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▽支給対象者　後期高齢者医療制度に加入し、医療費
と介護サービス費の両方を負担している人
※世帯内に後期高齢者医療制度に加入している人が複
数いる場合は、世帯で合算します。
▽計算対象期間　毎年８月１日から７月31日までの
１年間
▽支給額　所得区分に応じて自己負担限度額（下表）
があり、支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、
超えた分が支給されます。

▽支給申請　支給を受けるには申請が必要です。支給
の要件に該当すると思われる世帯には、２月下旬に青
森県後期高齢者医療広域連合から支給申請のお知らせ
を送付しますので、届いた人は担当窓口に申請してく
ださい。なお、計算対象期間の途中で後期高齢者医療

後期高齢者医療
高額医療・高額介護合算療養費

支給申請を受け付けます

所 得 区 分 自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一　　　　　般 56万円
低　所　得　Ⅱ 31万円
低　所　得　Ⅰ 19万円

低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の場合
低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税であり、世帯員全
員の各所得が０円である場合

お忘れお忘れ
なく！なく！
お忘れ
なく！

制度に加入した人や、転入してきた人などがいる世帯、
７月31日時点で後期高齢者医療被保険者の資格を死
亡・生保加入により喪失している人がいる世帯には、
支給対象となる世帯であっても、申請のお知らせが送
付されない場合もありますので、対象になると思われ
る人はお問い合わせください。
▽申請に必要なもの
○支給申請書
○後期高齢者医療被保険者証
○介護保険被保険者証
○印鑑（スタンプ印不可）
○通帳（コピー可）など、口座情報の分かるもの
※被保険者が亡くなっている場合は、受領申立書の提
出が必要です。
※被保険者以外の人が申請または受領する場合は、委
任状が必要です。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている場合は、
市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
※計算対象期間中に、ほかの医療保険や介護保険に加
入歴があり、医療費、介護サービス費の負担がある場
合は、それらの保険の自己負担額証明書が必要です。
▽問い合わせ・申請先　国保年金課高齢医療係（市役所
１階、窓口156、☎ 40・7046）

　市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種をする
人に対して、接種費用の負担軽減事業を３月31日ま
で実施しています。
▽対象　弘前市に住所を有する人で、次のすべてに該
当する人
①接種日現在、後期高齢者医療制度に加入している人
②５年以内に肺炎球菌ワクチンを接種していない人
で、ワクチン接種を希望する人
▽助成額　ワクチン接種に要する費用の一部＝

3,000円
※接種料金は医療機関により異なりますので、指定医
療機関が定める接種料金から助成額（3,000 円）を
差し引いた金額でお支払いください。
▽接種方法など　事前に医療機関に確認し、接種時は
後期高齢者医療被保険者証を必ず提示してください。
▽問い合わせ先　健康推進課（弘前市保健センター内、
☎37・3750）

市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種をする
人に対して、接種費用の負担軽減事業を３月31日ま
で実施しています

3,000円
※接種料金は医療機関により異なりますので、指定医
療機関が定める接種料金から助成額（3 000 円）を

高齢者肺炎球菌ワクチン高齢者肺炎球菌ワクチン
接種費用を助成します接種費用を助成します
高齢者肺炎球菌ワクチン
接種費用を助成します
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今回の取り組みから得た、より良い地域づくり（自殺対策）のアイデア

①人との交流…周囲の人と助け合い、支え合う関係づ
くりは、心の安心感につながります
②活発な集会所活動…新たな交流を生み出すきっかけ
の場となります
③町会、町会役員への信頼…地域のリーダーへの信頼
が高まるほど、地域住民の交流が活発になります
④自分でできることは自分で行う…心の不調に対して
は趣味や生きがい、健康づくりに取り組むなど、自分

なりの対処法を持つことが大切です
⑤住みよい住環境…高齢になっても生活に便利な地域
であることが、健康と安心を支える一因です

　今後は、市民の皆さんと行政、関係機関で問題や課
題を共有し、「なんとかしたい」という共通の思いを
持ちながら、どんなことができるかをみんなで考えて、
支え合う地域づくりに取り組むことが必要です。

今号では、「見守り」のため、高崎町会で実施し
た「弘前市安心して暮らせる地域づくり事業」に
ついてお知らせします。

弘前市安心して暮らせる地域づくり事業
　この事業は、町会の全面的な協力のもと、町会に住
んでいる人を対象にアンケートやインタビューを行
い、地域の現状を把握するとともに、問題点の解決に
向けて一緒に考えていくものです。
　このように支え合う地域づくりに取り組むことで、
当市における自殺予防活動の推進を図ることを目的と
しています。

インタビュー結果【調査協力者：23人（男13人・女10人】

1 Question

この地域で安心して暮
らせていますか？

Answer

すべての人が「はい」と答えま
した。
※その要因として…家族以外の
人との交流がある、町会活動・集
会所行事が盛ん、町会への信頼
が厚い、趣味や生きがいがある

2 Question

困ったことはありませ
んか？

Answer

○経済不安
○雪問題
○病気・健康問題
○住環境
○高齢者の増加
などが挙げられました。

3 Question

困ったことをどのよう
に解決していますか？

Answer

○心と体を大切にする
○地域での見守り
○人との交流
○町会活動・集会所行事への参
加
などが挙げられました。

アンケート結果【調査協力者：61人（男19人・女42人】

　この結果から、地域での暮らし
については、ほとんどの人が満足
し、地域でお互いに協力し合って
いることがうかがえました。
　これは、「安心して暮らすため
に必要なことは、町会組織や町内
の人など地域のつながりである」
と考えているといえます。このまちを、ほこりに思っていますか

