十和田湖（休
屋）・奥入瀬渓流館＝片道
3,000 円、往復 5,000 円／弘
前⇔十和田市現代美術館＝片道
4,000円、往復 6,500円
※往復に学生・団体割引あり。
▼予約方法　乗車日の１カ月前
～7日前までに電話で予約を。
▼その他　最少催行人数＝２人
※詳しくはホームペ
ージ（QR コード）
で確認を。
■■問問弘南バス（☎38-2255）

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ作品展】
　日本画で使われる水干絵具
（すいひえのぐ）で描いたカラ
フルな絵画作品を展示します。
ワークショップに参加した市内
の幼稚園や保育園の園児、小学
生の作品が中心です。
▼とき　12 月 10 日（金）～
12 日（日）の午前 11 時～午
後 7時 
▼ところ　ギャラリーまんなか
（吉野町、弘南鉄道中央弘前駅
構内）
▼観覧料　無料
▼その他　駐車場はありません
ので、近くの有料駐車場を利用
するか公共交通機関で来場を。

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ】
　長い紙にいろいろな画材を使
って自分だけのオリジナル絵本
を制作します。出来上がった作
品やキャラクターは、ギャラリ
ーに展示することもできます。
▼とき　12 月 18 日（土）の
①午前 9 時 30 分～午後 0 時
30分、②午後２時～5時
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部４階美術制作室 
▼定員　①・②それぞれ 15人

poco a poco
アートのたまご 緑の相談所 12月の

催し
【講習会】
●門松作り
18日（土）、午後1時30分
～3時30分
▼定員　10人
▼参加料　3,000円（材料費）
※先着順／ 12日（日）まで
に電話で申し込みを。

【展示会】
●冬の室内植物展
10日（金）～26日（日）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、月曜日と 12
月 29日～１月３日は休み）

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
ロナウイルス感染症の予防と
拡大防止の観点から、中止や
内容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。
　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。

●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

程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12
月4日（土）の正午
から、申し込みフォ
ーム（QRコード）で
申し込みを。
■■問問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、☎39-3383、■■ＥＥ
artworld@hirosaki-u.ac.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

12
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「べテルギウ
ス・プレアデス星団（M45）・
月面」
18日（土）、午後7時～9時
▼入館料 無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　午後１時～
９時30分
■■問問星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井、☎
84-2233）

【きもの絵巻で典雅な風景を】
　なかなか目にすることができ
ない宮廷装束の小袿（こうちぎ）
や備前岡山藩池田家伝来の小
袖などを展示しています。
▼開館時間　午前９時 30 分
～午後４時30分
▼観 覧 料　一般＝ 300 円、
高校生・大学生＝150円、小・
中学生＝100円
●高岡の森弘前藩歴史館との
共通券　一般＝ 420 円、高
校生・大学生＝ 210円、小・
中学生＝140円
※障がい者、65 歳以上の市

市立博物館企画展３市立博物館企画展３
～装いの美・美は喜び～ 後期展～装いの美・美は喜び～ 後期展

12月 19日（日）まで12月 19日（日）まで

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。
▼常設展
「ひろさきの歴史と文化～原始
から近現代へ～」
■■問問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

▲鶸
ひわ
縮
ちりめん
緬地

じ
御
ご し ょ
所解

どき

文
もんよう
様備

び ぜ ん
前蝶

ちょうもんつき
紋 付

小
こ そ で
袖（江戸東京博

物館所蔵）
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●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

 

　農家女性によ
る手芸品の展示・
販売、飾りひょう
たんづくりのワ
ークショップ、農産物や手作り
加工品の販売をします。
▼と き　12 月 11 日（土）・
12 日（日）の午前 10 時～午
後３時
▼ところ　百石町展示館第１展
示室
▼入場料　無料
■■問問黒石市ひょうたん倶楽部（渋
川さん、☎090-9632-9741）

　今年度選ばれたグッド・トイ
やおもちゃで遊べます。
▼とき　① 12 月 11 日（土）
の午後１時～４時 30 分、②
12 月 12 日（日）の午前 10
時 30分～午後１時、午後２時
～４時
▼ところ　ヒロロ
（駅前町）３階イベ
ントスペース
※詳細はヒロロス
クエアホームページ（QRコー
ド）で確認を。
■■問問市民文化交流館（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎ 35-0154、午前
8時 30分～午後 9時）

農の手しごと展

グッド・トイ 2021
 in ひろさき

　グループに分かれて、他校の
生徒と交流しながら「弘前市の
魅力を活かしたまちづくり」に
ついて楽しく話し合い、まちづ
くりのアイデアを市長に提案し
ます。
▼とき　12月 12日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※事前の申し込みが必要。
▼ところ　市役所（上白銀町）
４階食堂
▼講師　蒔田純さん（弘前大学
教育学部専任講師）
▼対象　市内の高校生＝30人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月８日
（水）までに必要事項（氏名〈ふ
りがな〉・年齢・住所・学校名・
学年・電話番号・Ｅメールアド
レス）を電話かＥメールで伝え
て申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 40-7021、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

▼とき　12月 19日（日）、午
前９時30分～午後２時30分
▼対象　登山経験者で、当日に
冬山登山の装備で来られる人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。

市長に提案！
高校生ワークショップ

こどもの森 月例登山
「クリスマス・トレッキング」

▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具、防寒着
■■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、冬季開館日…毎週
土・日曜日、祝日、小・中学校
の冬休み期間〈ただし 12 月
29 日～１月３日は休み〉）／
市 み ど り の 協 会（ ☎ 33-
8733）へ申し込みを。

　結婚を希望する独身者のすて
きな出会いに繋げるため、魅力
向上に役立つセミナーと参加者
同士の交流会を開催します。こ
の機会にセンター会員への登録
もご検討ください。
▼とき　12月19日（日）、セ
ミナー＝午後１時～３時、交流
会＝午後３時15分～４時30分
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）
▼内容　①男性向けセミナー＝
「恋愛＆仕事に役立つコミュニ
ケーションセミナー」、②女性
向けセミナー＝「キレイ応援！
好印象マスクメイクレッスン」、
③参加者交流会
▼講師　①栁澤ふじこさん（コ
ミュニケーション講師）、②
POLA THE BEAUTY弘前店
▼対象　20 歳～ 49 歳のひろ
さき広域出愛サポートセンター
会員＝男女各15人

