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Town Information 市政情報

ひろさき生活・
仕事応援センター

風しんの抗体検査と予防接種を
受けましょう

窓口へ

相談

１ ２ ３ ４ ５ ６
生活の状況

を見つめる

あなただけの

支援プランを

作成

支援サービス

の提供

定期的な

モニタリング

真に安定した

生活へ

　ひろさき生活・仕事応援センターでは、仕事や住居、家計に問題を抱えている人に対し、一人ひとり
の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が他の機関と連携して、解決に向けた支援を行い
ます。仕事や生活に困っている人は、まずは「ひろさき生活・仕事応援センター」へご相談ください。

をご活用ください

▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階
▼受付時間　平日の午前８時 30分～午後５時（事前の予約で休日・夜
間の相談も対応可）
■問い合わせ先　生活福祉課就労自立支援室（☎ 38-1260〈相談専用〉）

　あなただけの支援プランを作成 　家賃相当額を支給

　社会、就労への第一歩を支援

柔軟な働き方による就労の場の提供

家計の立て直しをアドバイス

見学・体験を通して仕事を紹介

生活に困りごとや不安を抱えている場合、まず
はご相談ください。支援員が相談を受けて、ど
のような支援が必要かを一緒に考え、具体的な
支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向
けた支援を行います。

離職などにより住居を失った人、または失う恐
れの高い人には、就職に向けた活動をすること
などを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し
ます。生活の土台となる住居を整えた上で、就
職に向けた支援を行います。

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコ
ミュニケーションがうまくとれない」など、直
ちに就労が困難な人に対し、６カ月から１年の
間、プログラムに沿って一般就労に向けた基礎
能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機
会の提供を行います。

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握
し、相談者が自ら家計を管理できるように、状
況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機
関へのつなぎ、必要に応じて貸し付けのあっせ
ん等を行い、早期の生活再生を支援します。

直ちに一般就労することが難しい人のために、
その人にあった作業機会を提供しながら、個別
の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向
けた支援を中・長期的に実施する就労訓練事業
もあります。

無料で職業を紹介します。また、求人票だけで
はわからない企業の情報を、企業の担当者から
直接聞ける機会を提供するとともに、希望者に、
職場見学や一定期間の就労体験・実習の機会を
提供します。

ひろさき生活・仕事応援センター

相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）

実施機関名 住所 電話番号
1 相原内科小児科医院 青山3丁目8の2 33-0055
2 青山胃腸科内科クリニック 川先2丁目3の7 27-2323
3 青山のむら皮膚科 青山1丁目10の1 34-8822
4 アップルロードクリニック 清水森字沢田21の1 89-1239
5 あらいこどもクリニック /
眼科クリニック

城東中央4丁目2の8 27-2233

6 石沢内科胃腸科 新町151 34-3252
7 いちろうクリニック 早稲田4丁目1の5 26-1692
8 いとう胃腸科内科クリニッ
ク

早稲田2丁目8の7 29-3113

9 伊東クリニック 元大工町36の1 32-0630
10 いわね内科胃腸科医院 浜の町西2丁目1の5 38-0057
11 梅村医院 石渡1丁目1の6 32-3593
12 おおはしクリニック 青山2丁目1の3 37-5225
13 大開ファミリークリニック 大開1丁目3の3 88-2120
14 大町内科クリニック 大町1丁目14の3 31-3511
15 小笠原クリニック 門外4丁目4の39 29-2381
16 オリーブ会診療所 城西1丁目8の7 55-5908
17 かきざき小児科アレルギー
科クリニック

神田2丁目6の7 31-2233

18 河内小児科・内科クリニッ
ク

松原東2丁目14の2 88-1010

19 桔梗野こども・おとなクリ
ニック

桔梗野2丁目13の5 38-3080

20 菊池医院 富田町8の1 39-1234
21 工藤医院 石川字石川97 92-3316
22 倉田医院 元寺町18 37-3411
23 健生クリニック 扇町2丁目2の12 55-7707
24 こいし内科クリニック 松原東2丁目5の2 87-7111
25 弘愛会病院 宮川3丁目1の4 33-2871
26 康安外科内科医院 栄町1丁目2の6 33-6262
27 国立病院機構　弘前病院 富野町1 32-4311
28 児島小児科 北川端町24 32-0506
29 五所の診療所（抗体検査の
み）