0 50 100

町の人は、高齢者への優しさがありま
すか

近所の人と、よく話をしますか

住んでいる地域に愛着がありますか

子どもが危険なことをして遊んでいる
のを注意しますか

お互いに助け合う気持ちがありますか

（％）

よく（大変）ある

まあまあある

あまりない

ない

無回答

地域での暮らしについて

高崎町会　安心して暮らせる地域づくり事業
住民事業説明会

自殺予防 ～気づき　つなぎ　見守り～　のために

地域のきずなを　
見直しませんか？
～高崎町会　安心して暮らせる地域づくり事業から～

平成23年度　心の健康づくり対策

　市では、「弘前市アクショ
ンプラン2010」の「約束
５　命と暮らしを守りま
す」に基づき、自殺者数の
減少を目指し、次のとおり
心の健康づくり・命の尊さ
教育などを実施して自殺予
防を図っています。
　これらは心の病気の知識
を持ち、心の問題を抱えて
いる人の悩みや苦しみに早
く気づき、専門の相談機関

５年間で約300人が自殺

　市の自殺者数は過去５年間で見
ると、平成 17年の 74人をピー
クにほぼ横ばい傾向が続いていま
す。しかし、自殺死亡率は全国に
比べて高い状況にあります。
　原因・動機は、経済・生活上の問
題が多く、年代・性別的には、こ
れまでは働き盛りの男性が多くを
占めていましたが、近年は大きな
特徴が見られなくなっています。

0

10

20

30

40

50

60

70

80

当市の自殺者数
当市の自殺死亡率
青森県の自殺死亡率
全国の自殺死亡率

平成17年
　  74
　 39.1
　 36.7
　 24.2

　 18年
　  58
　 30.9
　 31.0
　 23.7

　 19年
　  57
　 30.6
　 33.4
　 24.4

　 20年
　  50
　 27.1
　 34.1
　 24.0
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■問い合わせ先　健康推進課（☎37・3750）

　自殺死亡率全国１位の秋田県が行った調査か
ら、「うつなどの心の病気について正しい知識を
持っていること」と併せて、「近所の人とお互い
に助け合う気持ちがある人」が多い地区ほど、う
つ状態を示す値が少ないことが分かりました。

　これは、人間関係のきずなが強い地区ほど、心
の健康が保たれているということが推察されま
す。秋田県では地域のきずなが自殺予防対策とし
て見直され、さまざまな取り組みが成果を挙げて
います。

地域づくりと自殺予防の関係

につなぎ、支えながら温かく見守ることをねらいとし
ています。

「気づき」のために………
○自殺予防に関する知識の普及
・こころの健康づくり講演会
○自殺対策普及啓発事業
・ポスターの作製・掲示
・グッズ（タオルや使い捨てカイロ）の作製・配布
・市長によるラジオCMの放送（FMアップルウェー
ブ：毎週月・金曜日の午前７時台と午後５時台）
「つなぎ」のために………
○こころの健康相談・電話相談
○市職員への自殺予防関係者研修
「見守り」のために………
○東学区高崎町会でのモデル事業
・弘前市安心して暮らせる地域づくり事業

▼

自
殺
予
防
ポ
ス
タ
ー
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　土手町蓬莱広場から弘
前駅前公園まで、歩いて
ごみ拾いを行う「まちか
ど広場クリーン大作戦」
には、市民 100 人が参
加しました。

環境ニュース環境ニュース環境ニュース

　ひろさき環境パートナーシップ21には５つのグル
ープがあり、それぞれがテーマを持って活動していま
す。皆さんも一緒に活動してみませんか。
▽グループ　①生活環境　②農業環境　③快適・文化
環境　④自然環境　⑤地球環境

▽会費　年間1,000円
▽申込先　弘前大学理工学部鶴見研究室（文京町、☎
兼ファクス39・3613）／市環境保全課環境保全係（市
役所２階、☎40・7035）

平成 23年４月 10日
　こどもエコクラブが
「第８回身近な水環境全
国一斉調査」に参加。弘
前大学の協力のもと、土
淵川や岩木川の水環境の
調査を行いました。

平成 23年６月５日
　小沢小学校の４年生が
「だんぶり池観察会」に
参加しました。

平成 23年６月 28日
　前年に引き続き開催し
た「第２回ひろさきお寺
の日」。弘前文化センター
や市立博物館で、講演会
などを通して仏像の知識
を深めました。

平成 23年 10月１日

「ひろさき環境パートナーシップ21」平成23年度活動状況
「ひろさき環境パートナーシップ21（略称：ＨＥＰ 21）」は、市と環境パートナーシップ協定を結び、市民
参加を重視しながら、連携・協働して、さまざまな環境問題に取り組んでいる市民団体です。

　昨年６月 24 日、城
東小学校（大久保字
西田）と新和中学校
（種市字小島）におい
て朝日新聞記者の中
山由美さんによる出
前講演会が開催され
ました。
　「南極ってどんな場
所なの？」「南極での

学校出前講演会 生活で、何がつらかっ
た？」という児童・
生徒からの質問に対
し、中山さんは写真
や資料を使いながら、
楽しく・分かりやす
く説明しました。
　その後、南極の氷
が解け始めている現状を説明すると、児童・生徒たち
は真剣な表情で聞き入っていました。