魅力アップセミナー
＆交流会

※応募者多数の場合は抽選で決
定します。
▼参加料　500円
▼申し込み方法　12 月 14 日
（火）の午後５時までに電話か
Ｅメールで申し込みを。
※詳細はホームペー
ジ（ＱＲコード）で
確認を。
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎35-1123、■■ＥＥ h-d
eai@city.hirosaki.lg.jp）

　昨年 12月 10日から運用を
開始した「弘前市パートナーシ
ップ宣誓制度」や多様な性のあ
り方を、より多くの皆さんに知
ってもらうための講演会です。
▼とき　12月 22日（水）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼内容
第１部…講演「New Family 
～新しいかぞくのカタチ～」、
講師＝杉山文野さん（東京レイ
ンボープライド共同代表理事）
※講師はオンラインでの登壇。
第２部…パネルディスカッショ
ン、モデレーター＝山下梓さん
（弘前大学男女共同参画推進室
助教）、パネリスト＝杉山文野
さん、尾崎麻理さん（弘前医療
福祉大学保健学部助教）ほか
▼定員　100人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月 17 日
（金）までに電話かＥメール（氏
名・電話番号を記入）で申し込
みを。
▼その他　会場には駐車場があ
りませんので、近隣の駐車場を
利用するか、公共交通機関で来
場を／旧土手町分庁舎（土手町）

パートナーシップ宣誓制度
一周年記念講演会

「知る」から始める性の多様性

9 時～ 10 時、②午前 10 時
30 分～ 11 時 30 分、③正午
～午後１時、④午後１時 30分
～２時 30分、⑤午後３時～４
時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼対象　各日５組（先着順）
※事前の予約が必要／１組５人
まで／高校生以下は保護者かピ
アノ講師の立ち会いが必要。
▼利用料　30 分＝ 3,000 円、
60分＝ 5,000 円
※録音希望者（CD-R のみ）
は別途1,000円が必要。
▼申し込み方法　12 月 14 日
（火）の午前 10 時から電話で
申し込みを。
※予約の承認を受けた人は別途
申込用紙の提出を／申込用紙の
入手方法は予約時にお知らせし
ます。
■■問問市民会館（☎ 32-3374、午
前 10時～午後 4時）

に臨時駐車場を設置し、会場ま
でのシャトルバスを運行しま
す。運行時間…行き（旧土手町
分庁舎発）午後１時 30 分・
45分、帰り（旧弘前偕行社発）
午後４時00分・15分
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

【ロボ木ーをつくろう！】
▼とき　令和４年１月９日（日）
①午前 10時 30 分～正午、②
午後１時30分～３時
※受け付けはそれぞれ開始時間
の30分前から。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼対象　年長児～小学生とその
保護者＝各回20組（先着順）
※事前の申し込みが必要。 
▼参加料　１組 500 円（子ど
も１人追加の場合は追加で
500円が必要）
▼申し込み方法　12 月５日
（日）の午前８時 30 分から電
話か市民文化交流館窓口で申し
込みを。
※詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（QRコード）で確認を。
■■問問市民文化交流館
（駅前町、ヒロロ３
階、☎ 35-0154、
午前８時 30 分～
午後９時）

　「スタインウェイ
D-274」と「スタインウェイ
メモリアル」の２台のピアノを、
コンサートと同様の照明の中、
市民会館大ホールで弾いてみま
せんか。
▼とき　令和４年１月 13 日
（木）～ 16 日（日）の①午前

親子 de 木育

スタインウェイを
弾いてみよう！有 料 広 告有 料 広 告

藤田記念庭園の冬季開園
　令和４年３月31日まで毎日開園します。
▼開園時間　午前９時～午後５時
▼対象施設　洋館（大正浪漫喫茶室、藤田
謙一資料室、会議室）、匠館（クラフト
展、和カフェ）、高台部庭園
▼入園料　無料
※会議室は有料。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎37-5525）

藤田記念庭園の冬季開園藤田記念庭園の冬季開園
　令和４年３月31日まで毎日開園します。

　午前９時～午後５時
　洋館（大正浪漫喫茶室、藤田

謙一資料室、会議室）、匠館（クラフト

藤田記念庭園（上白銀町、☎37-5525）

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

弘

岩

こ

相

岩

岩

相

弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘

弘弘 弘

こ

図書館休館日12月

※変更となる場合があります。

岩

相

相

相

相相 相岩
岩岩 岩
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▼とき　令和４年１月
23日（日）、午前８時
30分～午後１時（受
け付けは午前８時～）
▼ところ　克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）
▼内容　個人戦
▼対象　60 歳以上の市民＝
96人（先着順）
▼参加料　500円（昼食なし）
▼申し込み方法　12 月８日
（水）の午後１時 30 分以降に
参加申込書を市社会福祉協議会
窓口に提出を。
※申し込み受け付け開始前の来
場はご遠慮ください。
▼その他　用具が必要な場合
は、申込時にお知らせください。
■■問問市社会福祉協議会（小山内さ
ん、☎33-1161）

【地域貢献モデル事業「講話と
ボッチャ体験」】
　市民生活セン
ターから講師を
招いて、悪徳商
法に関する講話と、今年の東京
パラリンピックで話題になった
「ボッチャ」を体験する教室です。
▼とき　12月 10日（金）、午
前10時～午後０時30分
▼ところ　弘前愛成園（豊原１
丁目）体育館
▼内容　①講話「悪徳商法にだ
まされないために！」、②「ボッ
チャ」体験教室
▼講師　①市民生活センター職
員／②スポネット弘前

