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できない場合があります。
※詳しい対象区域や補助金交付
条件については、お問い合わせ
ください。
■■問問環境課環境保全係（市役所２
階、☎36-0677）

　公共下水道の処理区域が、７
月１日から広がります。
▼対象　向外瀬字豊田、百沢字
大平野、百沢字寺沢の各一部
　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。
　また、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。詳細はお問い合わせく
ださい。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

　市ホームページ
では、市内の
朝市や産地直売
所の情報を掲載しています。
　「弘前市朝市・産直
マップ」で検索する
か、QR コードから
ぜひご利用ください。
　また、市ホームページへの掲
載申請も随時受け付けていま
す。掲載を希望する人はお問い
合わせください。
■■問問農政課農産係（☎40-0504）

▼とき　７月 15日
（金）、午後４時 30
分～６時 30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）

下水道の処理区域が
広がります

　市ホームページ

朝市や産地直売

朝市・産直マップの利用を

創業・起業座談会
＆支援制度説明会
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　建設リサイクル法に基づく分
別解体および再資源化などの適
正な実施を促し、法律の実効性
を確保するため、６月をパトロ
ール強化月間とし、全国一斉パ
トロールを実施します。
　当市でも工事現場を中心にパ
トロールを実施しますので、係
員が解体工事現場などに立ち入
る時はご協力をお願いします。
▼実施期間　６月下旬
■■問問建築指導課（☎40-7053）

　家庭からの生活雑排水による
川や海の水質汚濁を防止し、快
適な生活環境を維持するため、
補助制度を設け、合併処理浄化
槽の普及・促進を図っています。
ぜひ補助制度を活用し、生活環
境の維持にご協力ください。
▼対象者　公共下水道や農業集
落排水などの整備計画がない区
域で、一軒家の専用住宅等に合
併処理浄化槽を設置する人、ま
たは設置される住宅を購入する
人（現在すでに合併処理浄化槽
を設置している人を除く）
▼対象となる合併処理浄化槽　
処理対象人員が 10 人以下で、
国庫補助指針に適合するもの
▼補助限度額　５人槽＝35万
2,000円、６～７人槽＝44万
1,000円、８～10人槽＝58万
8,000円
※実際の設置費用か補助限度額
のいずれか少ない額。
▼申し込み方法　環境課に備え
付けの申請書に必要事項を記入
の上、申し込みを。
▼その他　補助金には限りがあ
りますので、申請者全員に交付

建設リサイクル法
全国一斉パトロール

合併処理浄化槽整備補助金
の活用を

１階大会議室
※オンライン（ZOOM）参加可。
▼内容　①専門家からのワンポ
イントアドバイス、②起業体験
談、③創業・起業支援制度説明
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法 県ホ
ームページ（QRコー
ド）に掲載している
申込用紙に必要事項を記入の
上、ファクス、Eメールまたは
電話で申し込みを。
■■問問県商工労働部地域産業課創業
支援グループ（☎ 017-734-
9374、■■ＦＦ 017-734-8107、■■ＥＥ
chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp）

　市内の事業所に就職を希望す
る人を対象とした企業説明会・
面接会です。企業の採用担当者
と直接面接ができるほか、仕事
内容などの相談もできます。
▼とき　７月15日（金）、午後
１時～４時（受け付けは午後０
時30分～３時／入退場自由）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼対象　ハローワークに求職登
録している人（当日の登録も可）
▼参加企業数　15社程度
▼参加料　無料
▼持ち物　履歴書、ハローワー
ク受付票（ハローワークに求職
登録している人）
※事前の申し込みは不要／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 ターン求職者は
Skype（スカイプ）面談が可能
（事前申込制）／当日は３階の託
児室を利用可（事前申込制）。
■■問問 I・M・S（ヒロロ〈駅前町〉

ひろさき就職説明会＆面接会

３階、弘前就労支援センター内、
☎55-5608）

▼とき　７月 20 日（水）、午
前９時30分～午後４時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　おおむね 45歳以上の
在職者=15人
▼受講料　3,300 円
▼申し込み方法　７月６日（水）
までにファクスで申込書を提出
（申込書はホームページからダ
ウンロード可）
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■■ＦＦ 017-777-
1187、■■ＨＨ https://www3.jeed.
go.jp/aomori/poly/）