入会しませんか？

環境ニュース市政情報
Town Information

を通して感じたことや自然環境の大切さについてのお
話がありました。また、基調講演後のパネルディスカッ
ションでは、有識者による白神山地の魅力や守るべき
ものについてのお話のほか、小・中学生から、自分た
ちが取り組んでいる環
境保全活動についての
発表がありました。
　その後参加者は、会
場の外に置かれた南極
の氷を触ったり、氷の
中の空気が解ける音を
聞いたりしました。
※この事業は全国モーターボート競走施行者協議会か
らの拠出金を受けて実施したものです。

　昨年６月 23 日、環
境月間の６月に合わ
せ、弘前文化センター
（下白銀町）において
「環境月間シンポジウ
ム」が開催されました。当日は、弘前市と西目屋村の
児童・生徒や市民合わせて約440人が来場しました。
　はじめに、南極地域観測隊に同行して越冬した女性
初の観測隊同行記者である、朝日新聞記者の中山由美
さんによる「南極から地球が見える」と題した基調講
演が行われ、写真や映像を交えながら、南極での経験

環境月間
シンポジウム

一人での除雪作業は危険です！
地域一斉の雪おろしなど除雪は必ず２人以上で！

　本年度は例年以上の積雪となっており、雪おろしな
どに伴う事故も多発しています。市民の皆さんも日ご
ろから気象情報などに留意するとともに、雪おろしの

際には一人で作業せず、ヘルメット・命綱などの安全
具を必ず装着するなど、事故防止に努めてください。
▽問い合わせ先　企画課（☎35・1123）

弘前市では、今冬の豪雪で、除雪作業中などの事故により 32人の人的
被害が発生しています（平成24年１月 31日現在）

○水路への転落による死者…10％

▼水路への雪捨ての最中は、滑らないよ
　うに注意！

○屋根からの転落による死者…41％

▼安全帯・命綱とヘルメット、滑りにく
　い靴（厚底は避ける）を着用しよう！

▼命綱は使用前によく点検しよう！

▼スノーダンプは小回りのきくものを使
　おう！

○屋根からの落雪による死者…17％

▼新雪や晴れの日は雪のゆるみに注意！

▼携帯電話を持って作業しよう！

▼家族や隣近所に声を掛けてから作業し
　よう！

○除雪機に巻き込まれた死者…５％

▼雪詰まりの処理は、エンジンを切って
　から！

○屋根からの転落事故の 32％は、はしご
　から

▼はしごは必ず固定する！

▼はしごから屋根への移動時は特に注意！

○転落死者のうち51％が地面に強打

▼建物の周りに雪を残して雪おろし！
○転落死者のうち60％が１階の屋根から

▼低い屋根でも油断しない！

○除雪作業中の発作による死者…８％

▼疲労時は作業しない！

　作業は家族や隣近所にも声を掛け、２人以上で！
　建物の周りに雪を残して雪おろしを！
　晴れの日ほど要注意。屋根の雪が緩みます！
　はしごの固定を忘れずに！

　除雪機の雪詰まりの取り除きはエンジンを切って
　から！
　低い屋根でも油断は禁物！
　作業開始直後と疲れたころは特に慎重に！
　面倒でも命綱とヘルメットの着用を！
　命綱、除雪機など用具はこまめに手入れ・点検を！
　作業のときには携帯電話を持っていく！

命を守る除雪中の事故防止
10箇条

（※事故の割合は平成22年度全国の被害状況）
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…………… 報償金を交付しています……再生資源回収運動

設置場所
市役所本庁舎中庭駐車場（上白銀町1の 1）
総合学習センター正面玄関横（末広４丁目10の 1）
土手町分庁舎玄関向かい（土手町154の 1、市立病院向かい）
岩木庁舎西側駐車場裏（賀田1丁目 1の 1）
相馬庁舎正面玄関横（五所字野沢41の 1）
▽持ち込み可能時間　午前９時～午後５時
▽注意事項　いずれの回収ステーションも、12月 29
日～１月３日は持ち込みができません。また、土手町
分庁舎の回収ステーションは、毎週月曜日も持ち込み
ができません。

……………………………… 回収ステーションを設置しています………新聞紙や雑がみなど

設置場所 利用日・時間 回収古紙 設置者
 生活協同組合コープあおもり

 毎日
 午前10時～午後８時

 新聞紙（折り込みチラシを含
 む）、雑誌、雑がみ  生活協同組合コープあおもり

 ○松原店（松原東３丁目２の９）
 ○西弘店（中野１丁目13の１）
 ○和徳店（野田１丁目１の27）
 ○桜ケ丘店（桜ケ丘４丁目１の５）

 ローソン和徳町店（和徳町95の１）  毎日
 午前８時～午後５時

 新聞紙（折り込みチラシを含
 む）、雑誌、雑がみ、ダンボール

 特定非営利活動法人ＮＰＯ
 もったいない弘前

 健康温泉桃太郎（新里字下樋田66の１） 毎日 午前10時～午後８時
 新聞紙（折り込みチラシを含
 む）、雑誌、雑がみ、ダンボール

 特定非営利活動法人ＮＰＯ
 もったいない弘前

………………………………………… ごみをなるべく出さない工夫を………生ごみの減量化

　家庭から出る「燃やせ
るごみ」のうち、古紙や
生ごみはできるだけリサ
イクルし、「燃やせるごみ」
に出さないことで、ごみ
の減量化に努めましょう。

　再生資源回収運動は、町会や子ども会、ＰＴＡ
などの団体が回収の日時・場所を決め、家庭か
ら出される古紙類などの資源を資源回収業者に
引き取ってもらう自主的なリサイクル活動です。
　このような活動がごみの減量化・資源化につ
ながることから、市は、回収運動を行った団体に、
回収量に応じて報償金（平成23年度は回収量１㎏当たり４円）を交付してい
ます。実施を希望する団体はお問い合わせください。
▽問い合わせ先　環境保全課リサイクル推進係（☎35・1130）