高齢者グラウンド・ゴルフ
親善大会

セカンドライフセミナー

教室・講座

▼対象　50 歳以上の人＝ 20
人（先着順）
※事前の申し込みが必要／ 50
歳未満の人は要相談。
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き
※動きやすい服装で参加を。
■■問問愛成会事務局（縄巻〈なわま
き〉さん、☎33-1182）へ。

　ジョブ・カードを活用して、
これからのキャリアプランを考
える女性限定のオンラインセミ
ナーです。
▼とき　オンラインセミナー＝
12 月 11 日（土）の午前 10
時～ 11時 30分
※希望者のみキャリアコンサル
ティング（開催日…12 月 11
日〈土〉・15日〈水〉・18日〈土〉）
も受講可。
▼講師　中野綾子さん（キャリ
アコンサルタント）
▼対象　在職中または求職中の
女性＝20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（受講するため
の通信料は自己負担）
▼申し込み方法
12 月６日（月）
までにホームペー
ジ（QR コード）
で申し込みを。
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎017-723-5315）

【クラシックギターミニコン
サート】
▼ と き　12 月 11
日（土）、午後１時
30分～２時
▼演奏　木村英丸
さん（ヨークカル

女性のための
キャリアデザインセミナー

アクティブシニア向け講座

チャーセンター弘前ギター講
師）
▼定員　16人（先着順）
▼申込期限　12月 10日（金）

【カードで体験「人生会議」】
　人生の最終段階にどんな医療
やケアを望むのかを話し合う
「人生会議」を、カードを使っ
て模擬体験します。
▼とき　12月 18日（土）
　　　　午後１時～３時
▼定員　12人（先着順）
▼申込期限　12月 17日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人
※事前の申し込みが必要／ 50
歳未満の人は要相談。
▼参加料　無料
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）へ申し込みを。

　若手農業者が抱
える経営課題など
についての勉強会
を開催します。
▼と き　12 月 17
日（金）、午前９時
30分～正午
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼内容　①ゲストトーク…秋竹
俊伸さん（早和果樹園代表取締
役社長〈平成 26年度「６次産
業化優良事例表彰農林水産大臣
賞」受賞ほか〉）、②意見交換会
▼対象　非農家出身の農業者ま
たは事業の趣旨に賛同する人
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　12 月 10 日
（金）までに電話かＥメールで
申し込みを。
■■問問ひろさき青年農業経営塾担当
（農政課内、☎ 40-0767、■■ＥＥ
ninaite@city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき青年農業経営塾

【初心者向け料理体験教室】
　家庭における家事や育児の負
担は妻の方が大きくなりがちで
すが、夫の役割が増加した世帯
は「夫婦の関係がよくなった」
とするデータがあります。
　家庭でも簡単に作れる料理体
験を通じて、家庭での夫婦の家
事負担を考えてみませんか。
▼とき　12月 18日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　東部公民館（総合学
習センター、末広４丁目）
▼講師　市食生活改善推進員会
▼対象　料理初心者の男性＝
12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月 10 日
（金）までに電話かＥメール（氏
名・年齢・電話番号を記入）で
申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.h irosaki .
lg.jp）

▼とき　12 月 26 日（日）の
①午前 9 時～、②午前 10 時
30分～
▼ところ　河西体育センター
（石渡１丁目）会議室

家族のための「男めし」

ペーパークラフト
しめ縄作り教室

有 料 広 告有 料 広 告

▼対象　市民＝各回
４人（先着順）
※窓口か電話で事前
の申し込みが必要。
▼参加料　1,100 円
（材料費込み）
■■問問河西体育センター（☎ 38-
3200）

　木材や竹ざ
おの切れ端を
使ってそりを
作ってみませ
んか。
▼とき　令和
４年１月８日（土）、午前 10
時～正午
▼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　小学生以上＝10人
※小学生は保護者同伴。
▼参加料　無料
▼持ち物　金づち、長靴、スキー
ウエア、手袋、帽子
▼申し込み方法　12月 24 日
（金・必着）までに、往復はが
き（教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募可／応募多数の場合は抽
選で決定し、12月 30日（木）
までに抽選結果を
お知らせします／
詳細はプラザ棟

リサイクルそり作り教室

ホームページ（QRコード）で
確認を。
▼その他　完成後は敷地内でそ
り滑りを行います。
■■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、
受付時間は午前９時～午後４
時、月曜日〈祝日の場合は翌日〉
と12月 29日～翌年１月３日
は休み）

　平日の日中に納税相談ができ
ない人のために、夜間・休日納
税相談日を設けています。
▼夜間納税相談　12 月 16 日
（木）・17日（金）・20日（月）
～ 22日（水）の午後５時～７
時30分
▼休日納税相談　12 月 19 日
（日）・26日（日）の午前９時
～午後４時
▼その他　納期限までに納付で
きない事情がある人は、未納の
ままにせず相談してください／
納税相談日は、電話での相談や
市税などの納付もできます／特
別な理由がなく、納付および連
絡がない場合は、差し押さえ処
分を執行することもあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

その他
夜間・休日納税相談
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【高額療養費（外来年間合算）
について】
　対象期間中の外来診療の自己
負担額の合計から、高額療養費
で支給された分を差し引いた額
が 14 万 4,000 円を超える場
合に、超えた分を支給します。
▼支給対象　基準日（令和３年
７月 31日）時点で後期高齢者
医療被保険者証の窓口負担割合
が１割の人
▼対象期間　令和２年８月１日
～令和３年７月31日の１年間
▼申請方法　①これまでに高額
療養費を支給されたことのある
人＝登録済みの口座に支給（申
請不要）、②高額療養費を支給
されたことのない人（高額療養
費の支給口座を登録していない
人）＝ 12月中旬（予定）に県
後期高齢者医療広域連合から申
請のお知らせを送付しますの
で、申請書を国保年金課に提出
してください。
※対象期間中に後期高齢者医療
制度に加入した人や転入した人
の場合、支給対象であっても申
請のお知らせが送付されない場
合がありますので、お問い合わ
せください。
【医療費通知について】
　県後期高齢者医療広域連合で
は、被保険者の皆さんに医療費
に対する認識と理解を深めてい
ただくために、年１回、１年分
の医療費を記載した医療費通知
書を送付しています。対象期間
は令和３年１月受診分～ 12月
受診分で、令和４年２月末頃に
皆さんのお手元に届きます。な
お、医療費通知書は、確定申告
の際の医療費控除にも使用でき
ますが、確定申告の開始時期ま
でに送付できないため、領収書

