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【高額療養費（外来年間合算）
について】
　対象期間中の外来診療の自己
負担額の合計から、高額療養費
で支給された分を差し引いた額
が 14 万 4,000 円を超える場
合に、超えた分を支給します。
▼支給対象　基準日（令和３年
７月 31日）時点で後期高齢者
医療被保険者証の窓口負担割合
が１割の人
▼対象期間　令和２年８月１日
～令和３年７月31日の１年間
▼申請方法　①これまでに高額
療養費を支給されたことのある
人＝登録済みの口座に支給（申
請不要）、②高額療養費を支給
されたことのない人（高額療養
費の支給口座を登録していない
人）＝ 12月中旬（予定）に県
後期高齢者医療広域連合から申
請のお知らせを送付しますの
で、申請書を国保年金課に提出
してください。
※対象期間中に後期高齢者医療
制度に加入した人や転入した人
の場合、支給対象であっても申
請のお知らせが送付されない場
合がありますので、お問い合わ
せください。
【医療費通知について】
　県後期高齢者医療広域連合で
は、被保険者の皆さんに医療費
に対する認識と理解を深めてい
ただくために、年１回、１年分
の医療費を記載した医療費通知
書を送付しています。対象期間
は令和３年１月受診分～ 12月
受診分で、令和４年２月末頃に
皆さんのお手元に届きます。な
お、医療費通知書は、確定申告
の際の医療費控除にも使用でき
ますが、確定申告の開始時期ま
でに送付できないため、領収書

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

での対応をお願いします。
■■問問青森県後期高齢者医療広域
連 合（ ☎ 017-721-3821）
／国保年金課後期高齢者医療係
（☎40-7046）

▼と き　令和４年１月９日
（日）、午前11時～
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）
▼内容　成人式（市長祝辞、新
成人宣誓など）
▼対象　平成 13年４月２日～
平成 14年４月１日に生まれた
人で次のいずれかに該当する人
①市内に住所がある人
②市出身の人
③市内の学校に在籍したことが
ある人
④市内に居住したことがある人
※詳細は市ホーム
ページ（QR コー
ド）で確認を。

【入場券を発送】
　成人式の参加申込者へ「令和
３年度弘前市成人式入場券」を
発送します。
▼対象　令和３年 11月 30 日
（火）までに令和３年度弘前市
成人式への参加を申し込んだ人
▼発送予定時期　12月上旬～
中旬
※ 12月 15日以降になっても
入場券が届かない人や参加申し
込みを忘れていた人は生涯学習
課までお問い合わせください。
■■問問生涯学習課（☎82-1641）

▼受付期間　12 月３日（金）
～令和４年１月５日（水）
▼対象施設　市民体育館、運動
公園、克雪トレーニングセンタ

令和３年度
二十歳の祭典（成人式）

令和４年度体育施設
利用計画の受け付け

▼申し込み方法　弁護士との相
談は予約制（先着順）で、12
月３日（金）の午前 10時から
電話で受け付けます。弁護士と
の相談以外は、事前の予約は不
要です。
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830、34-3179）

▼とき　令和４年１月 15 日
（土）、午前８時50分～正午
▼集合場所　市民会館（下白銀
町）第１小会議室
▼内容　子ども自然観察クラブ
「ネイチャークラフトに挑戦～
岩木川のヨシでフォトフレーム
を作ろう～」のお手伝い（工作
時の安全確認・後片付け）
▼対象　市民または学生＝４人
（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問 12月１日（水）～10日（金）
にボランティア支援センター
（市民参画センター内、☎ 38-
5595）へ申し込みを。

　市民の皆さんの活
躍と市の発展を祈願
して開催します。
※りんごジュースで
の乾杯を予定してい

一日体験ボランティア
参加者募集

令和４年市民新年互礼会

ー、弓道場、南富田
町体育センター、金
属町体育センター、
岩木山総合公園、弘
前 B&G海洋センタ
ー、岩木 B&G海洋
センター、河西体育
センター、笹森記念
体育館、千年庭球場、弘前公園
庭球場、小沢運動広場、悪戸・
加藤川・境関・石川・栄町の各
河川敷運動施設、温水プール石
川、第 3市民プール、相馬球
場
※市主催事業や工事などによ
り、希望する日に利用できない
場合があります。
▼対象となる催事　各種スポー
ツ大会・催し物（各種教室や研
修会などは対象外）
▼申し込み方法　スポーツ振興
課（市役所４階）へ申込用紙の
提出を。
※申込用紙はスポーツ振興課窓
口、市内体育施設で配布してい
るほか、市ホームページからダ
ウンロードできます。
▼結果の通知　令和４年２月上
旬頃に結果をお知らせします。
なお、希望する日程等が他団体
と重複した場合は調整します。
■■問問 スポーツ振興課（☎ 40-
7115）

▼とき　12月 18日（土）、午
前 10時～午後３時（正午～午
後１時を除く）
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　法律、税務、金銭貸借
（消費者金融）、交通事故、相続・
遺言、離婚、行政相談、人権相
談、家庭内の悩みごとなど
▼相談員　弁護士、税理士、人
権擁護委員、行政相談委員ほか
▼相談料　無料

第２回総合市民相談

ますが、それ以外の飲食物の提
供はありません。
▼と き　令和４年１月４日
（火）、午後３時～午後４時
▼ところ　フォルトーナ（和徳町）
▼会費　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問 12 月 17 日（金）までに、
広聴広報課（市役所２階、☎
35-1194、■■ＦＦ 35-0080）へ。

　農地や街なかでカラスの被害
が深刻になっています。カラス
は、自然界に食べ物が少なくな
る冬季に餓死することが多いと
いわれています。
　カラスの個体数や被害を減少
させるため、畑に放置された規
格外の農作物は、土中に埋める、
木に残っている果実等は可能な
限り残さず摘果するなどの取り
組みへご協力をお願いします。
■■問問環境課環境保全係（☎ 40-
7035）

▼とき　12月７日（火）・20
日（月）、午後１時30分～４時
30分（受け付けは午後１時～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。

農作物や庭木の
果実の収穫徹底を

求人説明会・ミニ面接会

▼参加企業数　３社以上（予定）
▼申し込み方法　当日までに申
込書をファクスかハローワーク
窓口に持参して提出を。
※電話での申し込みも可。
▼その他　ハローワークに未登
録の人も参加可／雇用保険受給
者は求職活動実績の対象になる
ため、雇用保険受給資格者証の
持参を／参加企業は、青森労働
局または市ホームページで確認
を／UJI ターン求職者を対象
とした、スカイプ（インターネ
ットによるテレビ電話）での面
談ができます（開催日の７日前
までの申し込みが必要）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608、■■ＦＦ 55-5607）

　国土交通省と県で
は、本格的な降雪期
を前に、雪崩（なだれ）
被害の防止に向けて
防災・広報活動を実施していま
す。雪崩災害はさまざまな形で
身近な場所に潜んでいます。積
雪時は斜面を注意深く観察し、
兆候を発見したら早めの避難・
連絡を心がけ、雪崩災害による
被害ゼロを目指しましょう。
■■問問防災課（☎ 40-7100）／青
森県県土整備部河川砂防課砂防
グループ（☎017-734-9670）

12 月１日～７日は
雪崩防止週間