　古紙のリサイクルを進めるため、市では新聞紙や
雑がみ類の回収ステーションを市内５カ所に設置し、
誰でも自由に持ち込めるようにしています。
▽持ち込める雑がみ類　雑誌、書籍、ノート、ハガキ、
封筒、コピー用紙、ポスターなど
※折り込みチラシなどは、新聞紙と一緒に束ねて出し
てください。
▽問い合わせ先　環境保全課リサイクル推進係（☎
35・1130）
　また、事業者・民間団体などによる古紙リサイクルエ
コステーション（下表参照）もご利用ください。

１ （株）弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店

３ ドコモショップ
弘前城東店

４ ドコモショップ
弘前安原店

５ マックスバリュ
弘前城北店

６ マックスバリュ安原店
７ ユニバース堅田店
８ ユニバース南大町店
９ ユニバース城東店
10 いとくアルカディア店

11 生協コープあおもり和徳店
12 マックスバリュ樋の口店
13 マックスバリュ岩木店

14 ヤマト運輸（株）弘前支店弘前白銀センター

15 ヤマト運輸（株）弘前支店弘前城東センター

16 ヤマト運輸（株）弘前支店弘前城南センター
17 さとちょう浜の町店
18 Uマート桔梗野店
19 Uマート弘大前店

１ S･K･K情報ビジネス専
門学校

２ （株）南建設
３ （株）伸和産業
４ セントラル技研（株）
５ 東北電力（株）弘前営業所
６ （株）装美舎
７ （株）弘前事務機器商会

８
リコージャパン（株）
東北営業本部青森支社
弘前営業部

９ （株）第一事務機

10（株）ビジネスサービス弘前支店

11（株）ニチロサンパック青森工場
12 弘前航空電子（株）
13 丸勘建設（株）
14（株）東栄土木工業
15（株）タムロン生産本部
16（株）設備技研オサナイ
17（株）小山田建設
18（有）エルシィホーム

19 キヤノンプレシジョン（株）本社・北和徳事業所

▲エコストア・エコオフィス
認定マーク

20 キヤノンプレシジョン（株）北和徳第二事業所
21（株）弘前水道

22
オリンパスメディカル
サイエンス販売（株）
弘前営業所

23（株）日立ソリューションズ北日本事業所
24 北星交通（株）
25（株）キタコン
26 三光化成（株）弘前工場

27 ニッカウヰスキー（株）弘前工場

28 特別養護老人ホームおうよう園

29（株）青森銀行弘前市役所出張所

30 特別養護老人ホーム白寿園

31 グループホーム　はくじゅ

32 デイサービスセンター白寿園

33 生活支援ハウス　白寿の園
34（株）テクノル弘前支店
35 豊産管理（株）弘前営業所

エコストア認定店

　エコストア・エコオフィス認定制度は、ご
みの減量やリサイクルの推進、省エネルギー
など、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィ
スとして認定し、その取り組みを応援してい
こうという制度です（市が認定している店舗
や事務所は下表のとおり）。
　事業者と市民が一緒になって「安全・快適

36（株）青森銀行弘前支店

37（株）青森銀行津軽和徳支店
38（株）青森銀行土手町支店
39（株）青森銀行松森町支店

40（株）青森銀行弘前駅前支店
41（株）青森銀行城東支店
42（株）青森銀行富田支店
43（株）青森銀行堅田支店
44（株）青森銀行桔梗野支店
45（株）青森銀行亀甲町支店
46（株）青森銀行松原支店
47（株）青森銀行城西出張所
48（株）青森銀行城南出張所

49（株）アペックス弘前営業所

50 音羽電機工業（株）弘前工場
51（株）東管サービス
52（株）大成コンサル

53 日本パルスモーター（株）岩木工場
54 障害者支援施設　千年園
55 北村技術（株）
56（有）弘前農園
57 共立設備工業（株）
58 共立寝具（株）神田工場

59（株）弘前ドライクリーニング工場

エコオフィス認定事務所

※表はともに平成 24年１月末現在のものです（登録順）。網掛けは平成 23年
１月以降、新たに認定された店舗・事務所（会社）です。

なあずましいまち」を実現していくため、あなたの店舗や事務所もエコストア・
エコオフィスになってみませんか。申請手数料などは一切掛かりませんので、ぜ
ひ申請を（詳しくは、市のホームページをご覧ください）。
▽問い合わせ先　環境保全課環境保全係（☎40・7035）

　市では、ごみの減量化や地球温暖化防止のため
に、次のメニューで出前講座を行っています。
　皆さんが知りたいこと、学びたいことを、保育
園児からお年寄りまで、分かりやすくお知らせし
ていますので、一度受講してみませんか。
【環境出前講座メニュー】
①分別ごみとリサイクル
▽内容　ごみ収集の現状（分別ごみのゆくえ、ダ
ンボールコンポストの活用など）
②地球温暖化とくらし