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

での対応をお願いします。
■■問問青森県後期高齢者医療広域
連 合（ ☎ 017-721-3821）
／国保年金課後期高齢者医療係
（☎40-7046）

▼と き　令和４年１月９日
（日）、午前11時～
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）
▼内容　成人式（市長祝辞、新
成人宣誓など）
▼対象　平成 13年４月２日～
平成 14年４月１日に生まれた
人で次のいずれかに該当する人
①市内に住所がある人
②市出身の人
③市内の学校に在籍したことが
ある人
④市内に居住したことがある人
※詳細は市ホーム
ページ（QR コー
ド）で確認を。

【入場券を発送】
　成人式の参加申込者へ「令和
３年度弘前市成人式入場券」を
発送します。
▼対象　令和３年 11月 30 日
（火）までに令和３年度弘前市
成人式への参加を申し込んだ人
▼発送予定時期　12月上旬～
中旬
※ 12月 15日以降になっても
入場券が届かない人や参加申し
込みを忘れていた人は生涯学習
課までお問い合わせください。
■■問問生涯学習課（☎82-1641）

▼受付期間　12 月３日（金）
～令和４年１月５日（水）
▼対象施設　市民体育館、運動
公園、克雪トレーニングセンタ

令和３年度
二十歳の祭典（成人式）

令和４年度体育施設
利用計画の受け付け

▼申し込み方法　弁護士との相
談は予約制（先着順）で、12
月３日（金）の午前 10時から
電話で受け付けます。弁護士と
の相談以外は、事前の予約は不
要です。
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830、34-3179）

▼とき　令和４年１月 15 日
（土）、午前８時50分～正午
▼集合場所　市民会館（下白銀
町）第１小会議室
▼内容　子ども自然観察クラブ
「ネイチャークラフトに挑戦～
岩木川のヨシでフォトフレーム
を作ろう～」のお手伝い（工作
時の安全確認・後片付け）
▼対象　市民または学生＝４人
（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問 12月１日（水）～10日（金）
にボランティア支援センター
（市民参画センター内、☎ 38-
5595）へ申し込みを。

　市民の皆さんの活
躍と市の発展を祈願
して開催します。
※りんごジュースで
の乾杯を予定してい

一日体験ボランティア
参加者募集

令和４年市民新年互礼会

ー、弓道場、南富田
町体育センター、金
属町体育センター、
岩木山総合公園、弘
前 B&G海洋センタ
ー、岩木 B&G海洋
センター、河西体育
センター、笹森記念
体育館、千年庭球場、弘前公園
庭球場、小沢運動広場、悪戸・
加藤川・境関・石川・栄町の各
河川敷運動施設、温水プール石
川、第 3市民プール、相馬球
場
※市主催事業や工事などによ
り、希望する日に利用できない
場合があります。
▼対象となる催事　各種スポー
ツ大会・催し物（各種教室や研
修会などは対象外）
▼申し込み方法　スポーツ振興
課（市役所４階）へ申込用紙の
提出を。
※申込用紙はスポーツ振興課窓
口、市内体育施設で配布してい
るほか、市ホームページからダ
ウンロードできます。
▼結果の通知　令和４年２月上
旬頃に結果をお知らせします。
なお、希望する日程等が他団体
と重複した場合は調整します。
■■問問 スポーツ振興課（☎ 40-
7115）

▼とき　12月 18日（土）、午
前 10時～午後３時（正午～午
後１時を除く）
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　法律、税務、金銭貸借
（消費者金融）、交通事故、相続・
遺言、離婚、行政相談、人権相
談、家庭内の悩みごとなど
▼相談員　弁護士、税理士、人
権擁護委員、行政相談委員ほか
▼相談料　無料

第２回総合市民相談

ますが、それ以外の飲食物の提
供はありません。
▼と き　令和４年１月４日
（火）、午後３時～午後４時
▼ところ　フォルトーナ（和徳町）
▼会費　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問 12 月 17 日（金）までに、
広聴広報課（市役所２階、☎
35-1194、■■ＦＦ 35-0080）へ。

　農地や街なかでカラスの被害
が深刻になっています。カラス
は、自然界に食べ物が少なくな
る冬季に餓死することが多いと
いわれています。
　カラスの個体数や被害を減少
させるため、畑に放置された規
格外の農作物は、土中に埋める、
木に残っている果実等は可能な
限り残さず摘果するなどの取り
組みへご協力をお願いします。
■■問問環境課環境保全係（☎ 40-
7035）

▼とき　12月７日（火）・20
日（月）、午後１時30分～４時
30分（受け付けは午後１時～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。

農作物や庭木の
果実の収穫徹底を

求人説明会・ミニ面接会

▼参加企業数　３社以上（予定）
▼申し込み方法　当日までに申
込書をファクスかハローワーク
窓口に持参して提出を。
※電話での申し込みも可。
▼その他　ハローワークに未登
録の人も参加可／雇用保険受給
者は求職活動実績の対象になる
ため、雇用保険受給資格者証の
持参を／参加企業は、青森労働
局または市ホームページで確認
を／UJI ターン求職者を対象
とした、スカイプ（インターネ
ットによるテレビ電話）での面
談ができます（開催日の７日前
までの申し込みが必要）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608、■■ＦＦ 55-5607）

　国土交通省と県で
は、本格的な降雪期
を前に、雪崩（なだれ）
被害の防止に向けて
防災・広報活動を実施していま
す。雪崩災害はさまざまな形で
身近な場所に潜んでいます。積
雪時は斜面を注意深く観察し、
兆候を発見したら早めの避難・
連絡を心がけ、雪崩災害による
被害ゼロを目指しましょう。
■■問問防災課（☎ 40-7100）／青
森県県土整備部河川砂防課砂防
グループ（☎017-734-9670）

