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市政情報
Town Information

分
野 № 講座名 主な内容 担当課等

市　

政

1（仮称）弘前市経営計画について （仮称）弘前市経営計画による地域経営について
※開催は計画策定後となります（平成26年６月予定） 行政経営課

2 市政への満足度は？～弘前市市民評価アンケート～
弘前市を住みよいと思う市民の割合や、各施策の満足度など
を市民が評価したアンケートの実施結果について 行政経営課

3 弘前市の行政改革 行政改革の取り組みについて 行政経営課
4 指定管理者制度 指定管理者制度について 行政経営課
5 弘前市の行政組織 市の組織について 人材育成課
6 情報公開制度のしくみ 情報公開制度の利用方法について 法務契約課
7 弘前市の個人情報保護のしくみ 制度の内容について 法務契約課

8 あなたと市政をつなぐ広聴広報活動
市長車座ミーティング、わたしのアイデアポストの利用の仕方をはじめ、
広報ひろさき、ウェブサイトやテレビ・ラジオ放送などについて 広聴広報課

9「いいかも !! 弘前」シティプロモーション
弘前市の自慢の魅力を内外にPRするシティプロモーション
推進事業について 広聴広報課

10 弘前市の財政 市の予算編成、財政の現状 財務政策課

11 公共施設の有効活用について～ファシリティマネジメントってなぁに？～
市民に愛され親しまれる公共施設を次世代に継ぐための取り
組みについて 財産管理課

12 弘前市の地域情報化 ICT（情報通信技術）を利用した取り組み・地域情報化につ
いて 情報システム課

13 市民税・県民税について 市民税 ･県民税の計算方法、申告書の書き方 市民税課
14 固定資産税・都市計画税について 土地や家屋の評価のしくみと税金の計算方法について 資産税課
15 市税の収入 市民税、固定資産税の収入実績や各種納付方法について 収納課
16 男女共同参画社会Ⅰ 男女共同参画社会について 市民協働政策課
17 男女共同参画社会Ⅱ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 市民協働政策課

18 弘前市市民参加型まちづくり１％システムとは？
弘前市市民参加型まちづくり１％システムについて（事業概
要、採択事例など） 市民協働政策課

産　

業

19 農業経営者応援講座 認定農業者制度 ･農業金融制度の概要、農業経営改善計画の
作り方 農業政策課

20 農家の家族経営協定のはなし 家族経営協定とは、協定書の締結まで  農業委員会事務局

21 中小企業のための融資制度 主な融資制度について 商工政策課
22 中心市街地の活性化 中心市街地活性化の取り組みについて 商工政策課
23 弘前市の特産品 弘前の特産品いろいろ 商工政策課

観
光
・
文
化

24 弘前感交劇場 津軽地域全体を一つの劇場ととらえ、観光客と地域住民がともに共感共鳴
できる「感動と交流」の旅のスタイルを展開する弘前の新たな観光施策 観光政策課

25 弘前の四大まつり 弘前の四大まつりについて 観光政策課
26 弘前公園のサクラ サクラの歴史と管理の工夫について 公園緑地課
27 弘前公園の古木名木 弘前公園にある歴史的な古木名木の紹介 公園緑地課
28 弘前市の保存樹木 大切にしたい保存樹木をスライドなどで紹介 公園緑地課
29 弘前城植物園の楽しみ方 植物の種類と花の見ごろ 公園緑地課

30 弘前城本丸石垣修理 弘前城の天守曳家（ひきや）から石垣修理まで、100年ぶり
の大事業について解説

文化財課
公園緑地課

都
市
基
盤

31 私道整備の補助制度 制度の概要、事業の進め方、負担割合 建設政策課
32 地震からわが家を守ろう 木造住宅の耐震診断と耐震改修について 建築指導課

33 都市計画とまちづくり
土地の利用や建物の建て方のルール、道路や公園の計画など、
まちづくりに必要な内容について 都市政策課

34 弘前市の景観計画
岩木山の眺めや城下町のまちなみなど、弘前ならではの景観
を守り、創り、育てるための取り組みについて 都市政策課

35 みんなで考えよう！くらしの中の
公共交通

路線バスをはじめとする公共交通の現状と活性化について 都市政策課

36 緑化推進について くらしに役立つ緑の働きと重要性など 公園緑地課

分
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都
市
基
盤

37 弘前型スマートシティ
エネルギーや ICTを活用したまちづくりや融雪対策など、弘
前型スマートシティの概要と取り組みについて

スマートシティ
推進室

38 弘前市の水道ビジョン 水道事業のこれからの取り組み 上下水道部総務課
39 水道とくらし 水が蛇口から出るまで 上水道施設課

安
全
・
生
活
環
境

40 地域防災対策 地域や家庭で行う災害への備えと防災活動について 防災安全課
41 弘前市国民保護計画 弘前市国民保護計画の内容について 防災安全課
42 悪質商法について 消費者被害の多い悪質商法手口紹介や対応方法について 市民協働政策課

43 はじめよう！ボランティア ボランティアの楽しみ方と活動（一般ボランティアと災害ボ
ランティア） 市民協働政策課

44 わかりやすい戸籍の届出 戸籍のしくみ、各種届出の書き方 市民課

45 くらしの中の雪対策 除排雪の方法、消 ･流雪溝・雪置き場の利用について
※7月～ 10月に限り開催します 道路維持課

46 高齢者等の交通安全 高齢者などが交通事故に遭わない、起こさないためのポイント 都市政策課
47 分別ごみとリサイクル ごみ収集の現状、分別ごみのゆくえ 環境管理課