▽内容　地球温暖化による問題
と、わたしたちにできること
③クイズで楽しくエコライフ！
▽内容　地球温暖化について、クイズで楽しく学
習
④エコストア・エコオフィスになろう！
▽内容　事業者向けエコ活動のすすめ
■問い合わせ先　講座の内容について…環境保全
課（☎ 40・7035）／申し込みについて…広報
広聴課（☎35・1194）

環境出前講座のお知らせ

エコストア・　 
エコオフィス

認定制度

ごみの減量化

カラス被害の
ないきれいな
まちにしよう

　次の方法で生ごみの減量化に努めましょう。
①生ごみは堆肥（たいひ）化するなどして、「燃やせ
るごみ」に出さないようにする
○堆肥化容器（町会連合会のあっせん補助あり）を利
用して、生ごみを堆肥化

○ダンボールコンポストを利用して、生ごみを堆肥化
※ダンボールコンポストの作り方は、環境保全課（市
役所２階）で配布している最新の「ごみ分別ガイドブ
ック」や、市のホームページに掲載しています。
②燃やせるごみに出すときは、十分に水切りをする

　市では町会に対し、ごみのステーション（集積所）に利用するネット（防鳥ネッ
ト〈黄色・緑〉）を貸し出していますが、ネットがきちんと使用されていない場
所は、その効果がなく、カラスの被害が絶えな
いようです。生ごみ（燃やせるごみ）を出した
後は、ごみ袋全体を包むようにネットを掛けま
しょう。また、収集日以外に出されたごみは収集
されないため、カラスの格好の餌となります。
ルールをきちんと守りましょう。 入るすき間

がない！

ごみを
つつけ
ない！

環境ニュース 環境ニュース



　   暮らしの
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白神研究会積雪期観察会

【白神山地スノートレッキング～雪
の十二湖を散策しましょう～】
▽とき　３月４日（日）、午前 10
時半～午後３時（雪・雨天決行）
▽集合　午前 10時半、アオーネ白
神十二湖（深浦町松神）駐車場
※送迎を希望する人は、事前に申し
込みをし、当日の午前８時までに弘
前大学（文京町）正門に集合を。
▽コース　十二湖ビジターセン
ター・青池－金山の湧き壺の池巡回
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（先着順）
※小・中学生は保護者同伴で。ま
た、雪の中を３時間半程度歩きます
ので、高血圧や心臓疾患など持病の
ある人は、医師に相談の上、参加し
てください。
▽参加料　300 円（保険料・テキ
スト代として）
▽持ち物　スキーウエア、長靴、オー
バーズボンかロングスパッツ、かん
じきかスノーシュー（持っていない
人には貸し出します）、スキーストッ
ク、昼食、温かい飲み物
▽申込先　３月２日までに、弘前大
学白神自然環境研究所（中村さん
か山岸さん、☎兼■ＦＦ 39・3707 か
39・3706）へ。
※住所・氏名・電話番号・移動手段
をお知らせください。
■問問白神マタギ舎（牧田さん、☎
88・1881）

2012全日本一輪車競技大会
（舞台演技部門）
　県内５団体、県外 10団体による
美の競演です。新たな一輪車の魅力
をお楽しみください。
▽とき　３月18日（日）
　　　午前９時45分～午後３時半
※開場は午前９時15分～。
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽チケット取扱所　豊田児童セン
ター、紀伊國屋書店弘前店、メディ

アイン城東店
■問問 豊田児童センター（☎ 27・
7828）
　

くらしの消費者講座

　「遺言と公正証書について」をテー
マに、公証人である講師が公正証書
に関してお話しします。
▽とき　２月24日（金）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽講師　藤部富美男さん（弘前公証
役場公証人）
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人
▽定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

健康教室
「ひなまつりの健康レシピ」
▽とき　３月１日・２日、午前 10
時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　ひなまつりの料理作り
▽献立　ひし形押しずし、大根サラ
ダ、菜の花のすまし汁、いちご大福
▽定員　各日25人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し
■問問２月 20日から、電話で弘前市民
健康推進協議会事務局（弘前市保健
センター内、☎37・3750）へ。

第１回手作り絵本講習会

～世界に１冊だけの自分のえほんを
つくろう～
▽とき　３月３日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階会議室

▽講師　ささやすゆきさん
▽対象　親子10組（先着順）
▽参加料　１冊につき100円
■問問２月 22日から、弘前図書館（☎
32・3794）へ。　

中級古文書読み方講習会

　弘前図書館が所蔵している藩政時
代の古文書を活用した、古文書の読
み方についての中級の講習会です。
▽とき　３月３日・10日・17日・
24日（計４回）、午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問問２月29日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

津軽の伝統料理とドリーム
キャッチャー作り体験教室
　グリーン・ツーリズムについて、
市内農業者との交流を通して理解を
深めてみませんか。
▽とき　３月６日（火）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　①昔懐かしい油揚げもちと
ナガイモのだまこ汁作り　②りんご
のせん定枝を使ったドリームキャッ
チャー（インディアンに伝わる輪を
基にした魔よけの装飾品）作り
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
■問問２月16日から、弘前市グリーン・
ツーリズム推進協議会事務局（農政
課内、☎40・7102）へ。

水泳教室（背泳）

▽とき　３月７日～ 23 日の毎週
水・金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）

 教室・講座

▽内容　背泳の基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
民＝15人　
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、２月 29 日（必着）
までに温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人まで。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

