広報

ふじさき
みんなで築く 希望に満ち、
活力があふれるまち ふじさき

久しぶりにみんなそろってのマラソン！楽しく走ったよ！
常盤小学校

マラソン記録会

Town Topics

߹ߜߩࠊ ߛ

６ 町のために頑張ってください
16
場所：役場町長室

６ １２０万人目おめでとうございます
４
場所：社会福祉協議会会長室

ထൟ↝ႏಮ↧
ૼ⇙∓⇰⇌⇊∑⇟ज़௨ၐ↚᧙ↈ↺
ထᧈⅺ↸↝∇⇩⇡∞⇞
ᕲ߃ထᧈ⅙ဋ⅙Ҧ࠳

キリスト教での６月の第２日曜日の花の日にちな
んで、藤崎幼稚園の子どもたちから町長へ花と手紙
が贈られました。子どもたちは｢いつもみんなのた
めにお仕事をがんばってくれてありがとうございま
す｣と元気に声をかけていました。

６ りんご腐らん病点検出発式
18
場所：役場前

ときわ温泉の利用者が120 万人に達し、 120 万人
目となった中村 君子さん (徳下)に記念品が贈呈さ
れました。中村さんは｢家族で週３回程通っている。
自分が120万人目と聞いた時は嬉しかった。ときわ
温泉は自分の体に合っているので、健康のために欠
かせない｣と笑顔で話していました。

６ ｢父の日｣のプレゼント
９
場所：役場町長室

はじめに、町民の皆様には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に、多大なご理解と
ご協力をいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。
未だに新型コロナウイルス感染症の感染終息が見通せない中、感染拡大防止の観点から、町
民の皆様が大いに楽しみにしておりました、町の夏の風物詩である｢ねぷた運行｣、｢ながしこ合同
運行｣、「津軽花火大会」など、多くのイベントの開催が中止となりました。
これは、町民の皆様の命を守るために、町や各種団体が苦渋の決断により決定したことです
ので、ご理解くださるようお願いいたします。
今後も、いわゆる｢３密｣を避け、手洗いやうがいの徹底、
マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保など、「新
しい生活様式」に取り組むことで、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止と地域経済の回復を両立させることが
必要です。
ご自身だけでなく、大切な家族や友人、周りの人の命を
守るために、また、実りの秋にはイベントが再開できるよ
うな日常生活に戻れるように、みんなで心を合わせて命を
守る行動をとりましょう。皆様のご理解とご協力を今後も
お願いいたします。

町長は｢町章｣入りのマスクを
着用しています！

｢新しい生活様式｣における熱中症予防行動のポイント
18 日、農業委員・農地利用最適化推進委員によ
るりんご腐らん病及び黒星病の一斉点検が行われま
した。委員が４班体制で町内の園地をパトロールし、
生産品質向上のため、腐らん病及び黒星病の発生状
況を調査・指導しました。

祝長寿

町婦人会(会長 髙木 アツ子)が来庁し、町長をは
じめ町三役、町議会議長らに父の日にちなんだプ
レゼントが贈られました。髙木会長は｢町民の父の
ような存在である皆さんにはいつも感謝している。
これからもお仕事頑張ってください｣と日頃の労を
ねぎらっていました。

１００歳おめでとうございます

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保②
マスクの着用③手洗いや、｢３密(密集・密接・密閉)｣を避ける等の｢新しい生活様式｣が求められてい
ます。このような｢新しい生活様式｣における熱中症予防行動のポイントは次のとおりです。

暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整する
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気
をしつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
する
・暑い日や時間帯は無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は特に注意する

適宜マスクをはずしましょう
・気温、湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離(２ｍ以上)を確保できる場
合にはマスクをはずす
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や
運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上
で適宜マスクをはずして休憩をとる

日頃から健康管理をしましょう
暑さに備えた体作りをしましょう

髙木 フミ

さん

(榊) 大正９年５月16日生まれ

満100 歳のお誕生日を迎えた髙木さんに、町から
長寿顕彰状と長寿祝金が贈られました。これから
も元気にお過ごしください。
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６月７日、藤崎町日赤奉仕団(委員長 中西
みき)の団員14名が常盤生涯学習文化会館の植
え込みの草取りをしました。例年常盤地区の
団員が草取りを行っていましたが、今年は藤
崎地区の団員も加わって行われました。

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・｢やや暑い環境｣で｢ややきつい｣と感じる強度で毎
日30分程度
参考：厚生労働省ホームページ

・日頃から体温測定など健康チェックをする
・体調が悪いと感じた時は無理せず自宅で静養する

こまめに水分補給しましょう
・のどが乾く前に水分補給する
(１日あたり１.２ℓを目安に)
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
広報ふじさき 2020．7
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かさはら

笠原

あやこ

綾子 さんの略歴

東京都葛飾区出身︒御茶ノ水美術専門学校を
卒業後︑広告代理店︑求人雑誌社などでイラ
ストレーター︑グラフィックデザイナーとして
活動する︒仕事をしながら日本メンタルヘルス
協会に通い︑心理学を学び︑平成 年にデザイ
ン・イ ラ ス ト・カ ウ ン セ リ ン グ 等 を 行 う Ｋ
｢Ａ
ＳＡＣＯ Ｓ ＤＥＳＩＧＮ ＲＯＯＭ を
｣開業︒
現在はグラフィックデザイナー・イラストレー
ター・心理カウンセラーとして活動︒

地域おこし協力隊は平成 年度
に国がつくった制度で︑人口減少
や高齢化が進む地方が都会から隊
員を募り︑定住・定着の支援をし

移住セミナーに参加しました︒そ
のセミナーで︑県内で活動する協
力隊の方々とお話する機会があ
り︑皆さんが移住先で様々な活動
をして夢を叶えている姿が素敵だ
なと思い︑自分も挑戦してみたい
と思いました︒
また︑青森県出身の友人が多
かったこともあり︑縁を感じて応
募しました︒

藤崎町に住んでいる人にとって
は当たり前のことかもしれません

ながら地域の活性化に貢献しても
らう仕組みです︒
６月から︑新しく藤崎町の地域
おこし協力隊として活動すること
となった笠原さんにお話を伺いま
した︒

藤崎町の地域おこし協力隊に
応募したきっかけを教えて
ください
が︑壮大な岩木山や津軽平野が広
がる景色の素晴らしさには日々感
動しています︒自宅から岩木山が

藤崎町の印象は？

昨年から藤崎町で地域おこし協
力隊として活動している井上一幸
さんとは日本メンタルヘルス協会
で同期でした︒井上さんから協力
隊制度の話を聞いて興味を持ち︑
大きく見えることもあり︑ほぼ毎
日写真を撮っているのですが︑毎
日違った見え方をしているので飽
きることがありません︒

美味しい食べ物を楽しんでも
らうのが夢です︒

また︑デザインやイラスト
の仕事をしているので︑自分
の得意な絵と藤崎の何かを
使って町の皆さんに喜んでも
らえるような活動も今後考え
ていけたらと思っています︒
個人的なことで言うと︑藤
崎町に友人を １００人呼びた
いです︒実際に藤崎町に来て
もらって︑素晴らしい景色や

今年１月に東京秋葉原で行われた

たとき︑ 新｢・かさこの部屋 ｣
というインターネット番組を
７年間やっていたので︑その
時の経験を生かしながら︑地
域の皆さんとの交流の様子な
ど町の魅力を伝えていきたい
です︒ほかにも︑商品開発に
関わって特産品や加工品のい
ろいろな食べ方を考案したり
してみたいです︒

ト動画を新しく開設したユー
チューブチャンネルにアップ
しました︒
写真や文字で伝えることは
もちろんですが︑動画にする
ことでより多くの人に情報を
発信できるのではないかと考
えています︒東京に住んでい

く東京の友人とコラボレー
ションして︑町から送っても
らったふじさき産品のレポー

人とのつながりを大切に

今まで長く東京に住んでい
たので︑日常生活でこのよう
な景色は見られませんでし
た︒撮った写真をＳＮＳやブ
ログにアップすると︑東京に
住んでいる友人たちが︑元｢気
が出る素晴らしい景色だね ｣
実｢際に見てみたいな と｣感動
のコメントをたくさんくれる
んです︒写真をアップするだ
けでも︑誰かを癒すことがで
きているのだなと感じまし
た︒そんなプライスレスの素
晴らしい景色があるのはとて
もぜいたくで︑藤崎町の素晴
らしさのひとつだと思います︒

