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市政情報
Town Information

　次代を担う国際化に対応した若者の才能を育てるた
め、国際青少年研修協会が実施する高校生・学生を対
象とした海外派遣事業への参加費用の一部を助成しま
す。
【対象となる海外派遣事業】
◎高校生の夏休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①オーストラリア・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月30日～８月 16日／ 54万 8,000 円
②シンガポール・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月30日～８月 16日／ 37万 3,000 円
③イギリス英語研修＆ホームステイ（18日間）＝７
月29日～８月 15日／ 59万 8,000 円
④カナダ英語研修・ボランティア体験＆ホームステイ（1
７日間）＝７月30日～８月15日／59万8,000円
⑤フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリー
ステイ（11日間）＝７月 29日～８月８日／ 33万
5,000 円
⑥オーストラリア生活文化体験＆ホームステイ（12
日間）＝７月26日～８月６日／49万 8,000 円
⑦フィジー無人島体験（基地作り）＆ホームステイ（９
日間）＝７月30日～８月７日／39万 8,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。内容など
については変更になる場合がありますので、ホーム
ページなどでご確認ください。

◎学生の語学留学プログラム
　海外で本格的に英語を学びたい人へのプログラム
で、ホームステイなどでの海外生活や英語学習を通し
た幅広い交流を目的とします。
▽派遣先　カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、アメリカ（ハワイ）、フィリピン
▽期間　２週間～（派遣先によっては１週間から可）
【市の補助金および事業参加申し込みについて】
▽対象　市内に住所を有する県内の高校生および県内
の大学・短期大学・専修学校に在籍する学生
▽補助金額　参加料などの補助対象経費支出額の５割
または20万円のいずれか少ない額（協会への参加料
納付前に交付）
▽申し込み方法　５月15日までに、参加申込書およ
び補助金申請書を文化スポーツ振興課（市役所２階、
窓口253）へ。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みした人のうち、市の選考委員
会で選考された人に対して交付します。
■問い合わせ・申込先
事業の内容について…国際青少年研修協会（☎東京
03・6417・9721、Ｅメール info@kskk.or.jp、ホー
ムページ http://www.kskk.or.jp）
申し込み・補助金について…文化スポーツ振興課文化
振興係（☎40・7015）

国際人育成支援事業費補助金国際人を目指す高
校生・学生を支援市民の皆さんから

公募します

　市では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を本年
度策定することとしています。
　計画策定に当たり、福祉施策・介護保険事業の運営
や保険料などについて審議する、保健医療関係者など
で構成する「弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計
画審議会」を設置します。
　今回、この審議会の委員を広く募集しますので、高
齢者福祉・介護保険事業について関心のある人は、奮っ
てご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する満40歳以上の市民（議
員、公務員、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　３人程度
▽応募期限　５月16日（必着）
▽委員の任期・会議の開催　任期は委嘱の日から平成
30年３月 31日まで。会議は年４回程度で、平日の
日中に開催予定
▽謝礼など　会議１回の出席につき、報酬１万円と交

通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参またはＥメールで提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②「弘前市の高齢者福祉と介護保険について」をテー
マとした作文（600字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市のホー
ムページに掲載しているほか、介護福祉課（市役所２
階）で配布しています。なお、応募用紙は返却しませ
んので、あらかじめご了承ください。
▽選考方法　応募書類を審査の上、選考します。
▽発表　結果は応募者全員に書面で通知するほか、選
任された人を市のホームページで公表します。
■問い合わせ・提出先　介護福祉課（〒 036 ・
8551、上白銀町１の１、☎ 40・7099、Ｅメール
kaigo@city.hirosaki.lg.jp）

弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画審議会
の委員を募集

　国民健康保険制度は、受診して本人が負担する医療
費、加入者（被保険者）が納付する保険料と、国や県
などからの公費によって運営される制度です。
　政策的繰り入れとして一般会計から 1.8 億円の財
政支援を実施することとした平成29年度国保特別会
計予算案と、保険料率について１人あたり平均５％増

とする国保条例改正案をそれぞれ市議会（平成29年
第１回定例会）に上程し、可決されました。
　今後も国民健康保険制度を維持していくため、国保
加入者のご理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　国保年金課（☎40・7045）

国民健康保険料率を１人あたり平均５％増の改定国保制度を
維持していくために

所得割額 均等割額 平等割額
28年度まで 29年度から 28年度まで 29年度から 28年度まで 29年度から

医療給付費分 10.2％ 10.6％ 2万 4,600 円 2万 5,400 円 2万 4,000 円 2万 4,400 円
後期高齢者支援金分 3.2％ 3.6％ 7,800 円 8,600 円 7,200 円 7,600 円
介護納付金分 3.0％ 3.4％ 9,600 円 1万 400円 5,640円 6,000円

