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●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111

 

人の動き PopulationPopulationPopulation

  前月比
・人口 170,268人（－97）
     男 77,938人（－53）
     女 92,330人（－44）
・世帯数 72,033世帯（＋10）
令和２年１月１日現在（推計）

 

休日在宅当番
▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科
…午前10時～午後４時

◎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
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎休日の救急病院などについて
は、消防本部の救急病院案内専
用電話（☎32-3999）へお問い
合わせください。

内　科
3／1 今村クリニック

（松原西２）
☎88-3090

8 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

15 千葉胃腸科内科医
院（石渡３）

☎36-7788

22 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

29 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

耳鼻咽喉科・眼科
3／8 EST クリニック

（福村）
☎29-5500

22 やすはら耳鼻咽喉
科（安原３）

☎88-0087

歯　科
3／１ ふじた歯科医院

（石渡４）
☎37-3118

８ 松山歯科医院
（富田 3）

☎33-2020

15 明本歯科医院
（大町 3）

☎35-4774

20 やぎはしファミリ
ー歯科（富田町）

☎36-4180

22 ひまわり歯科クリ
ニック（早稲田２）

☎29-3738

29 矯正歯科じん歯科
クリニック（大町
２）

☎37-1182

▼掛金　1 人年額 800 円～ 1
万 1,000 円
※団体の活動内容、年齢などに
より異なります。
■■問問スポーツ安全協会青森県支部
（☎017-718-1136）

自動車税（種別割・環境性
能割）の減免制度

　令和元年10月 1日から、自
動車税は「自動車税種別割」、
自動車取得税は「自動車税環境
性能割」に名称が変更されまし
た。身体障害者手帳、戦傷病者
手帳、療育（愛護）手帳、精神
障害者保健福祉手帳の交付を受
けている人またはその人と生計
を一にする人が、これらの手帳
の交付を受けている人のなりわ
い、通院、通学などのために自
動車を利用している場合で、そ
の障がいの程度や自動車の使用
状況などが一定の条件に該当す
るときには、申請により自動車
税（種別割・環境性能割）の減
免を受けることができます。詳
しくはお問い合わせください。
※軽自動車税については、市民
税課へお問い合わせください。
■■問問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎32-4341）

弘前税務署からのお知らせ

【所得税・消費税・贈与税確定
申告書作成会場の開設】
▼とき   ２月 17日～３月 16
日の平日、午前９時～午後４時
▼ところ  市立観光館（下白銀
町）１階多目的ホール
※申告書の作成指導等を希望す
る人は、開設期間中に市立観光
館へお越しください。
※混雑状況によっては、受け付
けを早めに終了する場合があり
ます。開設時間内に申告書を作
成できるよう午後３時前のご来

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　サポートセンターでは、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。これまでに 17組が
成婚に至りました。休日登録会
は、毎月第４日曜日開催、事前
予約不要で当日受付していま
す。
▼とき　２月23日（日）
　　　　正午～午後４時
▼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〉）

スポーツ安全保険に
加入しましょう

　スポーツ安全保険
とはスポーツ活動、
文化活動、ボランティ
ア活動、地域活動な
どを行う社会教育活
動（４人以上の団体）
を対象とした保険です。
▼対象となる事故　団体活動
中、往復中の事故など。
※自動車事故による賠償責任保
険は適用外です。
▼補償内容　傷害保険（通院、
入院、後遺障害、死亡）、賠償
責任保険、突然死葬祭費用保険
▼加入受付期間　３月２日～翌
年３月30日
▼保険期間　４月１日の午前０
時～翌年３月 31 日の午後 12
時まで
※令和２年４月１日以降に加入
手続きをした場合は、翌日の午
前０時から翌年３月 31日午後
12時まで。

▼とき　2 月 28日（金）、3月 6日（金）・13日（金）・
19日（木）の午前9時から（なくなり次第終了）
▼ところ　弘前公園内 ｢緑の相談所｣ 前
▼その他　①1人3本まで。ただし、販売目的等での持ち
帰りは禁止します。／②作業状況や天候により準備できな
い場合もありますので、ご了承ください。
※せん定作業中は高所から枝の落下があるなど、大変危険
ですので近づかないようにしてください。
■問公園緑地課（☎33-8739）

弘前公園のせん定した桜の枝を無料で配布します。

場にご協力ください。
※会場の駐車場は有料です。ま
た、駐車台数には限りがありま
すので、お越しの際は公共交通
機関等をご利用下さい。
■■問問弘前税務署個人課税第一部門
（☎32-0331、自動音声に従っ
て「２」を選択）

青森鉄道少年団団員募集

　幅広い活動を通じながら公徳
心豊かな青少年の健全育成を目
的に新団員を募集します。
▼募集期間　２月 17日～３月
19日
▼募集定員　小学校４年生～小
学校６年生＝若干名
※令和２年４月現在の学年。
▼活動内容　乗車マナー啓発活
動、クリスマス会、スポーツ大
会など
※おおむね月１回（土・日曜日）
開催予定。
▼活動場所　県内
▼参加料　年会費 3,000 円、
制服代 1万 4,000 円（入団時
のみ）
■■問問青森鉄道少年団事務局（☎
017-734-6734、平日の午前
９時～午後４時）

弘前日本語クラブ
ボランティア募集

　弘前近郊に住む外国人への日
本語学習をサポートするボラン
ティアを募集しています。また、

日本語を勉強したいという外国
人も募集しています。
▼活動日　毎週金曜日の午後７
時～９時
▼活動場所　ヒロロ（駅前町）
３階ヒロロスクエア
※活動部屋については、クラブ
へ問い合わせを。
▼参加料　前期（４月～７月）、
後期（10月～12月）＝各1,500
円
■■問問弘前日本語クラブ（金子さ
ん、 ☎ 080-5559-7527、
■Ｅ hnc1900@yahoo.jp、 ■Ｈ
http://hnc.g1.xrea.com）

テレビカウンセリング（就
職相談）してみませんか？

　個別就職相談が
できる「テレビカ
ウンセリング」で
す。
▼利用時間　平日の午前９時、
10時 30分、午後１時、２時
30分、４時
※利用は随時可能ですが、上記
の時間での予約をお勧めしま
す。
▼ところ　ジョブカフェあおも
りサテライトスポット弘前（駅
前町、ヒロロ３階、弘前就労支
援センター内）
▼内容　キャリアカウンセラー
による相談や応募書類の添削指
導など
▼対象　15歳～ 44歳の人
▼利用料　無料
▼その他　テレビカウンセリン
グのほかにも、仕事に関する相
談や各種セミナーの開催など、
多様なサポートを行っていま
す。詳しくはホームページをご
覧ください。
■■問問 ジョブカフェあおもりサ
テライトスポット弘前（☎
32-8033、■Ｈ https://www.
jobcafe-aomori.jp/）

桜のせん定枝を無料配布桜のせん定枝を無料配布
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