地 域 おこし 協 力 隊の 活 動
を通して︑
やってみたいこと
はありますか？

町長と話す笠原さん

藤崎町の皆さんにメッ
セージをお願いします

ら気軽に声をかけてほ
しいです︒町民の皆さ
んとも積極的に交流し︑
どんどんつながりを広
げていけたらと思って
います︒

イラストレーター︑
グラフィックデザイ
ナー︑心理カウンセ
ラーなど様々な顔をも
つ笠原さん︒今後は町
の振興に関する活動や
情報発信等を行い︑イ
ベント等にも参加する
予定です︒
広報ふじさきでも笠
原さんの活動を随時報
告していきますのでお
楽しみに！

町長から委嘱状を受け取る笠原さん

昨年から藤崎町で活動しているもう
一人の地域おこし協力隊員、井上一幸
さんの近況を伺いました。

つとめます！

６月５日(金)、地域おこし協力隊の委嘱状交付式が行われ、町長か
ら笠原さんに委嘱状が手渡されました。町長は｢地域の人と積極的に
交流してほしい。藤崎町を堪能し、笠原さん自身も楽しみながら元気
に活動してほしい｣と話していました。また、地域おこし協力隊の委嘱
状交付は４月に行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止のため、県をまたぐ移動が制限されたことにより、６月の交
付となりました。
域おこし協力隊の方と移住関連の仕事をしたり、
各種団体で研修の講師をしたり、楽読のインス
トラクターとして活動しています。７月からはビ
ジネス研修やメンタルヘルス研修などの講師も

井上 一幸 さん
活動報告

毎日のように撮っているという岩木山
の写真。(笠原さんのfacebookより)

よろしく
お願いします！

委嘱状交付式が行われました
新型コロナウイルス感染症の影響でなかなか
活動できずにいましたが、最近は他市町村の地
地域おこし協力隊
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まだ来たばかりで知らない
ことがたくさんあるので︑皆
さんに町のことをいろいろ教
えていただきたいです︒
これからイベント等で町民
の皆さんとお会いする機会が
あると思うので︑見かけた

｢かさこ｣と
呼んでください♪

綾子

30
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ユーチューブやＳＮＳ等で
なにか面白いことができたら
と思っています︒
例えば︑藤崎町にはおいし
い食べ物がたくさんあるので︑
この地域に住んでいないとわ
からない町ならではの特産品
や加工品を ＰＲしていきたい
です︒協力隊として活動する
ことが決まってから︑さっそ

ふじさき産品｢ＳＯＹナッツ｣の新しい
食べ方を紹介した動画。(笠原さんの
Youtubeチャンネルより)

笠原さんが描いた
天使をモチーフと
したイラスト

笠原

さん
あやこ
藤崎町地域おこし協力隊

かさはら

地域おこし協力隊
集
特

策支援制度について
①特別定額給付金の状況につ
いて
②藤崎町飲食業者緊急対策支
援金給付事業の状況について
③新型コロナウイルス感染症
対策持続化給付金事業の状況
について
④新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止協力金事業の状
況について
・７％︑給付率

①５月末現在で︑申請
率

い世帯に対しては︑勧奨通知
をし︑早期に事務を完了する
よう努めます︒

日に初回

件の申請があり︑随時

の給付をしました︒その後
も︑
申請を受付します︒
③本事業は︑国の給付金を受
けてなお不足する額に対し︑
町が法人 万円︑個人事業者
万円を上限に給付金を上乗
せして支給するものです︒
国の給付金支給が決定され
てからの申請となることか
ら︑６月４日時点での申請件
数は４件となっています︒
④本事業は︑県からの休業要
請に応じた協力金の支給を受
けた事業者に対して︑町が上
乗せして一律５万円を支給す
るものです︒
県の協力金支給が決定され
てからの申請となることか
ら︑６月４日時点での申請件
数は 件となっています︒
その他の町独自の支援
事業について
①新型コロナウイルス感染拡
大の影響を受けた地域経済︑
住民生活の支援等の事業は考
えているのか

会期

月５日〜
６

・藤崎町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

・藤崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例案

・藤崎町介護保険条例の一部を改正する条例案
・工事の請負契約の件(議案第46号〜第47号)

・令和２年度藤崎町一般会計補正予算(第３回)案

で︑対象児童一人に対し１万

は︑９４２世帯︑１５７６名

行っています︒支給対象世帯

として︑その支給事務作業を

世帯への臨時特別給付金事業

②児童手当の加算は︑子育て

を守っていきます︒

復並びに住民の皆様方の生活

で︑町の地域経済の維持︑回

以上の事業を展開すること

上しています︒

持支援金の３つの事業費を計

事業︑ねぷた運行団体活動維

事業︑単身高齢者応援商品券

ては︑子育て世帯応援商品券

います︒住民生活支援につい

業の４つの事業費を計上して

業︑地域の名産品魅力発信事

プレミアム付商品券発行事

中小事業者経済対策支援金︑

は︑農業者緊急対策給付金︑

す︒地域経済支援について

応追加事業費を計上していま

独自の新型コロナウイルス対

例会一般会計補正予算に︑町

を支援するため︑今定

①地域経済︑住民生活

の手当等について

②児童手当の加算︑一人親へ

・財産の取得の件(議案第48号〜第49号)

日の
12

・令和２年度藤崎町国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第２回)案

・令和２年度藤崎町介護保険(事業勘定)特別会計補正予算(第１回)案

日間
８

・令和２年度藤崎町水道事業会計補正予算(第１回)案

・令和２年度藤崎町下水道事業会計補正予算(第１回)案

・令和元年度藤崎町下水道事業会計継続費繰越計算書の報告の件

令和２年６月５日から 日まで︑
令和 年第２回藤崎町議会定例会が
開かれ︑報告 件︑議案 件につい
て審議し︑承認及び原案通り可決
し︑閉会しました︒

補正予算
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■特別会計
・国民健康保険 事(業勘定 特)別会計
歳入歳出とも
１７６万円追加
・後期高齢者医療特別会計
歳入歳出とも
１万６千円追加
・介護保険 事(業勘定 特)別会計
歳入歳出とも
１０３万４千円追加

■一般会計 第(３回 )
人事異動に伴う人件費や新型コロ
ナウイルス感染症防止対策に対応
する事業の追加などを中心に︑歳
入歳出とも１億６９６５万９千円
が追加されました︒

３

■公営企業会計
・水道事業会計 収益的収支
変更なし 人(件費の調整 )
・下水道事業会計
収益的収支
収入支出とも
４０５万円減額
資本的収支
収入支出とも
万８千円減額

臨時休業で︑授業時間

①３月は３週間程度の

アについては

れたが︑子どもたちの心のケ

設の利用禁止や制限が加えら

の大会等が中止となり学校施

③多くのスポーツ︑文化関連

現在と今後については

ポ少休止となりましたが︑今

解除になるまで部活動及びス

②一斉休校から非常事態宣言

足はどの程度か

校となったが︑授業時間の不

①昨年度及び今年度︑一斉休

問題点は

策により一斉休校での

新型コロナウイルス対

教育問題について

す︒

支給することとなっていま

世帯に対し︑５万円を追加で

の収入が大きく減少している

支給します︒あわせて︑直近

第２子以降には３万円を加算

給世帯等に対し一律５万円︑

については︑児童扶養手当受

また︑ひとり親への手当等

円を支給します︒

・令和２年度藤崎町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)案

２

数は 時間程度の不足となり

88

議会定例会

・藤崎町税条例の一部を改正する条例案

付し︑５月 日時点で 件の

・藤崎町教育委員会の委員の任命の件

申請があり︑５月

21

令 和 年第２回

・令和元年度藤崎町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件

新型コロナウイルス対

行政運営について

阿部 祐己 議 員

一般質問

・水道料金に係る権利放棄の報告の件

②給付対象になると思われる

・藤崎町農業委員会の委員の任命の件(議案第31号〜第41号)

22

時間程度で一教科あたり

め︑授業内容の未履修部分は

に向けての時期であったた

ましたが︑この時期は卒業式

80

・藤崎町固定資産評価審査委員会の委員の選任の件(議案第27号〜第29号)