かっこいい大人養成講座Ⅵ

▽日程　３月11日（日）
①午前の部「ヘルシースイーツ教室」
…午前10時～午後０時半
②午後の部「コミュニケーション能
力アップワークショップ」…午後１
時～３時
※男女問わず参加できます。また、
①②どちらかだけの受講も可。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）①調理実習室　②和室
▽内容　①自分や大切な人のために
作る体にやさしいお菓子＆ラッピン
グ（野菜を使った甘くないマフィ
ン、りんごのマフィン、ホットジン
ジャーエール）　②ワールドカフェ
で話そう（カフェのような雰囲気で
メンバーを替えながら、参加者同士
が少人数で自由に対話するワーク
ショップです）
▽対象　①②ともに 18歳～ 50歳
の市民＝30人程度
▽参加料　① 600 円（材料費とし
て）　②無料
▽持ち物　①エプロン、三角きん、
ふきん　②飲み物、お菓子
■問問中央公民館（☎33・6561）
※火曜日は休館日です。

シンフォニー「成年後見制
度を考える会」講座
　成年後見人として活躍する講師に
よる講座の第２弾です。これまでの
経験や事例を中心に成年後見制度に
ついて理解を深めます。
▽とき　３月 11 日（日）、午後１

 

教室名 主な活動日程 定 員
 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時半～３時半 35人
 クレヨン画教室  毎月第１・３水曜日、午前10時～正午 40人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前10時～正午 20人
 茶道教室（表千家立礼） 毎月第１・３木曜日、午前10時～正午 15人
 茶道教室 （裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前10時～正午 15人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前10時～午後１時 25人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前10時～午後１時 25人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前10時～正午 25人

 歌謡（カラオケ）教室  毎月第２日曜日の午後３時～５時と毎月第   
 ４日曜日の午後２時～５時 40人

 社交ダンス教室  毎月第１・３日曜日、午後１時半～３時半 男性＝15人
女性＝25人

　各教室の受講者を募集します。期
間はいずれも４月～平成 25年３月
の１年間です。
▽ところ　生きがいセンター（南袋
町）
▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材
費が必要）
▽申し込み方法　はがきに住所・氏
名・生年月日・性別・電話番号・教
室名（１人２つまで。健康料理教室
は①または②のいずれか１つ）を記

時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第２会議室
▽テーマ　「事例と後見制度パート
２」
▽講師　三上富士子さん（権利擁護
あおい森ねっと代表）
▽参加料　無料
■問問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（目賀田さん、☎ 37・
0345）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森相談
センターが行う出張相談会です。相
談は予約制ですので、希望する人は
事前に電話で申し込んでください。
▽とき　３月７日（水）
　　　　午前10時～午後４時

▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
■問問消費者信用生活協同組合青森相
談センター（☎青森 017・752・
6755）

市立小学校臨時講師募集

　平成 24年度採用予定の市立小学
校臨時講師を募集します。
▽募集職種　常勤の臨時講師
▽募集人員　若干名
▽募集期間　２月15日～ 29日
▽受験資格　小学校教員免許を有す
る人、または平成 24年３月 31日
までに免許取得見込みの人
▽試験日　３月５日（月）
▽試験場所　岩木庁舎（賀田１丁目）
▽試験内容　個別面接、小論文
▽その他　受験案内は、学務課（岩
木庁舎内）および学務課弘前分室（市
役所２階）で配布します。
■問問学務課学務係（☎82・1640）

入し、２月 29 日（当日消印有効）
までに、生きがいセンター（〒036・
8272、南袋町１の 20）へ。電話
での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合
は、抽選で決定。より多くの市民に
参加してもらうため、同じ教室での
受講が連続して３年を超えない人を
優先し、結果は後日通知します。
■問問 生きがいセンター（☎ 38・
0848）
※月曜日と祝日の翌日は休館日。

 その他

生きがいセンターの教室
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多重債務相談会

　借金の返済が困難となり、複数の
金融機関などから借り入れし、返済
が困難になった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。
　相談を希望する人は、事前予約の
上、債務状況が分かる資料を持参し
てください。詳細は問い合わせを。
▽とき　３月10日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
▽対象　市民
■問問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

健 康 相 談

　健康や栄養について保健師や栄養
士が無料で相談に応じます。相談は
予約が必要ですので、希望する人は
事前に電話で申し込んでください。
▽３月の相談日　６日（火）の午前
９時～午後３時半　
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問問健康推進課（弘前市保健センター
内、☎37・3750）

子ども予防接種週間

　３月１日～７日は子ども予防接種
週間です。
　これにちなみ、通常の診療時間内
に予防接種が受けにくい人に対し、
３月３日・４日に、定期の予防接種
と任意接種であるヒブワクチン、小
児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予
防ワクチンの接種を実施します。特
に麻しん風しん混合ワクチンの２期
（５歳以上７歳未満で小学校就学前
の１年間）、３期（中学校１年生に
相当する年齢の人）、４期（高校３
年生に相当する年齢の人）の予防接
種をまだ済ませていない人は、この
機会に接種しましょう。
　なお、接種には実施医療機関への
予約が必要です。
▽実施医療機関・実施日・実施時間

