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弘前市立小・中学校の教育改革に関する基本
方針（案）へのパブリックコメントを実施します

意見や提案を
お寄せください

　市教育委員会では、子どもたちにとって、よりよい
教育環境を整えていくための方針として「弘前市立
小・中学校の教育改革に関する基本方針」の策定作業
を行っています。
　このたび、方針案がまとまりましたので、市民の皆
さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメ
ント（意見公募手続き）を実施します。
▽募集期間　７月15日～８月４日（必着）
▽方針（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く）
学校教育改革室（賀田１丁目、岩木庁舎２階）、市役
所総合案内（上白銀町、市役所１階）、相馬総合支所
民生課（五所字野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒ
ロロ３階）、市民課城東分室（末広４丁目、総合学習
センター内）、各出張所
▽対象　①市内に住所を有する人／②市内に事務所等
を有する人または団体など／③市内に勤務する人／④
市内の学校に在学する人／⑤本市に対して納税義務を
有する人、または寄附を行う人／⑥本方針（案）に利
害関係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、

氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在住・
在学の区分（任意の様式の場合は対象①～⑥のいずれ
か）、件名（任意様式のみ、「弘前市立小・中学校の教
育改革に関する基本方針（案）への意見」など）を記
入し、次のいずれかの方法で提出を。
①郵送…〒036・1393、賀田１丁目１の１、学校教
育改革室あて
②学校教育改革室へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
③ファクス…82・5899
④ Ｅ メ ー ル …kyouikukaikaku@city.hirosaki.
lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市民
課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けることが
できませんので、ご注意ください。また、電話など口
頭ではお受けできません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、方針策定
の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　学校教育改革室（☎82・1645）

介護保険サービスの利用者負担を軽減します対象となる人は
申請を

【社会福祉法人利用者負担軽減制度】
　低所得で生計困難であると認められた人に対し、制
度を実施している社会福祉法人が利用者負担額を軽減
します。
▽対象　世帯全員が住民税非課税で、一定の要件に該
当する人および生活保護受給者（世帯員数に応じて収
入や資産要件の基準額が異なります。詳しくはご相談
ください）
▽軽減額　利用者負担額の４分の１（生活保護受給者
は個室利用料の全額）
▽申請時に必要なもの　利用者本人と同一世帯員全員
の資産が分かるもの（預貯金通帳など）／利用者本人
と同一世帯員全員の収入が分かるもの（遺族年金、障
害年金などを含む）／印鑑（スタンプ印不可）
【高額介護（予防）サービス費】
　１カ月に利用した介護サービスの利用者負担額が右
表の上限を超えた場合、その超えた分を申請により支
給しています。
　なお、一度申請すると、以降の申請は必要ありませ
ん（担当課で毎月差額を調べて支給）。
▽申請時に必要なもの　利用者本人の振込先の金融機
関名・口座番号が分かるもの、認め印
■問い合わせ・申請先　介護福祉課介護給付係（市役
所２階、窓口251、☎ 40・7071）

第１段階
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉
年金を受給している人
生活保護を受けている人

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の人

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、第１段階
または第２段階に該当しない人

第４段階 本人を含め、世帯の中に住民税課税者
がいる人

現役並所得者 住民税課税所得 145 万円以上の 65歳以上の人がいる世帯に属する人

段　階 個人上限 世帯上限
第１段階 １万5,000円 １万 5,000円
第２段階 １万5,000円 ２万 4,600円
第３段階 ２万4,600円 ２万 4,600円
第４段階 ３万7,200円 ３万 7,200円

現役並所得者 ４万4,400円 ４万 4,400円
※現役並所得者段階は、平成27年８月利用分以降の適用
となります。
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負
担額の合計が対象となります。
※施設利用の際の食費・居住費、福祉用具の購入費・住宅
改修費は対象となりません。

利用者負担段階

 イベント

　   暮らしの
nformation

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

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

親子 deチャレンジ
わくわくクイズラリー

　
▽とき　７月18日～８月 16日
※回答カードの配布は、７月 18日
午前 10時からこども絵本の森（駅
前町、ヒロロ３階）受付カウンター
で行います（クイズラリー開催期間
中は休館日を除く毎日配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　図書館のことや市に関する
クイズの回答を回答カードに記入し
てください。クイズはこども絵本の
森の閲覧室のどこかに隠してあるの
で、探して挑戦しよう！ 10問全問
正解者には、おめでとうカードと景
品をプレゼントします。
※景品は先着50人まで。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休館日）

第20回弘前公開糖尿病教室

　日本糖尿病協会青森県支部が、糖
尿病患者やその家族、市民を対象に
講演会を開催します。
▽とき　7月 25 日（土）、午後３
時～４時半（受け付けは午後２時半
～）
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ４階）ホール
▽内容　講演「糖尿病の治療薬：近
未来」／「糖尿病と血管疾患につい
て」／「雑誌『さかえ』－糖尿病パ
ラダイムシフト－」
▽入場料　無料
▽対象　市民＝100人
■問日本糖尿病協会青森県支部（ノボ
ノルディスクファーマ内、☎青森
017・773・0031）

弥生いこいの広場の催し

○動物広場イベント
▽とき　7月 26日（日）
　　　　午前10時～

▽内容　エサやり体験、獣舎バック
ヤードツアー、ヤギの爪切り見学
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。動物広場
入場料が必要。
○工作教室
▽とき　8月 1日（土）
　　　　午前10時～
▽内容　エコ虫かご作り
▽参加料　無料
※材料が無くなり次第終了。事前の
申し込みは不要。
○ポニーや動物たちと遊ぼう！
　動物たちと触れ
合ったり、飼育の
裏側見学や工作を
して、夏休みの思
い出を作ろう！
▽日程　8月 6日（木）、午前 8時
半＝追手門広場集合（雨天決行）、
午前 9時＝バス出発、午後 3時半
＝追手門広場解散
▽対象　小学生＝50人　
▽参加料　1,000円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、着替え、帽子、
おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

講演会「自然治癒力を高め、
健康で長生きを（統合医療に
ついて）」

▽とき　７月27日（月）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　①午後１時～＝講演会…講
師・今充さん（弘前大学医学部名誉
教授）／②午後２時半～＝個別健康
相談、押し花しおり作り、抹茶の癒
し体験　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 27年度市民参加型まちづく

り１％システムの採択事業として行
われます。

第32回いわき夏まつり

　ねぷたの合同運行、パレード、夜
店など盛りだくさんのイベントが、
賀田商店街を舞台に行われます。
▽とき　７月30・31日
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）周辺
▽内容　獅子舞披露／よさこい＆ね
ぷた運行／岩木ファミリーバンドラ
イブ／ヒップホップ・ストリートダ
ンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務局
（岩木山商工会内、☎82・3325）

まちなかクラフト村
期間限定フェア開催
　市では、市内の工芸品を一堂に
会したセレクトショップやワーク
ショップスペース・ギャラリース
ペースなど、市内の工芸の拠点とな
る『まちなかクラフト村』づくりを
進めています。
　本格オープンに向け、試験的に市
が「趣のある建物」として指定して
いる旧紺屋町消防屯所においてセレ
クトショップの期間限定フェアを開
催します。この機会にぜひお買い求
めください。
▽とき　７月 31日～８月６日、午
前10時～午後６時
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

藤田記念庭園
夜間開園のお知らせ
　弘前ねぷたまつりの開催にともな
い、一部の期間特別開園します。
▽とき　8月 1 日～ 4 日、午後５
時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
高台部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円　
※詳しくはお問い合わせください。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）