15

20

③大会等の中止は︑子どもた

ます︒

全な育成が図られるよう努め

がら活動を継続し︑心身の健

今後は︑感染対策を講じな

しています︒

に努めていただくようお願い

３密を避けるなどの感染予防

再開していますが︑引き続き

は︑６月１日から通常どおり

②部活動及びスポ少の活動

設け個別指導を行いました︒

するため︑２日ほど出校日を

が︑受験に向けた不安を解消

の履修内容を終えていました

は︑２月中旬の時点で︑全て

ていた中学３年生について

ます︒なお︑高校受験を控え

３時間程度の不足となってい

時間程度で一教科あたり２︑

臨時休業で︑未履修部分は

また︑４月は１週間程度の

ています︒

４︑５時間程度の不足となっ

40

■議案

11

20

２

■報告
事業者に対して申請書を送

10

審議された議案の案件及び内容
・３％で︑申請されていな

96
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30

と考えています︒

た上での苦渋の決断であった

ちの健康や安全を第一に考え
が配分され︑このほか︑その

本部から食糧品や飲料水など

難生活をした場合には︑対策

帯︑カバー率は ・４％となっ

羅する世帯数は１５３９世

が組織されており︑網

９団体の自主防災組織

員会とも情報交換を行った上

の検討はせず︑近隣の教育委

受け止め︑他の選択肢

①国からの要請を重く

合わせはありませんが償還の

④現在︑奨学金に関する問い

す︒

を総合的に判断し決定しま

厳しい練習を乗り越えてきた
支給していくこととなってい
から見るとまだまだ低い状況

ておりますが︑国や県の平均
結果︑当町においての感染

で︑一斉臨時休業を行いました︒
猶予︑再募集などを検討して

での頑張りや努力が決して無

難くないことですが︑これま

思いをしていることは想像に

している町内会は︑町の補助

ですが︑自主防災組織を組織

会単位での配備は難しい状況

各施設の備蓄品等は︑町内

向上に努めます︒

ついて周知を図り︑組織率の

じ︑組織の重要性や必要性に

ですが︑今後も研修会等を通

②４月 日︑緊急事態宣言の

たと考えています︒

業措置は︑適切な判断であっ

は確認されておらず︑臨時休

者への配慮に欠けているので

間設定が両方に出席する保護

小中学校の入学式の時

入学式について

立高校︑特別支援学校を一斉

こと︑県教育委員会より︑県
入学される児童生徒がいる保

学校と中学校に同時に

各学校と協議の上︑小

対象地域が全国に拡大された

臨時休業とする旨の発表を受

はないか

駄ではなく︑必ず今後につな

忍 議員

を活用し︑資機材や各種備蓄

五十嵐

がっていくものだということ
町としても各種備蓄品等の
配備を進め︑計画的に避難施
護者の方が両方に出席できる

各施設は︑改修工事を実施
感染者が確認された場合は︑

合や弘前保健所管内において
たちの精神ケアは十分

一斉休校による子ども

小中学校での新型コ
ロナウイルス感染症
対策について

石澤 貴幸 議員

け︑町教育委員会では︑４月
新型コロナウイルス感
各学校長に一斉臨時休業とす

学校教育について

二次避難所の環境整備
染症対策について
る意向を伝え同意を得て︑町

設の環境整備に努めます︒
について
①首相の要請通りに３月２日
対策本部において一斉臨時休

よう配慮したいと思います︒

①各施設のトイレ洋式化の状
町内の二次避難所は︑
から一斉休校したことは︑町
業を正式に決定したもので

日に臨時校長会を開催し︑

況について
各小中学校をはじめ計
として適切な判断だったの

難所の現状について

②各施設における備蓄品等の
箇所で︑対策本部の決定に

状況について
す︒

況は︑役場庁舎︑藤
し冷暖房の配備などは整って
を決めた経緯を示せ
当町からの距離及び感染経路

休業中や再開後の校長

①各施設のトイレの状
崎・常盤老人福祉センターは
いる状況ですが︑今後は避難
③今後︑休校措置をとる場合
などを総合的に勘案し︑休業

②４月

日からの再度の休校

況を確認していますが︑特

③町で感染者が確認された場

全て洋式トイレとなっていま
所内の感染症対策も必要とな
の基準は何か

会で︑子どもたちの状

検討したのか

す︒このほか︑各地区の集会
ることから︑計画的に環境整
措置について判断します︒
国又は県教育委員会から要

であるか

所や公民館等は︑全体の約半
④新型コロナの影響で学費等
に困窮する学生に︑町奨学金

①県内に対応出来る病院︑ま

自主防災組織の現状に

青森市と八戸市にそれぞれ１

た︑対応している病院はどの

段︑不登校の児童生徒が増え

か所ずつ設置されており︑県

請があった場合なども︑状況

完治 議員

位あるのか︒弘前圏域ではど

大規模な病院も無駄を省きギ

の保健所には県職員︑中核市

また︑保健所の国における

リギリの線で医療機器︑人員

の位あるのか

所管は厚生労働省となってお

を揃えていると思うが町とし

の保健所においては市職員が

りますが︑所掌業務は設置主

て増設︑増員等の情報は入手

②行政改革︑財政改革の中で

による支援は検討しているのか

奈良
新型コロナウイルス感染
症対策について

①今の感染症対策に対する︑

体である地方自治体が担って

しているのか

配置されています︒

ついて

福舘富柳間の防雪柵設
置工事について
計画している防雪柵の
形式と根拠について

策︑風速︑地形条件︑沿線の

計画︑実施︑検証︑処置のＰ

おり︑感染症対策などの予防

③ＰＣＲ検査等の拡充を弘前

対応する責任官庁につ

土地利用︑設置費用などの諸

ＤＣＡサイクル一連の責任は

業務︑又は市町村の健康づく

圏域の中で協議しているのか

当該防雪柵の設置につ

条件において最も適している

どこで受け持っているのか

りや母子保健などの地域保健

①感染の疑いがある住

いて

吹き払い方式の選定を計画し

②保健所の職員は都道府県の

独自の性質を有していること

いては︑視程障害対

現在︑学校ではどのよ

ています︒

職員と思いますが︑管轄は厚

民からの相談を受けた

を避けるため︑換気や

各小中学校では︑３密

ているか

きたいと思います︒

深く子どもたちを見守ってい

うな感染症対策がされ

設置により道路が狭

から︑設置主体の独自性は

である管内保健所が必要に応

生労働省にあると思われま

ます︒

じ︑受診調整を行い︑陽性反

くならないか

間隔をあけての活動の実施︑

ているのか

③弘前保健所の令和２年度の

任については︑法並びに各計

ているものであり︑一連の責

行動計画に則って対策を講じ

法に基づくそれぞれの

①国・県・町が︑特措

め︑総勢

されており︑所長などを含

当する健康増進課に 名配置

康づくりや母子保健業務を担

当する生活衛生課に９名︒健

名︒環境・食品衛生業務を担

名で管内８市町村

対応する医療機関につ
いて

まれており︑医療機器や医療

提供体制の確保対策が盛り込

②国の第二次補正では︑医療

きないものとなっています︒

にどの程度あるかは︑把握で

ておらず︑県内もしくは管内

恐れがあることから公表され

が殺到するなどの混乱を招く

対応する医療機関は︑患者

ています︒

療機関に措置することになっ

③弘前保健所の組織構図と人

画に定められた事項を︑それ

の地域保健行政を担当してい

症を担当する指導予防課に

ぞれの責務において受け持つ

ます︒
②県内では︑県の機関が圏域

べきものと考えています︒

ているのか

応が出た場合は感染症指定医

帰国者・接触者相談センター

現状の舗装部から約

礎設置による大規模な水路工

組織は︑医務・薬務及び感染

保たれていると認識してい

マスクの着用などの対策を講

センチメートル離した
路肩付近に設置することとし

じています︒
更なる長期の感染危機

ており︑現況より道路幅が狭

農業用水路にかかる橋

ます︒

くなることはないと考えてい

に対し︑リモート授業
という手段は考えているか
国や県の通達などでも
頻繁に示されており︑

の部分は設置されるか
水路橋部分の施工に

ることから︑必要となる機器

事の実施及び特殊な防雪柵の

員割り当てはどのようになっ

す︒それで︑独自性は保たれ

き続き先生方と協力し︑注意

ことに感謝するとともに︑引

神的なケアをしてくださった

方が家庭訪問などを行い︑精

堵しています︒休業中に先生

ているなどの報告もなく︑安

②災害発生により︑町民が避

ます︒

備を進めて参ります︒

20

数が洋式トイレとなってい

より開設するものです︒
か︒他にどのような選択肢を

災害時における一次避

防災対策について

品などを配備しています︒

14

を伝えて参ります︒

います︒

ます︒

大会に向け︑仲間と一緒に
他必要品も可能な限り随時

50

多くの子どもたちが︑悔しい

25

ごとに６か所︑中核市である

17

校長会や教育委員会でも︑話
題になっていますが︑ネット

や費用などについて情報収集

製作を伴うことから︑実施し

ついては︑防雪柵の基