などの問い合わせ先　弘前市医師会
事務局（☎ 32・2371）／健康推
進課（☎37・3750）

身近なトラブルでお困りの人へ
～民事調停で円満な解決を～
　裁判所には、裁判のほかに、裁判
官や調停委員の立ち会いの下、話し
合いによってトラブルを円満に解決
する「民事調停」という制度があり
ます。裁判よりも柔軟な手続きの下、
時間や費用を掛けずに、トラブルを
円満に解決することができる民事調
停には、「申し立てが簡単」「申立手
数料が訴訟よりも低額」「手続きの
非公開」などの利点もあります。詳
しくは問い合わせを。
■問問青森簡易裁判所民事受付センター
（☎青森017・722・5634）

お急ぎください！
戦没者等の遺族への
　　　　特別弔慰金の請求

　公務扶助料や遺族年金を受けてい
た人が平成 17年４月から 21年３
月までに亡くなるなどし、平成 21
年４月１日において公務扶助料など
の受給権者がいない場合、次の順番
で先順位の遺族１人に第９回特別弔
慰金（額面 24万円、６年償還の記
名国債）が支給されます。請求期限
は４月２日です。対象となる人は、
早めに問い合わせの上、請求を。
▽対象（順位）
①平成 21年４月１日までに「戦傷
病者戦没者遺族等援護法」による弔
慰金の受給権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の（１）父母、（２）孫、
（３）祖父母、（４）兄弟姉妹（戦没
者等との生計関係や婚姻などで順位
は変わります）
④３親等以内の親族（戦没者等との
生計関係を有していた人）
■問問子育て支援課家庭支援係（市役所
１階、窓口109、☎ 40・7039）

成年後見制度をご存じですか

～認知症や知的・精神障がいのある
人の権利や財産を守るために～
　成年後見制度は、認知症や知的障
がい、精神障がいなどにより判断能

力が十分でない人（本人）の権利や
財産を守るためのもので、次の２種
類があります。
▽法定後見　既に本人の判断能力が
低下している場合に、支援者として
家庭裁判所に選ばれた人（成年後見
人等）が本人に代わって財産管理を
したり、必要に応じて契約を結んだ
りします。この場合、預貯金の払い
戻しや解約、遺産分割の協議、不動
産の売買などに際し、本人に不利益
な結果を招かないよう保護・支援し
ます。また、本人が結んだ不利益な
契約を取り消すことができる場合も
あります。
※日常生活の世話や介護などは成年
後見人等の職務に含まれません。
▽任意後見　将来、判断能力が衰え
たときに備えて、「誰に」「どのよう
な援助をしてもらうか」についてあ
らかじめ決めておき、判断能力が十
分なうちに契約しておくものです。
【成年後見制度利用支援事業】
　成年後見制度（法定後見）を利用
する際に必要となる「申立費用」や
「成年後見人等への報酬」を支払う
ことが困難な場合、その全部または
一部を市が助成します。
▽対象　次の①・②両方を満たす人
で、成年後見制度の利用が本人の福
祉を図るために不可欠と判断された
人
①経済的要件　生活保護受給者やそ
れに準ずると認められる人
②住所要件　弘前市に住所を有し、
現に居住する人
※他市町村に住所がある人でも、弘
前市の介護保険に加入している人は
対象になる場合があります。
■問問 福祉総務課総務係（☎ 40・
7037）

自動車税・自動車取得税の
減免制度
　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な
どが、手帳の交付を受けている人の
仕事、通院、通学などのために自動
車を利用している場合で、障がいの
程度や自動車の利用状況などが一定
の条件に該当するときは、申請によ
り、自動車税・自動車取得税の減免

を受けることができます。詳しくは
問い合わせを。
■問問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

自衛官募集

【幹部候補生】
▽応募資格
○一般および技術…20 歳以上 26
歳未満の人（20 歳以上 22 歳未満
の人は大学卒〈平成 25年３月卒業
見込みを含む〉）／ 26 歳以上 28
歳未満の人は大学院修士学位取得者
（見込みを含む）
○歯科…20歳以上 30歳未満の人
○薬剤科…20歳以上 26 歳未満の
人／ 28歳未満の人は大学院修士学
位取得者（見込みを含む）
▽受付期限　４月27日
▽試験日　５月 12日・13日（13
日は飛行要員希望者のみ）
▽試験場所　千年交流センター
（原ヶ平５丁目）を予定
【予備自衛官補】
▽応募資格
○一般…18歳以上 34歳未満の人
○技能…18歳以上で国家免許資格
などを有する人（資格により 53歳
未満～ 55歳未満の年齢上限あり）
▽受付期限　４月４日
▽試験日　４月 13日～ 16日（い
ずれか１日を指定します）
▽試験場所　一般…青森駐屯地（青
森市浪館字近野）、技能…仙台駐屯
地（仙台市宮城野区）を予定
■問問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

平成24年度バナー広告を募集

　市のホームページに掲載する平成
24年度のバナー広告を募集します。
▽市ホームページ（トップページ）

の閲覧状況　平成 23 年：165 万
5,088 回（月平均13万 7,924 回）
※閲覧状況は、平成 24年の閲覧数
を保証するものではありません。
▽掲載枠　６枠
▽掲載位置　市ホームページ（トッ
プページ）右横枠
▽掲載料　１月当たり１枠１万円
▽掲載期間　広告の掲載期間は月単
位です。また、連続して掲載できる
期間は最大 12カ月ですが、年度を
超える期間の申し込みはできませ
ん。なお、掲載期間は、土・日曜日、
祝日、年末年始などにより、月ごと
に異なります。
▽バナーの規格　大きさ：縦 50ピ
クセル、横 170 ピクセル／形式：
ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ／容量：
10キロバイト以下
▽申込期限　４月分からの掲載の申
し込みは３月９日まで、５月以降は
市のホームページに掲載します。
※広告の内容によっては掲載でき
ない場合があります。バナー広告
の掲載を希望する人は、必ず市の
ホームページ（トップ＞有料広告掲
載案内 ＞ バナー広告、■ＨＨ http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
koukoku/banner/index.html）
をご確認ください。
■問問広報広聴課広聴係（市役所２階、
窓口258、☎ 35・1194）