　みちのく・ふるさと貢献基金
では、県内の地域貢献を目的に、
個人、NPO法人、企業等に助
成金の交付を行っています。
▼応募期間　７月１日（金）～
９月30日（金）
▼応募方法　ホームページから
申請書をダウンロードし、必要
事項を記入の上、提出を。
▼助成金額　必要経費の２分の
１以内で、300万円を限度
■■問問みちのく・ふるさと貢献基金
事務局（☎ 017-774-1179、
■■ＨＨ http://www.michinoku-
furusato.or.jp）

【弘南鉄道が乗り放題！65歳
から利用できるフリーパス】
　弘南鉄道では、65歳以上の
人を対象に、弘南線または大鰐
線の全区間が乗り放題となるフ
リーパスを販売中です。ぜひお

生産性向上支援訓練

みちのく・ふるさと貢献基金
助成事業募集

弘南鉄道をお得に利用しよう

買い求めください。
▼フリーパス内容　シルバーパ
ス…１カ月乗り放題5,000円、
ゴールドパス…３カ月乗り放題
１万5,000円
【弘南線でも本格実施！弘南線・
大鰐線サイクルトレイン】
　電車内に自転車１台を無料で
持ち込みできる「サイクルトレ
イン」を 11月 30日まで実施
中です。駅からの移動に自転車
を利用すれば、沿線のさまざま
なスポットへの移動が楽になり
ます。鉄道でのお出かけ・サイ
クリングにぜひご利用を。
【沿線無料駐車場・指定駐車場
３時間無料サービスの本格実施】
　弘南鉄道では、「弘南線・大
鰐線沿線の無料駐車場」の設定
を 11月 30日まで期間延長し
ているほか、「指定駐車場３時
間無料サービス」も本格実施中
です。ぜひご利用ください。
　詳細は弘南鉄道ホームページ
（https://konantetsudo.jp）
をご覧ください。
■■問問弘南鉄道活性化支援協議会利
用促進部会事務局（地域交通課
内、☎ 35-1124）

　９月４日に青森市
で開催される県民駅伝競走大会
に向けて、弘前市の代表選手選
考会を行います。詳細はホーム
ページで確認を。
▼対象と日程　①小・中学生男
女、一般女子…６月18日（土）、
②一般高校男女…７月 16 日
（土）（①・②共に午後３時から
受け付け）
▼ところ　弘前公園レクリエー
ション広場
■■問問弘前市陸上競技協会（藤田さ
ん、☎ 090-7523-0097〈午
後５時以降〉、■■ＨＨ http://www.
hirosakiriku.sakura.ne.jp）

県民駅伝選手選考会

 

休日在宅当番

（※）…4月から受付時間が変更に
なりました。

◎ 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。
◎ 上記のほか、市急患診療所（野
田 2 丁目、☎ 34-1131）で、
内科・外科・小児科の診療を行
っています。
　休日…午前10時～午後 4時
　夜間…午後 7時～ 10時 30分
※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎ 休日当番の割り当てがない日や
急患診療所の受付時間外は、医
療機関紹介電話（☎ 32-3999）
へお電話ください。

内　科
診療時間…午前９時～正午

７／３ 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

10 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

17 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

24 弘前温泉養生医
院（真土）

☎82-3377

31 弘前温泉養生医
院（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
診療時間…午前10時～午後４時

７／10 いくこ耳鼻科クリ
ニック（南瓦ヶ町）

☎33-6373

24 加藤眼科クリニ
ック（田町５）

☎31-3711

歯 科
診療時間…午前９時～正午（※）

７／３ 松野歯科医院
（上瓦ヶ町）

☎37-8148

10 関歯科医院
（和泉１）

☎26-2789

17 浜の町歯科クリニ
ック（浜の町東３）

☎37-3566

18 毛内歯科医院
（田園４）

☎29-2332

24 梅原歯科医院
（土手町）

☎32-7330

31 清歯科医院
（青山５）

☎37-8020
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