を行い︑導入に向けて前向き

ないこととしたものです︒

環境の整備が必要となってく

に検討したいと考えていま
す︒

22
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あると考えていますが︑この

査体制の拡充は必要なもので

１か所のみとなっており︑検

機関は︑県環境保健センター

③県内でＰＣＲ検査ができる

ものと考えています︒

従事者への支援が講じられる

策をすべきではないか︒ま

現金支給等実効性のある対

はプレミアム付き商品券︑

にも更なる国の補正の場合

町民の生活を守っていく為

ら地域の経済を回転させ︑

⑤ウイルスと向きあいなが

いか

医療提供整備等の推進を盛り

④国の第二次補正において︑

ます︒

めの取組みについて検討し

する賃金の一部を助成するた

離職者等を雇用した農家に対

③町の雇用支援については︑

はないものと考えています︒

ら︑現在のところ大きな影響

します︒

集を図りつつ︑前向きに検討

ついては︑より一層の情報収

るため︑ネット授業の導入に

での授業を想定したものであ

す︒しかし︑あくまでも学校

利用者数は︑年間約２万５千

便運行しています︒昨年度の

地区は午前・午後それぞれ２

区は午前・午後各１便︑常盤

会社に業務を委託し︑藤崎地

管理・運行は︑青森市の観光

成 年が 人︑平成 年が

ると︑当町の返納者数は︑平

②警察庁の運転免許統計によ

程度の利用となっています︒

人︑一日平均およそ １００人

件に関して圏域での協議は行
た︑小中学校には是非ネッ
込んでいることから︑予算成

道人 議員

われていません︒
ト授業に備えてタブレット

地域経済の活性化と住民
生活の向上について
町巡回バスの抜本的

人で︑昨年は 人となってお

30

り︑昨年の男女別内訳は︑男
人︑女性 人となってい

キャンセルも見受けられる

②雇用不安から住宅新築等の

のか

における現状把握はしている

けていると考えています︒そ

などによる経済的な影響を受

いて消費の低迷や流通の停滞

を受け︑ほぼ全ての業種にお

大防止のための休業要請など

ム付き商品券の発行を予定し

興︑活性化を目的にプレミア

る地域経済と地元商工業の振

喚起・促進し︑消費拡大によ

⑤町では消費者の購買意欲を

③有事の際の避難移動にバス

者数について

②当町における運転免許返納

いて

①町巡回バスの運行状況につ

ど︑状況に応じて各地区の安

が浸水する恐れがある場合な

きれなくなった場合や避難所

③避難住民を避難所に収容し

ます︒

性

が︑若者移住すまいづくり補

人達に援農等︑雇用便宜も必
ている状況となっています︒

おいても︑大きな影響を受け
小中学校へのタブレット導

ることとしています︒

品券を １０００セット販売す

る利便性の向上を図ることを

公共施設の利用に関す

速かつ的確な対応が求められ

る避難誘導や移送対応は︑迅

また︑大規模災害等におけ

移送を想定しています︒これ

要ではないか︒また︑半額補
②本事業は︑開始から４年目
目的に運行しております︒現

ることから︑消防団や町内

の具体的内容について

全な避難所へバス等での大量

の商品券を５０００セット︑

助も検討しては
で︑過去３年間の４月と５月

入について︑国の Ｇ
｢ ＩＧＡ
在︑町所有のバス１台で町内

会︑自主防災組織と連携し

には︑巡回バス及びスクール

④更なる国の補正があるよう
の申請合計件数の平均３・３

スクール構想 に
｣ より︑当町
においては︑今年度は端末整
を巡回していますが︑バスの

④冬期間の中学生のスクール

を利用する予定であるが︑そ

な影響を受けており︑サービ
プレミアム率

ですが︑医療機関への人口呼
件に対し︑今年度同月の合計
備に向け︑準備を進めていま

ます︒

バスの計４台を想定してい

吸器等の提供︑職員への防護
申請件数が２件であることか

効に活用していきたいと考え

④中学生を対象とした冬期間

考えています︒
入場者の制限やソーシャル

針により︑手指消毒や換気︑

各種イベント等に係る実施方

積み戻すなど︑一般財源の確

降に減額補正し︑各種基金に

イベント等の予算は︑９月以

また︑今年度中止となった

団体とも連携を図り︑空き家

ことから︑町内会や地域活動

面で地域の協力も必要である

地域の課題でもあり︑様々な

町では︑空き家等の問題は

に努めていきます︒

て粘り強く周知し︑問題解決

適正管理の必要性などについ

今後も所有者に対し責務や

ます︒

服等装備援助すべきではな

ていきたいと思います︒

のスクールバスの運行は︑２
ディスタンシングへの配慮な

保にも努めていきます︒

①町巡回バスは︑町内

た︑より実践的で効果的な防

月から運行を開始していま
どの感染防止対策を徹底した

ています︒

す︒対象エリアは︑学校から
上で︑３つの密が発生しない

めます︒
②町長の諮問に応じ︑実態調
査や立入調査の結果等につい

いては︑今月開催予定

昨年度の決算状況につ

決｢算状況 に｣ついて
運営計画・方針について

ふじさき食彩テラスの

町長の基本姿勢について

浅利 直志 議員

概ね３キロメートルの範囲︑
よう段階的にステップアップ

町内空き家の実態はど

う機関となっており︑命令︑

て専門的見地から審議等を行
① 空き家の実態と対策について

うなっているのか

化や緩和などについて調整し

公表︑代執行などによる町民
等の財産に不利益となる処分

②空き家等調査審議会の役割
りについて

の株式会社ふじさきファー

そして︑８月までの全ての

マーズＬＡＢＯの株主総会に

について調査・審議を行うこ
ととしています︒

おいて提案される決議事項と

③衛生︑環境︑景観上の問題

③適切な管理が行われないま

イベントが中止となりました

①町の空き家の件数

はないのか

いては︑関係団体と連携しな

具体的な内容についてお答え

コロナ収束後のまちづ

き地が︑防災面での危険性・

することはできません︒

なっていますので︑この場で
り再利用可能な物件が２００

安全性の低下︑公衆衛生の悪

ま放置されている空き家や空

検討します︒

件︑管理が行き届いていない

は︑小規模の修繕によ

に考えるのか

③５月１日付けの専決処分

がら︑開催に向けて前向きに

①感染予防対策について

化及び景観の阻害等︑地域

会社においては︑経費削減

ものの当面危険性が少ない物

等の工夫を重ねるなど︑不断

日の議会臨時会

住民の生活環境に様々な悪影

において︑財政調整基金を

件が 件︑管理が行き届いて

方針について

おらず︑損傷の激しい物件が

の経営努力を続けていると聞

４８００万円ほど取り崩し︑

件︑倒壊の危険性があり︑

響を及ぼす原因となってい

③ 町財政に及ぼす影響について

補正予算を編成したところで

いていますので︑そういった

①感染防止対策は決し

あります︒

13

て緩めることなく継続

ます︒

及び５月

くりについてどのよう

が︑９月以降のイベントにつ

ていきます︒

発生状況等に応じ︑対策の強

等の早期把握や課題解決に努

分以上の地域
させながら実施し︑感染症の

名となっています︒

27

②各イベントの再開と今後の

ポストコロナ社会のあ
り方について

空き家対策について

または︑徒歩
名に対し︑利

日に示した町主催の

②５月

バス運行について

ています︒プレミアム率 ％

見直しについて

54

28

三上

町民に対する経済対
機器や防護服などの公的な

立後︑医療機関に対し︑医療

①当町でも︑全国的な
支援があるものと考えてい

を導入すべきではないか

①大打撃を受けている製造
感染拡大による不要不

策︑支援対策について
業︑卸業︑小売業︑運輸︑宿
急の外出の自粛︑県の感染拡

46

の中でも︑飲食業が特に大き

ます︒

泊︑飲食︑サービス業の当町

29

26

助事業に影響はないか
③新型コロナウイルスの影響
ス業︑運輸業︑建設業などに

％の飲食用商

で離職︑アルバイトできない

30

災訓練を実施していきたいと

40

で︑対象者数
用者は

37 30

奈良岡 文英 議 員

13

生活の基盤となる経済の維持

のと考えています︒その上で

していかなければならないも

庫補助金などの特定財源を有

は︑地方創生臨時交付金や国

見据えた施策の実施について

今後のポストコロナ社会を

３件の計２４２件となってい

緊急度が極めて高い物件が

性があり︑かつ︑解体などの

高い物件が９件︑倒壊の危険

修繕や解体が必要な緊急度の

るところです︒

スもあり︑対応に苦慮してい

力での維持管理が難しいケー

体的・金銭的な問題により自

ただ︑所有者の高齢化や身

ます︒

映されてくるものと考えてい

内容が当該決算の内容にも反

いても︑これまで行ってきた

また︑運営計画・方針につ

を念頭に︑まちづくりを進め

19
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令和２年第２回 議会定例会
令和２年第２回 議会定例会