交通災害共済

　１日１円で、家族に大きな安心を。
家族そろって加入しましょう。
【交通災害共済とは？】　
　交通事故でけがをしたり、死亡し
たりした場合に、見舞金や弔慰金な
どが支給される制度です。
　平成 24年度の交通災害共済加入
の受け付けが２月１日から始まりま
した。毎年加入している人も、これ

まで加入していなかった人も、万が
一に備え、家族そろって加入しま
しょう。
▽共済期間　４月１日～平成 25年
３月 31日（４月１日以降に加入し
た場合は、加入した日時からになり
ます）
▽掛け金　１人＝350円
▽申込先　市民生活課安全安心対策
担当（市役所２階、窓口 257、☎
35・1102）か岩木・相馬総合支
所民生課、各出張所窓口へ。
※市民課駅前分室・城東分室では受
け付けできませんので、ご注意を。
【交通事故に遭ったら…】
　交通災害共済に加入している人
が、交通事故で１日以上の通院や入
院をしたり、死亡したりした場合
は、見舞金や弔慰金などを請求でき
ます。
▽請求の対象となる交通事故　自動
車同士の事故、歩行中の自動車や自
転車との接触事故、自転車乗車中の
転倒による自損事故など
▽請求の対象とならない交通事故　
自動車などが関係しない歩行中の事
故や作業中の事故（雪道での転倒、
雪下ろし作業中の転落など）、無免
許運転や飲酒運転による事故、天災
（台風や地震など）が原因で発生し
た事故など
▽共済見舞金など　けがで１日以上
通院や入院をしたとき＝見舞金２万
円～ 15万円／死亡したとき＝弔慰
金100万円
▽請求期間　交通事故が発生した日
から１年以内
▽請求に必要な書類　交通事故証明
書や診断書などが必要です。事故に
よって必要な書類が異なりますの
で、詳しくはお問い合わせください。
■問問市民生活課安全安心対策担当
（市役所２階、窓口 257、☎ 35・
1102）

・人口　  182,487 人　 （－16）
　 男　　  83,563 人　 （－ 8）
　 女　　  98,924 人　 （－ 8）
・世帯数　 71,038 世帯（+39）
平成 24年１月１日現在（推計）

前月比

人の動き
前月比前月

PopulationPopulationPopulationえがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　本年度からスタートした「市民参加型まちづくり１％システム」につい
て、事業の内容や各団体の活動状況を紹介します。
○放送日　２月19日（日）、午後５時～５時15分
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

市民参加型まちづくり１％システム
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　１月８日・９日（１泊２日）、市内の小学生～高校生計 37人がリーダーの資質を磨く
ため、岩木山総合公園（百沢字裾野）で研修を行いました。この時期に研修を行うのは同
事業では初めての試みで、参加者は雪を利用したいろいろなプログラムを体験しました。
【研修プログラム】
○１日目…チームビルディング、イグルー（※）作り、廃油キャンドル作り、キャンドル
点灯＆たき火の教室
○２日目…スノーシューハイキング、ネイチャークラフト、雪上アイスクリーム作り
※イグルー…北極圏のイヌイットが、雪のブロックを切り出し積み上げて作る、簡易な狩
り用の住居

　イグルー作りでは、子どもたち同
士で協力して踏み固めた重い雪のブ
ロックを、スノーソー（雪用のこぎ
り）で切り出して運び、大人と一緒
に積み上げ、立派なイグルーを３棟
完成させました。
　また、たき火の教室では各グルー
プにわらと使用済みの割りばし、ま
き数本とマッチ３本が配られ、「た
き火の上に張られた糸を火をおこし
て燃やし切る」という課題が与えら
れました。最初はなかなか着火しま

せんでしたが、木の皮を追加すると
徐々に火がつくグループが増え、糸
が切れた後には、みんなで焼き芋と
焼きりんごを楽しみました。
　参加した子どもたちは、「イグルー
作りのとき、みんなで雪を運んだり
して楽しかった。みんなでやると、
時間が掛かってもできてすごいと
思った」「一番つらかったのは、た
き火で火をおこすこと。火は大切」
「どうしたら火が上手につくかを考
えるときに協力できた」「自然の中

で生きるって大変だなと思った」な
ど、楽しいだけではなく、新しい発
見があったことがうかがえました。
　この事業は、異なる学校や年齢の
子どもたちが交流することによっ
て、人とのかかわり方や仲間づくり
の大切さを学ぶものです。平成 24
年度は、夏休み期間中に初級と上級
のコースに分けて実施する予定とし
ていますので、たくさんの子どもた
ちの参加をお待ちしています。

肩を組み、雪を
踏み固める

スノーソーを使って雪を切り出す イグルー完成

平成 23年度子ども会リーダー養成事業

■問い合わせ先　中央公民館（☎33・6561）

岩木山の雪と遊ぶ２日間