12 月１日～７日は
雪崩防止週間
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　子育て、発達、いじめ、不登
校、ひきこもり、仕事、経済的
な困窮などの悩みを、なんでも
無料で相談できる合同相談会を
開催します。相談内容に合わせ
て、複数の専門相談員がチーム
で支えます。
▼とき　12月 14日（火）、午
前10時～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼対象　悩みを抱える子ども・
若者とその家族（年齢制限なし）
※事前予約が必要。
■■問問青森県青少年・男女共同参画
課（☎017-734-9226）

　官公庁の入札参加資格審査申
請、建設業許可申請、所得税確
定申告、金融機関の融資申し込
みなどのため、県税（法人県民
税・法人事業税・特別法人事業
税または地方法人特別税、個人
事業税など）の納税額または未
納額がないことの証明書が必要
な人は、交付申請をしてくださ
い。
▼必要書類　申請書、顔写真付
きの本人確認書類など

子ども・若者の悩み
「なんでも相談会」

県税納税証明書の交付申請

※詳しくは問い合わせを／納税
証明書は、納税者の皆さんの大
切な情報を証明するものである
ため、窓口での本人確認を厳格
に行っています。ご理解とご協
力をお願いします。
■■問問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎32-1131〈内線229・
311〉）

　個々の労働者と事業主との間
に生じた労働条件などのトラブ
ルを解決するため、無料の相談
会を開催します。
▼とき　12 月 14 日（火）の
午後１時 30 分～３時 30 分、
19 日（日）の午前 10 時 30
分～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※事前予約者を優先。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、 ■■ＦＦ 017-
734-8311、労働相談ダイヤル
☎0120-610-782）

▼とき　12月15日（水）、午
前10時～午後１時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３

労働相談会

令和３年度保育のお仕事
出張相談会 Part ３

階ヒロロスクエアイベントスペ
ース
▼内容　①青森県保育士・保育
所支援センター職員による個別
相談、②青森県内の保育所・認
定こども園等求人情報の閲覧・
紹介
▼対象　保育所等で働くことに
興味のある人
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
※詳しくはホームペ
ージ（QRコード）
で確認を。
■■問問青森県保育士・保育所支援セ
ンター（青森県社会福祉協議会
内、☎017-718-2225）

　医療・介護・
健康・生活など
の悩みに、医師、
看護師、薬剤師、
社会福祉士、リ
ハビリ、管理栄
養士などの専門
職が無料で相談に応じます。
▼とき　12 月 11 日、令和 4
年 1 月 8 日、2 月 12 日、3
月 12日（いずれも土曜日）の
午前9時 30分～ 11時 30分
■■問問健生病院・健生クリニック（相
談専用電話、☎ 55-7690、開
催日以外での電話相談は不可）

おこまりごと電話相談会

■■問問健康増進課こころの健康づくり事業担当（☎37-3750）

　こころの健康を保つには、
ストレスとうまく付き合うこ
とがポイント。ストレスをた
めないコツを紹介します。

①生活習慣の改善
バランスの取れた食事

や質の良い睡眠、適度な
運動習慣を継続すること
が、こころの健康の土台
作りとなります。

②考え方を変えてみよう
ストレスを感じていると、良くないことばか
りに注目しがちに。そんな時は、できているこ
と、うまくいっていることに注意を向けるのが
おすすめ。考え方やものの見方を少し変えるだ
けで、気持ちが楽になることがあります。

③相談してみよう
困った時や辛い時に話を聞いて

もらうだけで、気持ちが楽になり、
話すことで自分の中で解決策が見
つかることも。一人で抱え込まず、
お気軽にご相談ください。

路線バスをお得に利用できるキャンペーン路線バスをお得に利用できるキャンペーン

　弘南バスの通勤・通学定期券を提示す
ると、定期券の利用区間外でも市内のバ
ス停に限り、１回100円で乗降できます。
▼利用可能日　令和４年３月31日（木）
までの土・日曜日、祝日
▼対象　弘南バスの通勤・通学定期券を
持っている人と一緒に同乗する家族

【通勤・通学定期券の提示で休日の運賃が市内１乗車 100 円】【通勤・通学定期券の提示で休日の運賃が市内１乗車 100 円】

▼利用方法　降車時に持っ
ている定期券を乗務員に提
示してください。
■■問問弘南バス弘前バスターミナル（☎ 36-
5061、■■ＨＨ http://www.konanbus.com/14
590.html）／地域交通課交通政策係（☎
35-1124）

各種スポーツ・体操教室

★スタンドアップパドルボード…ボードの上で立ってパドルを漕ぎ、海
や川の水面を移動するスポーツ

（※）…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）の記入を。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。
共通事項…飲み物、汗拭きタオル、（室内の場合）室内シューズを持参し、
運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設に
確認を。

冬休みかけっこ教室

■■時時 12 月 24日（金）・27日（月）、
１月５日（水）・７日（金）・12
日（水）・13日（木）
①午後０時 30分～２時
②午後２時 30分～４時
■■所所河西体育センター
■■内内上手に体を使うための運動や、
音楽に合わせたトレーニング等
■■定定小学生＝①・②各 30人程度
■■￥￥無料　■■持持なわとび
■■問問希望時間帯を記入の上、12月
14 日（火・必着）までに往復は
がき（※）で河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目 19の１、
☎ 38-3200）へ。

■■時時 12 月 25日（土）
　 午前 10時～ 11時 30分
■■所所温水プール石川（小金崎字村元）
■■内内カヌー、SUP（★）、水上遊具
体験、ライフジャケットを着用し
た浮遊体験
■■定定障がいのある小学生＝ 10人程
度（指導員の指示をある程度理解
できる人）　■■￥￥無料
■■問問弘前 B&G 海洋センター（☎
33-4545）へ。