45

令和２年第２回 議会定例会

町
｢ の特産物の販売促進 ︑
｣
ご
｢ 当地メニューの提供 ︑
｣
新｢たな加工品の開発販売 ︑｣
続していかなければならない
で２５２人︑５月末日時点で

受給者数は︑３月末日時点

わせて８件︒

また︑医療機関や介護現場
と考えており︑国の補正予算
は２５１人となっています︒

要喚起のための経済対策を継

の業務過多︑働き方改革によ
の拡充やそれに伴う町の補正
②現在︑生活保護法上︑自動

彫りとなりました︒

るテレワークの推進︑学校休
予算対応は必要であると認識
は︑資産活用の観点から一定

業における子どもたちへの対
弘前圏域における医
の制限が設けられています︒

販｢売促進イベントの実施 ︑｣
社
｢ 外イベントへの出展プロ
的に困難な学生への支援など
療・介護分野の今後の
今般の新型コロナウイルス

車や不動産などの資産保有

モーション な
｣ どを基軸に︑
会社として地域内外に向けた
の問題も指摘されています︒
強化策についての町長の認識

しています︒

更なる発信力の向上に取り組
今後は︑これまでの経験を
な収入の減少で保護が必要と

感染症の影響により︑一時的

医療と介護の強化は︑
なる場合の取扱いは︑通勤用

について

に努めながら︑これからの日
国が定める地域支援事

踏まえ︑諸問題の分析と検証

お客様に安心してご来館い
常を確立していくための取り
自動車や自営に必要な店舗︑

ただける環境の整備に加え︑
業に規定された包括的支援事

組みを進めていきます︒

や︑今まで以上の藤崎町の

人間とコロナとの 共
｢
がら取り組んでいるところで

機械器具等の保有を認める取

魅力発信を目指し︑ふじさき

生の時代 と
｣ いう認識
についての町長の見解につ
す︒今後も医療と介護の一体

業に盛り込まれており︑現

ファーマーズＬＡＢＯとの連
いて

②自動車保有要件︑資産保有

※プレミアム付商品券・お食事券の詳細は広報７月15日号の折込チラシでお知らせします。
◎取扱店の募集

◆対象店舗

町内の店舗 ※商工会員以外の店舗も申込できます。
◆募集期限

７月10日(金)

◆申込方法

申込書に必要事項を記入の上、町商工会に提出してください。
申込書は町商工会窓口に備え付けています。

※取扱店の申込方法など、詳細については町商工会にお問合せください。

議会定例会

扱いがされています︒

携を図っていきます︒
的な提供の連携強化に努め
新型コロナ対応の中で

新型コロナウイルス
染を予防する日常のあり方
の﹁生活保護制度﹂の運

ます︒

と︑生活の基盤となる経済活
用改善について

と付き合いながら︑感

新型コロナ感染症と
動をいかに両立させ︑どう維
①２０２０年３〜５月の申請

新型コロナウイルス感染
症対応について

向き合う中で学んだこ
持していくのかという課題に
者数︑受給者数について

とについて
取り組んでいきます︒
今後更なる補正予算の
要件などの緩和について

今回の緊急事態宣言に
おいて︑強制力のない
拡充についての見解に

以(上

在︑様々な形で連携を図りな

再び訪れたくなる場所づくり

ところです︒

んでもらえるものと期待する

応と親への過重な負担︑経済

プレミアム付商品券・お食事券の発行に伴い、取扱店を募集します。

私権の制限や休業要請に伴う

)

青森市中央 丁目
青森共栄火災ビル 階

①この期間の申請者数

広報ふじさき有料広告

藤崎町シルバー人材センター

経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258
町商工会
☎75ー2370
■お問合せ

☎：
☎：
藤崎町大字常盤字富田
常盤老人福祉センター内

問
合
せ
先 （公社）青森県シルバー人材センター連合会

ついて

町民の皆さんに広く利用していただけるよう、また購入時の混雑を回避し３密を避けるた

補償の問題︑国と地方自治体

ご協力をお願いします。

は︑３月が６件︑４月

する予定です。 購入引換券をお持ちであれば必ず購入できますので、購入時の混雑回避に

感染拡大防止と雇用の

めに、購入申込書を広報７月15日号に折込み配付し、申込のあった世帯に購入引換券を送付

の権限のあり方などが提起さ

◆販売方法

12
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13,000円分の商品券を10,000円で購入できます。
○プレミアム付お食事券 7,000円分のお食事券を5,000円で購入できます。
◆内

容

○プレミアム付商品券

と５月がそれぞれ１件で︑合

の活性化を目的として、町内取扱店で利用できるプレミアム付商品券とお食事券を発行します。

下支えを行いつつ︑需

町商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により低迷した消費の喚起と、町内商工業

れるなど︑様々な課題も浮き

町プレミアム付商品券・お食事券を発行します

新型コロナウイルス

感染症対策事業
国民健康保険税・介護保険料の減免

国民健康保険傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり、その感染が疑われる場合に、療養の
ため労務に服することができない期間において、傷病手当金が支給されます。
◆対 象 者

藤崎町国民健康保険の被保険者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナ
ウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり、感染が疑われる者

◆支給期間

その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服す
ることができない期間(最長１年６か月まで)
◆支 給 額 支給を始める日の属する月の以前の直近３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額
◆申請方法 以下の１から４の申請書を、住民課国保年金係まで提出してください。
○国民健康保険傷病手当金支給申請書
１．世帯主記入用
２．被保険者記入用
３．事業主記入用 ※勤務先に作成を依頼してください。
４．医療機関記入用 ※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、４の提出は不要ですが、２の事業主
記入欄に事業主からの証明が必要です。
■お問合せ

住民課国保年金係

88−8179

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等がいる世帯で、次の要件に当てはまる方は
国民健康保険税・介護保険料が減免となります。
◆減免の対象者と減免区分
対 象 者

減免区分

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤
な傷病を負った場合

国保税・介護保険料の全額減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少
が見込まれ、次の要件のいずれにも該当する場合
【具体的な要件】
ア 事業収入や給与収入など、収入の種類毎に見た収入のいずれかが、
前年に比べて10分の３以上減少する見込みであること
イ

収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること

国保税・介護保険料の
全部又は一部減免
※詳細は下表を参照

ウ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
※介護保険料においては、ア・イのみ

※国保税において、
「主たる生計維持者」は世帯主を指します。
◆減免の対象となる国保税・介護保険料
令和元年度分及び令和２年度分の国保税・介護保険料であって、納期限が令和２年２月１日から令和３年
３月31日までのもの
◆減免の計算方法と減免割合

国民年金保険料の免除

国民健康保険税
減免額の計算式

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例
免除申請の受付手続きが開始されています。
◆対 象 者

◆対象期間

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の２点をいず
れも満たした方が対象になります。
○令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
○令和２年２月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金

◆申請に必要なもの
○年金番号又は個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※個人番号(マイナンバー)により申請される場合、顔写真付きの身分証明書(マイナン
バーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。
○国民年金保険料免除・納付猶予申請書又は国民年金保険料学生納付特例申請書
○所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
○学生証のコピー(学生の方)
住民課国保年金係

対象国保税・介護保険料(Ａ×Ｂ／Ｃ) × 減免割合(ｄ) ＝ 減免額

Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険税額
Ｂ：主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収
入にかかる前年の所得額
Ｃ：主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者全
員の前年の合計所得金額

