
2 3ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.７.１５

市政情報
Town Information

合同運行の出発時間・コース

【ねぷた運行コース】
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　弘前市重度心身障害者医療費助成制度（重度医療）
を受けている人の自己負担上限額が、平成30年８月
受診分から下表のとおり変わります。重度医療費は診

療を受けた日の属する月の翌月から起算して２年以内
のものが申請できます。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7122）

重度医療費の自己負担上限額が変わります

所得区分 現在（月額） 平成 30 年８月受診分から（月額）
外来 入院 外来 入院

上位所得者 対象外 対象外
一般 １万 4,000 円 ５万 7,600 円 １万 8,000 円

（年間上限額14万4,000円） ５万 7,600 円
低所得者

（市民税非課税世帯） ０円 ０円

※運行前にはコースへの車両の進入
が禁止となります。

8月受診分から
適用されます
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　平成 30年８月から、70歳以上の高額療養費およ
び高額介護合算療養費の上限額が下記のとおり変わり
ます。高額療養費は診療を受けた月の翌月１日から２
年間申請できますので、領収書を保管しておいてくだ
さい。詳しくは問い合わせを。

■問い合わせ先　国民健康保険に加入している人…国
保年金課国保給付係（☎ 40・7047）／後期高齢者
医療制度に加入している人…国保年金課後期高齢者医
療係（☎ 40・7046）／協会けんぽ・健康保険組合
等に加入している人…加入している医療保険者へ

高額療養費・高額介護合算療養費の上限額が変わります

※年間上限額は 8 月～翌年 7 月までの 1 年間。入院分については変更ありません。

有料観覧席チケット販売中！
詳しくは弘前観光コンベンション
協会（☎35・3131）へ。

弘 ね前 ぷたまつり
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎37・5501）

８月１日～７日

日にち 出発時間 出発場所

1 日～ 4 日
午後 7 時 桜大通り
ねぷた出陣に先立ち、津軽
情っ張り（じょっぱり）大
太鼓の演技を披露します

5 日・6 日 午後 7 時 中央通り

7 日
（なぬかび） 午前 10 時

松森町ふれ
あい広場交
差点

※津軽剛情張大太鼓は 1日に運行
するほか、7日まで桜大通り「市民
中央広場」に展示しています。

弘前ねぷた観覧のマナー
●運行前の場所取りはおやめください。撤去する場合があります。
●人ごみの中での喫煙や自撮り棒の使用、立小便やごみのポイ捨てなど、危険
迷惑行為はおやめください。
●運行中は運行コースにはみ出ないようご注意ください。
●コース周辺の路上に駐車しての観覧は、近隣住民の迷惑となりますので、ご
遠慮ください。

ドローンに関する注意
●ドローンなどの無人航空機の飛行には許可が必要で
す。ただし、ねぷた運行コースおよび観覧場所周辺を飛
行することは、落下による事故につながる恐れがあるこ
とから、禁止されています。ドローンなどを見かけた人
は近くのスタッフへお知らせください。

ちびっ子ねぷたのお通りだい

　弘前ねぷたまつりの幕開けとして
「ちびっ子ねぷたのお通りだい」を
開催します。かわいい子どもたちが、
元気な掛け声とともに、土手町を練
り歩きます。
▽とき　７月 29 日（日）、午後３
時～（雨天中止）
▽運行コース　土手町倉庫→土手町
→一番町→桜大通り（解散地点）
■問い合わせ先　弘前青年会議所
（☎34・4458）

ねぷたの審査

　８月１日と２日（雨天順延）に、
ねぷたの構造や絵、運行の状況、囃
子（はやし）を審査します。審査は
桜大通り（市民中央広場側）に審査
席を設けて行います。

なぬかびおくり

　ねぷたまつりのなぬか日の夜に、
岩木川沿いにねぷたを並べ、炎で清
め送ります。ねぷた囃子（ばやし）
が奏でられる中、まつりのフィナー
レを飾ります。
▽とき　８月７日（火）、午後５時
～８時30分（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋
近く）
※入場は茜橋側からのみ。
▽入場料　無料

適 用 区 分
平成 29 年度

外来
（個人ごと）

外来 + 入院
（世帯ごと）

現役
並み

課税所得 145 万
円以上の人 ５万7,600円

８万 100 円 +（医療
費 -26 万 7,000 円）

×１％
※〈4 万 4,400 円〉  

一般 課税所得 145 万
円未満の人 １万4,000円 ５万 7,600 円

※〈4 万 4,400 円〉 

住民税
非課税

住民税非課税世帯
8,000 円

２万 4,600 円
住民税非課税世帯

（所得が一定以下など） １万 5,000 円

高額療養費上限額（月ごと）

適 用 区 分
平成 30 年 8 月から

外来（個人ごと） 外来 + 入院
（世帯ごと）

現役並みⅢ 課税所得 690 万円以
上の人

25 万 2,600 円 +
（医療費 -84 万 2,000 円）×１％

※〈14 万 100 円〉  

現役並みⅡ 課税所得 380 万円以
上 690 万円未満の人

16 万 7,400 円 +
（医療費 -55 万 8,000 円）×１％

※〈９万 3,000 円〉 

現役並みⅠ 課税所得 145 万円以
上 380 万円未満の人

８万 100 円 +
（医療費 -26 万 7,000 円）×１％

※〈４万 4,400 円〉  

一般 課税所得 145 万円未
満の人

１万8,000円
（年間上限額

14万4,000円）
５万 7,600 円

※〈4 万 4,400 円〉 

住民税
非課税

住民税非課税世帯
8,000 円

２万 4,600 円
住民税非課税世帯

（所得が一定以下など） １万 5,000 円

高額介護合算療養費上限額（月ごと）

適 用 区 分 平成 29 年度
70 歳以上

現役並み 課税所得 145 万円以上の人 67万円

一般 課税所得 145 万円未満の人
（※ 1） 56 万円

住民税
非課税

住民税非課税世帯 31 万円
住民税非課税世帯

（所得が一定以下など）
19 万円
（※２）

適 用 区 分 平成 30 年 8 月から
70 歳以上

現役並みⅢ 課税所得 690 万円以上の人 212 万円
現役並みⅡ 課税所得 380 万円以上 690 万円未満の人 141 万円
現役並みⅠ 課税所得 145 万円以上 380 万円未満の人 67 万円

一般 課税所得 145 万円未満の人（※１） 56 万円

住民税
非課税

住民税非課税世帯 31 万円

住民税非課税世帯（所得が一定以下など） 19 万円（※２）

※ 過去 12 カ月以内に 3 回以上、上限額に達した場合は、4 回目から多数回該当となり、上限額が〈　〉内の額に下がります。

※ 1 世帯収入の合計額が 520 万円未満（１人世帯の場合は 383 万円未満）の場合や「旧ただし書」の合計額が 210 万円以下の場合
を含む。
※２ 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は 31 万円。

 