【今年度からの国保保険料率】
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　ごみの減量化や資源化を目的に、再生資源回収運動を推進しています。この運動は、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運動です。
　協力団体には、回収量 1㎏当たり 4円の報償金を交付しています。なお、事前に団体
登録が必要ですので、実施を希望する団体は届け出をしてください。
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎35・1130）

環境ニュース環境ニュース
再生資源回収運動 協力団体募集

　ごみの分け方・出し方や収集されたごみのゆくえ、
家庭で手軽にできるごみの減量方法やリユース・リ
サイクルへの取り組みなどについて、市の職員を派
遣し、情報を積極的に提供します。知っているよう
で知らない、「ごみ」のことについて勉強してみま
せんか。少人数での申し込み、土・日曜日、祝日、
夜間でも可能な限り対応しますので、気軽に申し込
みください。申し込み方法など詳しくはお問い合わ
せください。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課（☎ 35・
1194）

講座名 内容
ごみ減量・資源化について ごみ処理の現状、分別ごみのゆくえなど

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
方など

ごみの分け方出し方（事業
所版）

事業所から出るごみの種類や分別のしかた、
リサイクルの方法など

あなたからはじめよう！生
ごみの水切り

ごみの減量に有効な水切りの重要性、実践
方法など

地域のみんなではじめよ
う！再生資源回収運動

再生資源回収運動の活動のはじめ方やしく
み、ノウハウについて

ごみ・リサイクルについて勉強してみませんか？～弘前市出前講座～
【ごみに関する出前講座メニュー一覧】

　詳細は、広報ひろさき４月１日号と同時配
布した、「平成 29年度健康と福祉ごよみ」の 17～ 23 ペー
ジに掲載しています。なお、本冊子は健康づくり推進課（野田２丁目、弘前市
保健センター内）、岩木福祉センター（賀田字大浦）、市役所本庁舎（上白銀町）
総合案内、岩木庁舎（賀田１丁目）、相馬庁舎（五所字野沢）などに配置して
いるほか、市のホームページでも閲覧できます。冊子についての詳細は健康
づくり推進課（☎ 37・3750）へ。

●国保特定健康診査　
●国保脳ドック　
●国保人間ドック
●後期高齢者医療制度加入
者の健康診査・歯科健診

どのくらい「健康」ですか？
自分の身体に興味を持ちましょう

健康と福祉ごよみ
健康と福祉ごよみ

平成29年度健康と福祉ごよみ
妊婦さんや乳幼児の健康診査など　…………………………………………………

子育て支援情報　………………………………………………………………………

予防接種を受けましょう　……………………………………………………………

小児（未就学児）インフルエンザ予防接種　……………………………………

高齢者インフルエンザ予防接種　…………………………………………………

高齢者肺炎球菌感染症の定期予防接種　…………………………………………

定期予防接種スケジュール　………………………………………………………

市が行う検診（健診）検診（健診）を受診しましょう　…………………………………………………

弘前市検診（健診）年齢早見表　…………………………………………………

巡回子宮・乳がん検診日程　………………………………………………………

国保が行う健診
国民健康保険加入者の特定健康診査　……………………………………………

国保人間ドック　……………………………………………………………………

国保脳ドック　………………………………………………………………………

後期高齢者医療制度加入者の健康診査　…………………………………………

検診（健診）・予防接種が受診できる医療機関　…………………………………

歯科健診について　……………………………………………………………………

　指定歯科医療機関一覧　……………………………………………………………

健康相談・禁煙相談、知っておきたい！たばこ情報　……………………………

　保険適用による禁煙治療実施医療機関　…………………………………………

こころの健康相談　……………………………………………………………………

家庭での血圧測定について　…………………………………………………………

食生活改善推進員養成講座の実施について　………………………………………

市民の健康まつり　……………………………………………………………………

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業　…………………………………

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業　……………………………………

重度心身障害者医療費助成（重度医療）制度について　……………………………

障害児福祉手当・特別障害者手当について　………………………………………

介護保険
介護サービス及び新総合事業サービスの利用手続きについて　………………

介護サービス・新総合事業サービスと利用者負担減額制度について　………

65歳以上の方の介護保険料とその納め方　………………………………………

災害などによる各種減免について　………………………………………………

弘前市急患診療所案内（小児救急医療）　……………………………………………

小児救急二次輪番病院案内　…………………………………………………………

津軽地域小児救急医療体制の案内　…………………………………………………

こども救急電話相談　…………………………………………………………………
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弘前市