88−8179

400万円以下
550万円以下
750万円以下
1,000万円以下

10分の８
： 10分の６
： 10分の４
： 10分の２
：

2020．
7 広報ふじさき

主たる生計維持者の前年の合計所得金額ごとにおけ
る減免割合
： 全部(10分の10）
200万円以下
万円を超える
：
200
10分の８

◆減免手続に必要なもの
○納税通知書(国保税の場合) ○収入を証明する書類(帳簿、給与明細書、通帳など)
○印鑑（シャチハタ不可)
○身分証明書(運転免許証など)
※手続方法や対象の可否などは、お問合せください。
■お問合せ

15

Ａ：第一号被保険者の保険料額
Ｂ：第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持
者の減少することが見込まれる収入にかかる前
年の所得額
Ｃ：第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持
者の前年の合計所得金額

減免割合(ｄ)の内容
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額ごと
における減免割合
： 全部(10分の10)
300万円以下

保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
令和２年２月分以降の国民年金保険料

■お問合せ

介 護 保 険 料

国民健康保険税について 税務課住民税係
☎88ー8124
介護保険料について
福祉課介護保険係 ☎88ー8198
広報ふじさき 2020．7
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新型コロナウイルス感染症対策事業

認知症予防

脳トレ教室に参加しませんか？

週に１回、教材や｢すうじ盤｣などを使用し、読み書きや計算、仲間と
の懇談を通じて脳の健康づくりを行う教室です。

町内事業者向け支援のお知らせ
町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている町内事業者に対し、次の支援を行っています。

◆対象者
○介護認定で要支援１・２と認定された方
○基本チェックリスト(簡単な質問表)により認知機能の低下等が見られ、該当となった方
※申請後は地域包括支援センター職員が訪問し、目標設定やケアプラン(利用計画)を作
成します。
藤崎老人福祉センター

常盤老人福祉センター

日 程

毎週金曜日
※初回は８月７日(金)

毎週火曜日
※初回は８月４日(火)

時 間

午前９時30分〜午前11時

午前９時30分〜午前11時

参加には申請が必要です。福祉課介護保険係又は地域包括支援センターで受け付けて
います。見学もお気軽にどうぞ。

脳トレ教室の対象とならない方や自由参加したい方は
さくら
ぼう
笑顔の絶えないみんなの集いの場

脳トレ咲
脳トレ
咲楽ん坊

藤崎町中小事業者経済対策支援金事業
◆支援内容

町内の商工業等中小事業者(飲食業者除く)に対し、事業継続のための経済対策支援金を支給
します。
◆給 付 額 法人20万円 個人事業者10万円(１回限り)
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
・令和２年１月31日までに町内で開業、事業所を有し、営業実態がある中小事業者であること
・支援金受領後も事業活動を継続する意思があること
・原則として令和２年２月以降のいずれかの月売上高が、前年同月比で30％以上減少していること

藤崎町飲食業者緊急対策支援金事業
◆支援内容 町内の飲食業者に対し、事業継続のための緊急対策支援金を支給します。
◆給 付 額 20万円(１回限り)
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
・令和２年１月31日までに町内で飲食店を開業し、営業実態がある飲食業者であること
※｢飲食業者｣とは、日本標準産業分類に掲げる飲食店に該当する業種を営む事業者
・支援金受領後も事業活動を継続する意思があること
・令和２年２月以降のいずれかの月売上高が、前年同月比で30％以上減少していること

藤崎町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金事業
◆支援内容

脳トレやレクリエーションなどを行い、参加者みんなで楽しく交流するサロンです。申込
みは不要で、65歳以上の町民の方はどなたでも参加できます。
藤崎老人福祉センター

常盤老人福祉センター

日 程

７月10日(金)、７月22日(水)

７月７日(火)、７月15日(水)

時 間

午前９時30分〜午前11時30分

午前９時30分〜午前11時30分

◆参 加 費

１回100円

◆お問合せ

福祉課介護保険係
藤崎町地域包括支援センター

○脳トレ教室・脳トレ咲楽ん坊
◆活動内容
◆謝

礼

◆お問合せ
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◆給 付 額

国給付金で算定した収入減少分から国給付金の額を差し引いた額
※法人等20万円、個人事業者等10万円を上限とします。
(例)法人の場合 収入減少分150万円ー国給付額150万円…町給付額０円
収入減少分250万円ー国給付額200万円…町給付額20万円(上限)
個人の場合 収入減少分60万円ー国給付額60万円…町給付額０円
収入減少分105万円ー国給付額100万円…町給付額５万円
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
○町内に事業所を有し、営業実態がある事業者
○国給付金の給付を受けた事業者

藤崎町新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金事業

☎88−8198
☎65−4155

◆支援内容

サポーター大募集

※年齢・経験は
問いません。

参加者の学習の見守り、読み書き教材の音読の聞きとりや採点、仲間づくり
のサポートやレクリエーションを行います。
１日1,000円(交通費程度)
脳トレ咲楽事務局（藤崎町社会福祉協議会）

町内の事業者に対し、国による持続化給付金の給付を受けて、なお不足する額に対して上乗
せして、事業の維持・継続のための給付金を給付します。

☎65−2056

町内の事業者に対し、県による休業要請等の協力金に上乗せして、事業の維持・継続のた
めの協力金を支給します。
◆支 給 額 一律５万円
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
○町内に事業所を有し、営業実態がある事業者
○県協力金の支給を受けた事業者
【共通事項】
◆申請方法 原則郵送
各事業の詳細や申請書類等については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/) を
ご確認ください。
■お問合せ

経営戦略課企画調整係

☎88ー8258
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◆国保税の軽減判定所得の改正について

令和２年度の国民健康保険税のお知らせ

国保税の均等割額と平等割額は所得に応じて次のとおり軽減されます。
区 分

令和２年度

７割軽減

基礎控除額（33万円）以下

基礎控除額（33万円）

以下

５割軽減

基礎控除額（33万円）
＋２８５
. 万円×被保険者数 以下

基礎控除額（33万円）
＋２８万円×被保険者数

以下

基礎控除額（33万円）
＋５2万円×被保険者数

２割軽減

令和元年度

以下

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに必要な医療が受けられるよう、加入者に国民健
康保険税(国保税)を負担してもらい、お互いに助け合う制度です。

◆令和２年度の国保税率等
区

基礎控除額（33万円）
＋５１万円×被保険者数 以下

◆国保税の納付について

納付月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

期 別

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

○資格に関するお問合せ 住民課国保年金係
○税額に関するお問合せ 税務課住民税係
○納付に関するお問合せ 税務課収納係

広告の規格・掲載料等（１回あたり)

・１号広告（縦45mm×横83mm）
5,000円
・２号広告（縦45mm×横170mm） 10,000円
・３号広告（縦100mm×横170mm）20,000円
広告申込は、企業、個人事業主又は団体となります。

五所川原塗装工業会会員｢心･技･色｣

藤一美装

地域密着型塗装店！お気軽にご連絡ください。
※１､２カ月先の予約・来年の塗装予約もＯＫ！

介護保険分

9.5％

2.8％

2.4％

加入者の前年中の所得に応じて算定

②均等割額

加入者１人あたりの定額

25,500円

7,800円

8,700円

③平等割額

１世帯あたりの定額

20,100円

6,000円

4,500円

賦課限度額
63万円

賦課限度額
19万円

賦課限度額
17万円

①＋②＋③(ただし賦課限度額まで)

○低所得者に対する軽減についての配慮
国保税の軽減を受けている世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国
保の被保険者が減少しても、移行した時点での国保世帯主が国保世帯主を継続することで、緩
和措置が適用となります。ただし、何らかの事情で国保の世帯主変更があった場合、緩和措置
は適用されません。

88−8179
88−8124
88−8151

fujiichi.bisou
一級建築塗装技能士
お化粧屋
（代表）藤 田 一 哉 一級鋼橋塗装技能士
登録建設塗装基幹技能者 単一等級調色技能士
職業訓練指導員
ペンキの

後期高齢者
支援金分

後期高齢者医療制度への加入に伴う国保税の緩和措置

○後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が１人
となった世帯は、対象となってから５年間は国保税の平等割額(医療保険分・後期高齢者支援
金分)が２分の１軽減、その後３年間は４分の１軽減されます。
○被用者保険の被扶養者の加入に伴う減免措置
旧被扶養者(被用者保険に加入していた扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入したために、
新たに国保の被保険者となった被扶養者で65歳以上の方)は、申請により医療保険分と後期高齢
者支援金分の所得割額を当分の間賦課せず、資格取得日の属する月以後２年を経過するまでの間
に限り、均等割額も半額となります。また、世帯の国保被保険者全員が旧被扶養者に該当する場
合には、平等割額も資格取得日の属する月以後２年を経過するまでの間に限り半額となります。
※軽減制度において均等割額及び平等割額の７割軽減、５割軽減に該当する場合は、それぞれの
金額が半額以上減額されますので、重ねて減免は適用されません。

広報ふじさき有料広告

町内の各世帯に配布される広報紙をご活用ください

Makeup-Paint

医療保険分

※課税額は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の各課税額を合算した金額になります。
※介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者が対象となります。

広報ふじさき有料広告

『広報ふじさき』に広告を掲載しませんか

分

①所得割額

保険税額

令和２年度の納税通知書は７月中旬に発送します。国保税は世帯主に通知し、毎年７月から翌年２
月までの８期に分けてその月の末日までに納付していただくこととなっています。(納期限が土・日・
祝日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
原則として各納期内に納めていただきますが、失業その他の理由による分割納付の相談、災害等に
よる減免の申請等もできます。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の減免に
ついては14ページをご覧ください。

■お問合せ

こんにちは国保係です

◆ 国保税は国保を支える大切な財源です ◆

地元だから安心!!