五所字野沢39の13 84-2311

30 小堀クリニック 中野2丁目2の2 32-7146
31 さがらクリニック 桔梗野1丁目3の3 37-2070
32 佐藤内科小児科 取上医院 取上2丁目17の1 33-1191
33 沢田内科医院 茂森新町1丁目6の4 37-7755
34 サンタハウスクリニック 大川字中桜川19の1 99-1799
35 産婦人科　鈴木クリニック
ＨＧ

笹森町44の10 37-2230

36 下田クリニック 城東中央4丁目1の3 27-2002

実施機関名 住所 電話番号
37 城東クリニック 城東中央3丁目4の10 26-2800
38 城東こどもクリニック 城東北4丁目4の20 29-3111
39 聖康会病院 和泉2丁目17の1 27-4121
40 関医院中津軽診療所 賀田1丁目14の2 82-3006
41 そうまクリニック 八幡町2丁目8の4 32-2222
42 副島胃腸科内科 稔町8の1 38-8080
43 たかはし内科胃腸科小児科 取上2丁目9の1 38-2211
44 田口小児科医院 徳田町36 34-1213
45 たむら内科クリニック 清水1丁目9の8 37-1233
46 千葉胃腸科内科医院 石渡3丁目13の2 36-7788
47 富野町内科医院 富野町8の3 35-3335
48 なりた内科クリニック 安原2丁目1の13 87-7788
49 ナルミ医院 南川端町13 33-1507
50 鳴海病院健康管理センター 品川町19 37-2550
51 のだ眼科・血管内科クリニッ
ク（抗体検査のみ）

神田3丁目2の11 33-6622

52 場崎クリニック 代官町86の2 38-6600
53 はせがわ内科クリニック（抗
体検査のみ）

賀田1丁目3の2 82-1182

54 畑山医院 石川字春仕内97の1 92-2115
55 早川内科肛門科 安原3丁目7の5 87-7700
56 弘前市立病院 大町3丁目8の1 34-3211
57 弘前中央病院（抗体検査の
み）

吉野町3の1 36-7111

58 弘前脳神経外科クリニック 大清水4丁目8の3 88-5212
59 弘前メディカルセンター 大町2丁目2の9 35-1511
60 弘前レディスクリニック 駅前町8の1　

大町タウンビル3Ｆ
35-2110

61 福士内科医院 松森町53の1 32-1016
62 福原循環器内科クリニック 上鞘師町17の3 32-0528
63 藤盛医院 品川町27の1 32-0974
64 婦人科　さかもとともみク
リニック

早稲田3丁目20の6 29-5080

65 満天クリニック 笹森町37の27 33-3001
66 むらなか小児科内科 早稲田2丁目7の2 29-3232
67 恵こどもクリニック 宮川1丁目2の2 36-4152
68 守屋内科 駅前3丁目2の1

イトーヨーカドー 6Ｆ
31-2565

69 山形内科クリニック 松森町124 37-5811
70 ゆざわ産婦人科クリニック 品川町48 35-4635
71 よしだ耳鼻科・小児科 中野2丁目1の15 33-2306
72 弘前市医師会健診センター
（抗体検査のみ）

野田2丁目7の1 39-6611

※全国の実施機関については、厚労省HP<https：//www.mhlw.go.jp> から「風しんの追加的対策に
ついて」でご確認ください。

弘前市の実施医療機関等一覧

　風しんの追加的対策（風しん第５期定期接種）
は、令和４年３月までの３年間、風しんの抗体保
有率が低い、昭和 37年４月２日から昭和 54年
４月１日までに生まれた男性を対象に、国が全国
的に実施します。まず、風しんの抗体があるかを

検査し、その結果、抗体価が低い人はワクチン接
種の対象となります。今年度対象の昭和47年４
月２日～昭和 54年４月１日生まれの男性に無料
クーポン券を送付しました。ぜひ受診しましょう。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

※予約が必要な場合があるので、事前に問い合わせを。




