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対象となる人は
申請・提出を

８月９日から
スタートします

児童扶養手当等の申請や現況届など

児童扶養手当

裾野など 9 地区で開催

ひとり親家庭等医療費給付事業

次の支給要件のいずれかに該当する児童を養育して

市 政 懇 談 会

保険診療の医療費自己負担分を、児童が 18 歳に

昨年度の案件への対応

市政懇談会は、市民の皆さんとの直接対話の中から

いる父母または養育者（公的年金の受給額が児童扶養

なった後の最初の３月 31 日分まで給付します。

さまざまな提案を出してもらう場として、弘前市町会

手当の受給額未満の場合）に対し、児童が 18 歳になっ

▽対象

連合会と市が協働で、毎年開催しています。
本年度は下表の９地区で開催され、市長をはじめ市

た後の最初の３月 31 日（心身に障がいがある場合は

①ひとり親家庭等の父または母および児童

20 歳未満）まで支給します。

②父母のいない児童

の幹部職員が、市政についての意見交換や、その地区

▽支給要件 ①父母が離婚／②父または母が死亡／③

※父や母については自己負担があります。

で実施される事業の説明、各地区から事前に提出され

父または母が重度の障がい者（身体障害者手帳の１級

※上記３つの制度にはいずれも所得制限があります。

た意見や要望への回答を行います。

⑥父または母が３カ月以上生死不明／⑦母が未婚
▽支給月額

４万 2,500 円〜１万 30 円／２人目は１万 40 円〜

童扶養手当の受給資格がある人は所得状況届の提出が

5,020 円を加算／３人目からは１人につき 6,020 円

必要です。該当者には７月 31 日に通知を発送しまし

〜 3,010 円を加算

たが、期限までに提出がない場合、８月分以降は受給
できなくなりますので、注意してください。
※児童扶養手当を受給してから５年経過している人に
は、６月に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」（黄色の用紙）を送付していますので、現況

る父母または養育者に支給します。

届を提出する際に一緒に提出してください。

▽支給要件

▽提出期間・提出先 ８月１日〜 31 日の月〜金曜日

①身体障害者手帳の１級〜３級程度（下肢の障がいは

に、子育て支援課（市役所１階）、岩木・相馬総合支

４級まで）／②愛護手帳のＡ（Ｂの一部を含む）／③

所民生課へ（25 日・26 日の土・日曜日は子育て支

その他の障がいで常に介護が必要

援課で受け付けます）。

※いずれの場合も福祉施設に入所していないこと。

※詳しくはお問い合わせください。

▽支給月額 障がいの程度により、児童１人につき

■問い合わせ先

５万 1,700 円か３万 4,430 円

7039）

子育て支援課家庭支援係（☎ 40・

実施日時

地区名

弘前っ子 の 作品

18.1%

東目屋ふれあいセンター
８月 10 日（金）
東目屋
午後６時〜８時
（研修室）

８月 23 日（木）
中央公民館岩木館
午後１時 30 分 岩木
（大ホール）
〜３時 30 分

■解決済みまたは要望にこたえられる
■市からの説明などで理解が得られた
■今後の検討が必要
■要望に沿えない

新和地区体育文化交流センター
８月 28 日（火）
新和
午後６時〜８時
（体育室）
８月 29 日（水）
堀越公民館
午後１時 30 分 堀越
（集会室）
〜３時 30 分
10 月１日（月）
午後１時 30 分 一大
〜３時 30 分

50%

17.5%

８月 22 日（水）
清水交流センター
午後１時 30 分 清水
（体育室）
〜３時 30 分

市政懇談会での市民の声から、防犯灯が設置された

駅前地区都市改造記念会館

り、倒壊の危険のある空き家に緊急安全措置を講じた
りしました。
なお、平成 29 年度の市政懇談会で提出された要望
や意見などをまとめた「市政懇談会案件集」は、広聴
広報課（市役所２階）や市ホームページで閲覧できま

西交流センター

す。

※日程など変更する場合があります。

■問い合わせ先

広聴広報課（☎ 35・1194）

Vol. ３

大好きなねぷた。ふるさとの祭りを
楽しむ心を伝えたいと思います。
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会場

10 月２日（火）
和徳公民館
午後１時 30 分 和徳
（講堂）
〜３時 30 分

平成 29 年度弘前地区小・中学校美術展で受賞
した作品を広報ひろさきで５回に分けて紹介しま
す。子どもたちの夢、楽しい思い出、豊かな心を
ご覧ください。
■問い合わせ先 学校指導課（☎ 82・1644）

夏はやっぱりねぷたでしょ

14.4%

農村環境改善センター
８月 ９日（木）
裾野
午後６時〜８時
（多目的ホール）

10 月５日（金）
午後１時 30 分 城西
〜３時 30 分

タイトル

【昨年度の案件への対応状況（平成 30 年４月１日現在）】

の声をお聞かせください。

児童扶養手当の受給資格がある人は現況届、特別児

心身に障がいがある 20 歳未満の児童を養育してい

意見などが出されました。

催されるときには、まちづくりについて、直接皆さん

現況届などの提出を忘れずに

前 年 の 所 得 に よ り、 児 童 １ 人 に つ き

特別児童扶養手当

地区で開催され、261 人が参加し、149 件の要望や

市政懇談会は誰でも自由に参加できます。近くで開

か２級程度）で、就労が不可能／④父または母に１年
以上遺棄されている／⑤父または母が１年以上拘禁／

平成 29 年度の市政懇談会は、二大地区をはじめ８

たか丸くん の
マンジ

さ と う

佐藤

りゅうせい

龍生さん

（文京小）

卍学
がく

クイ ズ

「弘前」を知り、触れて、伝えていこう！卍学クイズ！
答えはどこかのページに隠れているから探してね！
【問題】

笛の音と力強い太鼓のリズムが特徴のねぷ

た囃子
（ばやし）
。種類は３種類あるよ。
「行進」
、

「戻り」あとひとつは何かわかるかな？

① 繰り返し
② 踊り
③ 休み
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