(有)木

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

村 塗 装

旭硝子 フッ素塗装(最高級塗料)登録施工店
光触媒

その他にも各種仕上材

認定番号

藤崎町大字西豊田三丁目２−４
TEL 75−5 101 FAX 75−5102
代表取締役 木村 悦穂

G0102015

お気軽にご相談ください。
弘前市代官町通り

１級技能士

２名

２級技能士
２級建築施工技師

２名
２名

■お問合せ 経営戦略課企画調整係(88ｰ8258)
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８

月

ஜᐽଥ
ࠞࡦ࠳

満１歳のお誕生日を迎えたらＭＲ(麻し
ん・風しん)の予防接種を受けましょう。
また、すこやか健診等の日程一覧表は、
町ホームページに掲載しています。
※新型コロナウイルス感染症の状況により
延期や中止となる場合があります。ご了
承ください。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
８月１２日(水)【乳児健診】
●対 象 Ｒ２年３月〜Ｒ２年４月生
●受 付 個別に通知します。
●場 所 ふれあいずーむ館
●持ち物 母子手帳、こどもノート、問診票
バスタオル、ミルクやおむつ等外出
時に必要なもの

ߔߎ߿߆⋧⺣
８月20日(木)【７か月児健康相談】
●対 象 Ｒ１年12月〜Ｒ２年１月生
●受 付 個別に通知します。
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、離乳食や発達のお話、
健康相談
●持ち物 母子手帳、こどもノート、問診票
バスタオル、ミルクやおむつ等外出
時に必要なもの
８月26日(水)【母子健康相談】
◆個別相談 ※事前予約制
●対 象 妊婦・生後３か月以上の乳幼児
●時 間 午前中のみ開設
●場 所 町文化センター
●内 容 育児や発育発達について保健師や
栄養士との個別相談ができます。
●持ち物 健診時の持ち物と同じ
◆子育てママサロン ※予約不要
●時 間 10:00〜11:30
●場 所 町文化センター
●内 容 子供たちを遊ばせたり、子育て親子
同士の交流や情報交換ができます。

国 民 年 金のお知らせ

全国農業新聞のご案内

国民年金の保険料免除又は猶予制度について
全国農業新聞は、①特徴のあ
る週刊新聞②時代に鋭く斬り込む

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請手続によって
保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。
①免除制度 全額免除・・・保険料の全額を免除 ※令和２年度は月額16,540円
一部免除・・・保険料の一部を免除 (４分の３免除・半額免除・４分の１免除）
※本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得が所得基準額以下であれば、免除を受けることができます。

③経営に役立つ④喜びや悩みを共
感できる⑤読みやすく親しみやす
い、を重点に紙面づくりをしてい
ます。農政の動きをタイムリーに
伝え、農業経営に役立つ実用的な
専門紙で、農家のくらしに役立

＜免除が承認された場合の保険料額(令和２年度)＞

ち、女性の元気を呼び起こす新聞
となっています。
全国農業新聞は毎週金曜日発行
で、購読料は月700円となっていま
すので、購読を希望

保険料月額

■お問合せ
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４分の１免除

０円

4,140円

8,270円

12,410円

町農業委員会
☎88ー8269

③学生納付特例制度・・・学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
＜所得基準＞

①〜③の期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます。
※一部免除については、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となります。
①の期間にかかる老齢基礎年金の金額は、保険料を全額納付した場合と比較して次のとおりです。

夏の交通安全県民運動
７月 21日(火)〜 31日(金)

全額免除
３／４免除
半額免除
１／４免除

夏期は、子どもや高齢者の交通事故、自
転車利用中の交通事故、飲酒運転による交
通事故が多く発生しています。道路を通行
する全ての皆さんは、交通ルールを守りま
しょう。一人ひとりが道路の安全な通行を
心がけ、交通事故をなくしましょう。
■お問合せ

総務課防災係

(扶養親族等の数×38万円）＋118万円＋社会保険料控除等

年金額の割合
２分の１
８分の５
８分の６
８分の７

②、③の期間については、老齢基礎年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢
基礎年金の額には算入されません。
将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、①〜③の期間については10年以内であれば遡って
保険料を納めること(追納)ができます。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の保
険料に一定の金額が加算されます。

☎88ー8295

■お問合せ

住民課国保年金係

88−8179 弘前年金事務所国民年金課

27ー1339

広報ふじさき有料広告

８月２１日(金)・２８日(金)
【傾聴サロン おしゃべり&オレンジカフェ】
●時 間 13:00〜15:00
●場 所 (21日）藤崎老人福祉センター
(28日）常盤老人福祉センター

半額免除

②保険料納付猶予制度・・・50歳未満の方で本人又は配偶者の前年の所得が一定以下の場合、
保険料の納付が猶予されます。
＜所得基準＞
○全額免除
(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円
78万円
○４分の３免除
118万円
＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等
○半額免除
158万円
○４分の１免除
※令和２年７月〜令和３年６月分の申請については、平成31年１月〜令和元年12月の所得で審査します。

ஜᐽ⋧⺣
８月５日(水)・１９日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (５日）常盤老人福祉センター
(19日）藤崎老人福祉センター

４分の３免除

※上記の保険料を納めない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

される方は町農業委
員会までお気軽にご
連絡ください。
■お問合せ

全額免除
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藤崎町図書館
大夢

としょかんだより
◎最新着図書
☆一般図書

◎ガチャ本、好評！

○「農業気象・環境学」
大
大政 謙次‖編集
○「今さら聞けない肥料の話きほんのき」
農文協‖編
○「じんかん」
今村 翔吾‖著
○「きたきた捕物帖」
宮部 みゆき‖著
○「銀色の国」
逸木 裕‖著
○「結婚させる家」
桂 望実‖著
○「生かさず、殺さず」
久坂部 羊‖著
○「僕の涙がいつか桜の雨になる」
犀川 みい‖著
○「五年後に」
咲沢 くれは‖著
○「少年と犬」
馳 星周‖著
○「水を縫う」
寺地 はるな‖著
○「新任警視」Rookie
古野 まほろ‖著
○「縄紋」
真梨 幸子‖著
○「いのちの停車場」
南 杏子‖著
○「シャルロッテ」
ダヴィド・フェンキノス‖著
○「彼女の体とその他の断片」
カルメン・マリア・マチャド‖著
○「ケアする人をケアする本」
岡山 ミサ子‖編著
○「型紙いらずの浴衣リメイク」
松下 純子‖著
○「ウイルス・カビ毒から身を守る！」
松本 忠男‖監修
○「世界一美味しい絶品＆最速ＢＢＱレシピ」 宝島社‖出版

☆児童図書

特定計量器定期検査は２年に一度行われています。対象となるはかりは、期限内に検査を受けましょう。

４・５月のこどもの読書週間企画
で大夢カプセル｢ガチャ本｣をプレゼ
ントしました。今年の題材は｢ふじさ
き町ふるさとカルタ｣でした。

検査対象となる特定計量器

◎特集のご案内
☆一般
○「日本再発見！」
○「若い人に贈る読書のすすめ」

☆児童
○「土の中の生き物」
○「第66回青少年読書感想文全国コンクール課題図書」
・小学校低学年の部
「山のちょうじょうの木のてっぺん」
「おれ、よびだしに
なる」
「タヌキのきょうしつ」
「ながーい５ふんみじかい５ふん」
・小学校中学年の部
「青いあいつがやってきた!?」
「ねこと王さま」
「ポリぶく
ろ、
１まい、すてた」
「北極と南極の「へぇ〜」くらべてわか
る地球のこと」
・小学校高学年の部
「ヒロシマ 消えたかぞく」
「月と珊瑚」
「飛ぶための百
歩」
「風を切って走りたい！」
・中学校の部
「天使のにもつ」「１１番目の取引」「平和のバトン」
・高等学校の部
「廉太郎ノオト」
「フラミンゴボーイ」
「キャパとゲルダ」
課題図書を全点そろえて、展示・貸出しています。