48 はじめよう！ダンボールコンポスト
家庭で簡単に生ごみを利用して堆肥（たいひ）を作る、ダン
ボールコンポストの作り方　 環境管理課

49 クイズで楽しくエコライフ！ 地球温暖化について、クイズで楽しく学ぶ 環境管理課

50 エコストア・エコオフィスになろう！ 事業者向けエコ活動のすすめ 環境管理課

51 くらしの中の再生可能エネルギー 私たちのくらしの中に再生可能エネルギーをどのように活用
できるのかについて

スマートシティ
推進室

52 防火の豆知識 火災等に対して身近に知っておきたいこと 消防本部

53 住宅防火対策 住宅用火災警報器などの防災機器の種類、しくみ、取り付け
方など、住宅火災から身を守るための対策について 消防本部

54 あなたも出来る応急手当 応急手当、救急蘇生法（AEDを含む）、119番への通報要領 消防本部

子
育
て

55 保育所のはなし 保育料の決定方法、入所状況 子育て支援課

56 児童の福祉Ⅰ
児童館 ･児童センターの事業と利用方法、放課後児童健全育
成事業（なかよし会クラブ）について 子育て支援課

57 児童の福祉Ⅱ 児童手当と子ども医療費の受給資格など 子育て支援課
58 母子等の福祉Ⅰ 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費の受給資格など 子育て支援課
59 母子等の福祉Ⅱ DV（ドメスティックバイオレンス）と児童虐待について 子育て支援課

60 Smile弘前子育てマスタープラン Smile 弘前子育てマスタープランの内容および主な施策につ
いて 子育て支援課

61 青少年健全育成 非行の現状、非行防止対策、環境浄化対策 少年相談センター

教　

育

62 生涯学習は好奇心がスタート～いつでもだれでもどこでも～
いつどこでどんな講座があるの？今まで学んできたことを誰か
に教えてみたい！そんなあなたのリクエストにお応えします 生涯学習課

63 公民館は学びの支援隊 学び合い、つながり合える学びの場をご案内します 中央公民館

64 津軽の歴史～藩主たちの時代～ 弘前藩を治めた12人の藩主たちのエピソードを交えた弘前の
歴史について 博物館

健
康
・
福
祉

65 健康体操講座 手軽に出来る健康体操 文化スポーツ振興課
66 障害福祉サービス 障害者総合支援法による福祉サービスについて 福祉政策課
67 障害者手帳のしくみ 障害者手帳の申請から認定までと受けられるサービスについて 福祉政策課
68 障がい者の医療制度 障がい者の医療制度について 福祉政策課

69 成年後見制度で安心な老後を 認知症などで判断力が十分でない人の権利や財産を守るため
に活用できる、成年後見制度について 福祉政策課

70 介護保険制度のしくみ ○介護認定・介護給付について
○介護保険料について 介護福祉課

71 高齢者の福祉 高齢者のための介護保険以外のサービスについて 介護福祉課
72 国民健康保険制度のしくみ 制度の概要、医療給付の内容、各種届出 国保年金課
73 後期高齢者医療制度のしくみ 制度の概要 国保年金課

74 国民年金制度のしくみ 国民年金の保険料、保険料免除・納付猶予制度、受給資格、
各種届出 国保年金課　 

75 はじめよう健幸マイレージ 楽しく健康づくりに取り組めるよう健幸マイレージ制度につ
いて説明します 健康づくり推進課

76 健康づくり講座 知って得する糖尿病、認知症を支える正しい理解、こころの
健康 健康づくり推進課

77 健康な食生活講座 妊婦の食生活、生活習慣病予防の食生活、高齢者の食生活、
親子で見直す食生活、幼児・学童・思春期の食生活 健康づくり推進課

78 予防接種について 予防接種の種類、定期の対象年齢、接種間隔、一般的注意事
項について 健康づくり推進課

79 乳幼児の事故予防講座 家庭に多い事故とその予防法について 健康づくり推進課

そ
の
他

80 市議会のしくみ 市議会の進め方、市政と市議会の関係 議会事務局

81 選挙のしくみ 選挙の概要と選挙運動などについて 選挙管理委員会
事務局

82 課長がおじゃまします 課の主な取り組みを紹介 全課室

　市では、市民の皆さんと行政との協働を目的に「弘
前市出前講座」を実施しています。
　本年度から新たに「公共施設の有効活用について～
ファシリティマネジメントってなぁに？～」「弘前城
本丸石垣修理」「弘前市の水道ビジョン」「津軽の歴史
～藩主たちの時代～」「障害者手帳の仕組み」「障がい
者の医療制度」「課長がおじゃまします」の７講座を
追加しました。お気軽にご利用ください。

弘前市出前講座
※出前講座のパンフレットは、広聴広報課窓口のほか、
岩木・相馬の各総合支所、市内各出張所などにも用意
しています。また、市ホームページでもご覧になれま
す。なお、出前講座を利用する場合は、利用希望日の
１カ月前までにお申し込みください。
▽問い合わせ・申込先　広聴広報課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080）

～豊富なメニューでお待ちしています～