ボディバランス改善教室

■■時時１月 13日～３月 31日の毎週
木曜日、午前 10時～ 11時
■■所所弘前B&G海洋センター武道館
■■内内ストレッチ体操、簡単なエクサ
サイズ、トレーニングなど
■■定定市民＝ 25人程度　■■￥￥無料
■■問問 12月20日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で弘前B&G海
洋センター（〒036-8057、八幡
町１丁目９の１、☎33-4545）へ。

スポーツ指導者講習会

■■時時１月16日（日）、午後１時～５
時（受け付けは午後０時30分～）
■■所所青森県武道館（豊田２丁目）会
議室
■■内内アスリートに必要な栄養とトレ
ーニング（座学）、パフォーマン
ス能力を発揮するためのコンディ

ショニング（実技）
■■定定スポーツ指導者・関係者（保護
者、マネージャーなど）＝ 50人
（先着順）　■■￥￥ 1,000 円
■■問問１月５日（水）までに、スポネ
ット弘前事務局（☎ 32-6523）
へ。

ストレッチ体操教室

■■時時１月 17日～３月 28日の毎週
月曜日、午後１時 30 分～２時
30分
■■所所弘前B&G海洋センター
■■内内ストレッチ体操、簡単な筋力ト
レーニング
■■定定市民＝ 25人程度　■■￥￥無料
■■問問 12 月 20日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で弘前B&G海
洋センター（〒 036-8057、八
幡 町 １ 丁 目 ９ の １、 ☎ 33-
4545）へ。

■■時時…とき　■■所所…ところ　■■内内…内容　■■定定…定員・対象　■■￥￥…参加料　■■持持…持ち物　■■問問…問い合わせ・申込先

障がいのある小学生の
B&G水に親しむ体験会
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健康の掲示板
弘前市保健センター（健康増進課、〒 036-8711、野田２丁目 7 の１、☎ 37-3750）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況などによって適宜見直す
ことがあります。ご理解とご協力をお願いします。

弘前市　集団検診 検索健康と福祉ごよみ 検索

健康と福祉ごよみはこちらから インターネット予約はこちらから

検　診 　市で実施している健（検）診の詳しい内容は、毎戸配布している「健康と福祉ごよ
み」をご覧ください。健（検）診を受診し、精密検査の判定があった場合は、早めに
医療機関を受診しましょう。

母子保健 　対象者には個別に通知しています。詳しくは個別通知をご覧ください。
　健診受診の際は、母子健康手帳の持参を（★の健診は健康診査票が必要）。

名　称 とき　・　内容
乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児★ 保健センターでの健診日＝ 12 月 15 日（水）・16 日（木）／受付＝午後０時 20 分～１時 55 分
※保健センターでの健診を受ける前に必ず各指定医療機関での個別健診の受診を。 〈※１〉

３歳児 12 月８日（水）・９日（木）／受付＝正午～午後１時 25 分　〈※１〉
２歳児歯科★ 各指定歯科医療機関での個別健診

離
乳
食
教
室

初期
（４～ 6 か月児）

１月 17 日（月）、①午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分／②午前
11 時 20 分～正午（いずれも開始 10 分前から受け付け）〈※１〉

12 月 15 日（水）までに、駅前
こどもの広場（駅前町、ヒロロ
3 階、☎ 35-0156、午前 10 時
～午後６時、土・日曜日、祝日
も可）に申し込みを。

中期・後期
（7～11か月児）

１月７日（金）、①午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分／②午前
11 時 20 分～正午（いずれも開始 10 分前から受け付け）〈※１〉

〈※１〉…予約制です。詳しくは個別通知をご覧ください。

名　称 内容 とき ところ

こころの
健康相談

本人や家族のこころの悩み、新型コロナウイル
ス感染症などの影響による生活への不安や悩み

12 月 14 日（火）、午前９時～正午（相談
日の前日までに予約が必要。「こころの病気」
の治療をしていない人を優先）

弘前市
保健センター

（野田２丁目、
☎37-3750）のびのび

子ども相談
発達相談（ことばについて心配、落ち着きがな
いなど）／対象＝市民で 1 歳以上の幼児とその
家族／母子健康手帳の持参を

平日の午前９時 30 分～午後３時、１組あた
り１時間程度（相談日の前日までに予約が
必要）

各種相談

おすすめポイント♥

炊き込みチキンライス
File.120弘前市食生活改善推進員会 炊飯器でお手軽レシピ

炊飯器一つで肉と野菜がたっぷりとれるお手軽
レシピ♪栄養の力を引き出すには、いろいろな食
品を組み合わせることが大事。毎日の食事はバラ
ンスよく、たんぱく質をとって免疫力を高めよう！

■１人分の栄養量
エネルギー／ 520kcal、たんぱく質／ 22.1g、脂質
／ 15.0g、カルシウム／ 24mg、食塩相当量／ 1.5g

米……………………… ２合
鶏もも肉………………400g
玉ねぎ…… 100g（１/２個）
にんじん …… 60g（１/２本）
ピーマン …… 50g（２個）

ケチャップ … 大さじ６
塩 ……………… 少々
こしょう ……… 少々

コンソメ（顆粒） … 小さじ２

◆

 材 料 ①米を洗い、30分以上水に浸す。
②鶏もも肉は一口大に切り、◆の調味料と混ぜて
15分以上おく。材料の野菜は５mm角に切る。
③炊飯器に水を切った①の米と米の分量よりやや
少なめの水を入れる。コンソメを入れ、ピーマ
ン以外の野菜をのせて、かき混ぜずに炊飯する。
④炊き上がったら、ピーマンを混ぜて５分くらい
蒸らして出来上がり。
※炊き込みご飯は、炊飯器の容量の半分程度の米で作り、具をかき混ぜない
で炊くこともポイントです！

４人分

うになりました。感染が心配な人は早めに検査
を受けましょう。

【検査を受けるためには】
　相談・検査は、電話かインターネットで予約
の上、匿名・無料で受けることができます。ま
た、希望により、性器クラミジア感染症、梅毒
の検査も同時に受けられます。
■問い合わせ先　弘前保健所（下白銀町、弘前
健康福祉庁舎２階、☎38-2389）

12 月 1 日は世界エイズデー
Think Together Again

今年のテーマは、「レッドリボン 30 周年～
Think Together Again ～」です。HIV・
エイズに関する検査や治療、支援などの正しい
知識を得て、HIV 検査の受検促進や差別・偏
見の解消につなげていきましょう。
　治療法の進歩により、HIV 陽性者は感染の
早期把握、治療の早期開始・継続によりエイズ
の発症を防ぐことができ、HIV に感染してい
ない人と同等の生活を送ることが期待できるよ

◀インターネット予約は
こちら（青森県 STOP 
AIDS ホームページ）

定期予防接種など
【子どもの定期接種】
定期の予防接種は、ワクチン

で防げる感染症の発生やまん延
を予防するためにとても重要で
す。体調の良い時に計画的に接
種しましょう。
　令和４年度に小学校に入学す
る予定の幼児で、麻しん風しん
混合２期の予防接種を受けてい
ない人は早めに受けましょう。
また、２種混合（ジフテリア・
破傷風）は13歳になると有料に
なりますので、できるだけ小学
校６年生までに接種しましょう。

【小児インフルエンザワクチン
の接種費用助成】
　対象者には、インフルエンザ
予防接種１回分の無料助成券を
送付しています。
▼実施期限　令和４年１月 31

日（月）まで
▼対象　６か月以上の未就学児
※接種の際は、助成券と母子健
康手帳を忘れずに医療機関に提
出してください。

【高齢者インフルエンザ予防接
種】
接種を希望する人は、『健康

と福祉ごよみ』の 20ページか
ら掲載されている「予防接種が
できる医療機関」を確認し、直
接医療機関に問い合わせてくだ
さい。
▼実施期限　令和４年１月 31
日（月）まで
▼対象　① 65歳以上の人、②
60 歳～ 64 歳の人で心臓、腎
臓、呼吸器および免疫機能に障
がいのある人（内部障がい１級
程度）
▼自己負担　1,600 円（生活
保護受給者は無料）

【冬休み親子食育教室】
▼と き　令和４年１月８日
（土）・９日（日）の午前 10時
30分～ 11時 45分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　食育講話…「朝ごはん
の大切さ」、調理実習…フルー
ツサンドイッチ、じゃが芋ツナ
チーズ焼き
▼対象　市内の小学生とその保
護者＝各日10組（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　エプロン、三角巾
▼その他　乳製品､ 小麦粉等の
食材を使用します／試食はせず
に料理を持ち帰ります。
▼申し込み方法　12月 20日
（月）までに保健センター（☎
37-3750）へ電話で申し込みを。

その他のお知らせ
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※
川
柳
は
、
す
べ
て
応
募
者
の
表
記
に
し
た
が
っ
て
い
る
た
め
、
一
部
当
て
字
な
ど
で
表
記
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

１月１日号の投稿募集

★問い合わせ・応募先
広聴広報課（〒 036-8551、上白
銀町１の１、市役所２階、☎ 35-
1194、ファクス 35-0080、Ｅメー
ルkouhou@city.hirosaki.lg.jp）

　お題から自由に発想して、一句ひ
ねってみてください。
▼応募方法 次の事項を記入し、郵
送、持参、ファクスまたはＥメール
で応募を。
①住所・氏名・ペンネーム（希望者
のみ）・電話番号
②川柳（１人一句まで）
※応募多数の場合は、掲載されない
場合もあります。

▼対象 令和４年１月に１歳の誕生
日を迎える市内在住の子
▼掲載内容　子どもの写真・氏名（ふ
りがな）・生年月日・住所（町名・
丁目まで）
▼応募方法　①写真１枚（プリント
またはデータ）に、②子どもの氏名
（ふりがな）・生年月日・住所・保護
者氏名・電話番号を添えて、郵送、
持参またはＥメールで応募を。

１歳の記念に写真を
掲載しませんか

応募締め切り
12 月７日（火・必着）

※ E メールで投稿した人には受信完
了メールを自動配信しています。
メールが届かない場合は広聴広報課
へご連絡ください。

工
くどう

藤 愛
みいな

捺ちゃん
R2.12.14生（清原４）

 

工
くどう

藤 凰
おうが

魁ちゃん
R2.12.14生（紺屋町）

久
く ぼ た

保田 紬
つむぎ

暉ちゃん
R2.12.1生（福田 1）

齋
さいとう

藤 世
せ な

梛ちゃん
R2.12.5生（前坂）

間
まやま

山 師
しのん

暖ちゃん
R2.12.15生（種市）

古
こがわ

川 心
まなと

都ちゃん
R2.12.31生（清水森）

早
はやかり

狩 紘
こうこ

子ちゃん
R2.12.22生（国吉）

12

平
ひらの

野 絢
あやこ

子ちゃん
R2.12.18生（外崎 5）

丸
まるやま

山  翼
つばさ

ちゃん
R2.12.31生（樹木２）

工
くどう

藤 悠
ゆ き な
妃那ちゃんR2.12.10生（宮園 4）

種
たねだ

田 瞬
しゅんすけ

諒ちゃん
R2.12.7生（樹木 2）

斉
さいとう

藤 衣
い ぶ き

歩希ちゃん
R2.12.23生（高田２）

田
たなか

中 湊
みなと

翔ちゃん
R2.12.4生（種市）

工
くどう

藤 柚
ゆずは

葉ちゃん
R2.12.4生（城東 5）

國
くによし

吉 美
み ゆ き

幸喜ちゃん
R2.12.4生（駅前町）

三
みかみ

上 琉
る い

云ちゃん
R2.12.29生（宮園４）

福
ふくだ

田 透
とうや

矢ちゃん
R2.12.28生（若葉 1）

中
なかにし

西  愛
いと

ちゃん
R2.12.18生（城西 3）

山
やまもと

本  雅
みやび

ちゃん
R2.12.27生（土堂）

葛
くずはら

原 京
きょうの

乃ちゃん

R2.12.28生（袋町）
相
そうま

馬 雫
しずく

玖ちゃん
R2.12.18生（大富町）

中
なかさと

里 宗
むねみつ

光ちゃん
R2.12.1生（茂森町）

藤
ふじもと

本 真
しんじ

司ちゃん
R2.12.21生（土堂）
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各地で行われた
イベントやまちの話題を
お届けします★

　弘前の魅力を切り取ったインスタグラムの投稿
写真をいくつか紹介します。
　あなたも弘前の「いいかも‼」と思う魅力を見
つけて、写真を投稿しませんか？
　ハッシュタグ#ecomeonhirosakiをつけ
て、寒さ深まる景色や街の風景を投稿してくださ
い。投稿された写真は、市公式インスタグラムや
広報ひろさきで紹介することがあります。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 40-0494）

市 公 式 イ ン ス タ グ ラ ム
「 い い か も！！ 弘 前 」
（@e_comeonhirosaki）

今月の納税

納期限

12/28（火）
納税には便利な口座振替を
ぜひご利用ください。

国民健康保険料　第６期
介護保険料　第６期
後期高齢者医療保険料　第６期

■問い合わせ先　環境課廃棄物政策係（☎32-1969）

たか丸くんの

令 和 ３ 年 ９ 月 の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,992t
不用品は賢くリユースを♪
年末の大掃除で出た不用品は捨てず
にリユース！市が運営するリユース促
進掲示板（QRコード）も活用してね。

9t 減！
（昨年同月比）

＠ tocchibare＠ tocchibare

@niyoko38@niyoko38@sayo.aomori@sayo.aomori

＠1＠1st.ave.landmarkst.ave.landmark

こんなときは
どうするの！？

QQ お歳暮やお年賀で毎年たくさん食べ物をいただ
くの。どこかに寄付できないかしら？

Ａ市と連携して子ども食堂などを支援する「みらい
ねっと弘前」のフードボックスに寄付しませんか？

▼フードボックス設置場所
 ●市役所前川新館１階中庭入口  ●弘前商工会議所１階
 ●岩木庁舎中央入口  ●青森銀行 弘前支店
 ●相馬庁舎中央公民館相馬館入口  ●東奥信用金庫 市内９店舗
 ●ヒロロスクエア総合行政窓口  ●青い森信用金庫 市内４店舗
 ●中南地域県民局入口  ● JAつがる弘前 本店
▼必要な食品　乾麺、缶詰、インスタント食品、菓子など
■問い合わせ先　企画課（☎40-7021）

　「こんなときはどうしたら…？」市役所に寄せられた市民の皆
さんの声などをもとに、身近な疑問の解決方法やくらしに役立つ
情報をたか丸くんが紹介します。

① 賞味期限が
1カ月以上
②未開封
③生鮮食品以外
④ 包装や外装が破損
していない
⑤ 包装や外装を移し
替えていない

以下の全てに
あてはまる食品を
持ってきてね♪

③生鮮食品以外

▲ ボックスに食品を
入れてください弘前ポスター展　ワークショップ

地 元高校生が広告の最前線で活躍するクリエイ
ターにノウハウを学びながら、地元商店のポ

スターを制作しました。完成したポスターは土手町商
店街などに展示しています（展示は1月10日まで）。

10月 16日・17日・23日・24日　土手町商店街

弘前城菊と紅葉まつり

東目屋男
ダ ン デ ィ ズ ム

Dyism「メヤダン限定りんごBOX」発表会 

10 月 29日　東目屋公民館（中野字中豊田）

花 のアートや紅葉で彩られた弘前公園に約４万
3,000人が訪れ、感染症対策を行いながら散

策や撮影などを楽しんでいました。夜は色とりどり
の光の空間で、カップルなどが「願いが灯る りんご
の木」のアートに明かりを灯すなどしていました。

11月１日～７日　弘前城植物園（弘前公園内）

東 目屋の大きな寒暖差で育ったおいしいりんご
を首都圏に売り込もうと、地元農家がスタイ

リッシュなスーツ姿で熱い思いを表現したパンフレッ
トと東目屋産りんごのセット商品をPRしました。

ひろさきりんご収穫祭

秋 晴れのりんご公園に２日間で約 5,000 人が
来場。りんごの枝のリース作りやオリジナル

りんご段ボール作りのほか、りんご園の巨大迷路、
りんごクイズラリーなど、りんごづくしの催しを楽
しむ家族連れなどで賑わっていました。

11月６日・７日　りんご公園（清水富田字寺沢）

▲ 制作された
パンフレット



  

広
報
ひ
ろ
さ
き
は
環
境
に
や
さ
し
い

イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

■編集発行■編集発行　弘前市企画部広聴広報課　〒　弘前市企画部広聴広報課　〒 036036--85518551　弘前市大字上白銀町　弘前市大字上白銀町 11--1　1　☎☎ 3535--11111111　　ファクスファクス 35 35--00800080
■■ホームページホームページ      http://www.city.hirosaki.aomori.jphttp://www.city.hirosaki.aomori.jp　■　■公式フェイスブック  公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicityhttps://www.facebook.com/hirosakicity
※「広報ひろさき」は市の主な施設や市内の金融機関、郵便局、スーパーマーケットなどにも備えてあります。

N
o.379

有 料 広 告 有 料 広 告

▲ 秋川雅史さん（歌手） ▲ 夏川りみさん（歌手）

■問い合わせ先　市民会館（☎32-3374）

▼とき
令和４年２月１２日（土）
午後４時～（開場は午後３時）
▼ところ　
市民会館（下白銀町）大ホール
▼入場料　
2,000 円（全席指定／当日2,500円）
※宝くじの助成により特別料金となっ
ています／未就学児は入場不可。
▼入場券発売　12月 11日（土）～
▼入場券販売所
市民会館、ヒロロ１階インフォメー
ション、さくら野百貨店弘前店、中三
弘前店、弘前芸術鑑賞会
※車いす席（４席まで）を希望する人
は市民会館へお問い合わせください。