○一般商取引用はかり
○病院、薬局等で用いる調剤用の
はかり
○病院、保健所、学校(幼稚園、
保育所)で用いる体重測定用の
はかり
○官公庁で用いる納品検収用のは
かり、ごみ焼却施設等
のはかりで計量結果を
公にするもの又は料金
を徴収するもの

消防だより

◆場
所
◆講習種別

６日(月)・13日(月)・20日(月)・27日(月)・31日(金)
※31日(金)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却
ポストをご利用ください。

◆受 講 料
◆受講期限

☆郷土

◎絵本をプレゼントしています

◆申込期間
◆申込方法

○弘前市

齊藤 泥雪 様

◆日

午前10時30分〜正午

７月16日(木)

７月17日(金)

午後１時〜午後３時
午前10時30分〜正午
午後１時〜午後３時

常盤除雪センター
つがる弘前農協
藤崎支店

午前10時30分〜正午
午後１時〜午後３時
午前10時30分〜正午

町役場庁舎前

午後１時〜午後２時
経営戦略課企画調整係

88−8258

危険物取扱者保安講習のご案内

時

９月10日(木)

①給油取扱所関係 午前９時30分〜午後０時30分
②一般取扱所関係 午後１時30分〜午後４時30分
弘前パークホテル４階「ラ・メェラ」（弘前市大字土手町126番地）
①給油取扱所関係：給油取扱所で危険物の取扱い作業に従事している人
②一般取扱所関係：①以外の危険物施設で危険物の取扱い作業に従事している人
4,700円(青森県収入証紙)
①免状交付日又は前回講習日以後の最初の４月１日から３年以内
②新たに危険物取扱い作業に従事することとなった日から１年以内
７月27日(月)〜８月４日(火)
消防本部予防課・最寄りの消防署及び分署で配布している申込書に必要事項を記入
の上、お申込みください。

※講習についての詳細は弘前地区消防事務組合のホームページ(http://www.hirosakifd.jp/)をご覧ください。
■お問合せ
○弘前消防本部予防課(弘前市大字本町２番地１)
32ー5104
○東消防署北分署(藤崎町大字藤崎字中豊田７番３)
☎75ー3333
五月例句会 入選作品抄
﹁言い訳﹂ ぶ｢らんこ ｣
題﹁峠﹂

小笠原みなみ

母を待つひとりぶらんこギーコギコ

あの峠三つ越えたら母の郷
年じゃない親譲りです物忘れ

小林ちょちょじ

悲しみはブランコ揺らし散ってゆけ

今晩が峠と言う後日談
つくろって弁明の後のあかんべえ

木村 羊川
プライドのかけらも重い峠越え
言い訳をした後苦い茶が残る
錯覚でしたつぼみ春の訪れ

子等の影絶えてぶらんこ錆びたまゝ

野呂 文坊
昏睡の峠を越した朝の窓
廃校のぶらんこ誰も振り向かぬ

成田 波麻
人生の峠これからどう生きる
唇が震え言い訳かみ合わず
少子化のぶらんこ寂しく風に揺れ

福井 藤人
峠道家族を背負う父の汗
原発の汚染土の山痛ましい
癌手術開いて閉じただけでした

清水 川魚
点滴で命の峠朝が明け
部下のミス言い訳上司うまく逃げ
サーカスのぶらんこ天上命がけ

母の日を忘れたわけじゃないけれど

田中さち子
現役の峠越えたがまだ未練

公園のブランコ手持無沙汰です

佐々木トミヱ

金メダル苦難の峠ものがたる
手作りのブランコ孫に祖父の知恵
ほのめかす言葉のあとに釘をさす

福井 朗風
やっと峠転んだ坂を振り返り
老人会入らぬ訳はバスに酔う
ブランコに腰かけて見る失意の日

月例五月句会は︑新型コロナウ
イルス感染症感染拡大が危惧され
るため︑句会を開くことを自粛
し︑投稿句会という形で行いまし
た︒初めての体験で不手際もあっ
たかと思いますが︑無事発表する
ことが出来ました︒

紫柳社では会員を募集していま
す︒誰でも入れる楽しい会ですの
でぜひ一度遊びに来てください︒
月例句会は毎月第二木曜日午後
一時より町文化センター二階の会
議室で行っています︒皆さんの参
加をお待ちしています︒
2020．
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２冊

７月13日(月)
〜14日(火)
７月15日(水)

実施会場

߷௶

◎本の寄贈ありがとうございます

検査時間

危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の製造所や貯蔵所及び取扱所で危険物の取扱い作業に
従事している方、また危険物の取扱い作業に従事していなかった方が、新たに従事することになった
場合は、定められた期限内に保安講習を受講してください。

◎休館日のお知らせ
☆７月の休館日

図書館では、町にお住まいの赤ちゃんの心豊かな成長
を願って絵本をプレゼントしています。
令和２年４月15日に実施予定であった町乳児健診の対
象者の方は図書館にお越しください。
○対 象 者 令和２年４月15日町乳児健診対象者(令和元
年11月から12月生まれの赤ちゃん)
○持 ち 物 母子手帳
○お問合せ 図書館・ブックスタート友の会 ☎75ー2288

実施日

■お問合せ

○「たんけんハンドル せんすいかん」 やおい ひでひと‖さく
○「やねうらべやのおばけ」
しおたに まみこ‖作
○「フンころがさず」
大塚 健太‖作
○「ジュリアンはマーメイド」
ジェシカ・ラブ‖作
○「コロナとたたかうぼく」
塚本 やすし‖作・絵
○「ちびクワくん｣
やました こうへい‖作
○「本屋のミミ、おでかけする！」
森 環‖作
○「小学生の究極の自学ノート図鑑」
森川 正樹‖著
○「ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ」 前野ウルド浩太郎‖著
○「悲しいけど、青空の日」
シュリン・ホーマイヤー‖文・絵
○「武士道に生きる」新渡戸稲造が説いた日本の精神 川口 泰英‖著
○「ウトウとクイナ」
三上 寛‖文
ほか
※都合により一部納期が遅れることがあります

23

特定計量器(はかり)定期検査を実施します

☎ 75−2288

紫
柳
社
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◆募集人員
３名

○小学部
１名

自家用車を他県ナンバー
のまま使っていませんか
・第１学年児童

チェーンソーを使用して
伐木等作業を行う皆さんへ

髙

木

マ

サ(96)

舟

場

対
新

町

福

井

英

子(68)

︻中止︼第 回町民体育大会
野球競技中止のお知らせ

・第２学年児童
１名

８名

盤

藤崎町職員を
募集しています
車検証の住所や使用の本拠の
・第５学年児童
○中学部
６名

位置に変更があったときは︑道
路運送車両法により変更登録の
・第１学年生徒

・第１学年生徒

小(学部連絡進学予定者３名を含む )
○高等部

中(学部連絡進学予定者４名を含む )
※連絡進学予定者とは︑現在本

常

町では︑職員 行(政職 高(校卒
業程度 ・)保健師 の)募集を行っ
ています︒詳細は広報ふじさ
き６月号又は町ホームページ
他県から単身赴任等で引っ越

手続が必要です︒
してきて住民票には異動がない
場合でも︑通勤に限らず買い物
使うのであれば変更登録の手続
校に在籍しており︑本校内で

や観光をする等青森県内で主に
が必要です︒車検証を現在の住
の進学を希望している児童生

小山内

７月 日 日 に)開催を予定し
(
ていました 町
｢ 民体育大会野球
競技 は
｣ ︑新型コロナウイルス
感染症感染防止のため中止とな
りました︒毎年参加していただ
いている町内の皆さんには大変
申し訳ありませんが︑ご理解く
ださるようお願いします︒
■お問合せ
スポーツプラザ藤崎
所に変更し︑正しいナンバーに

盤

ー３３２３

常

☎
徒のことです︒
労働災害防止協会

通(76)

(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)
をご覧ください︒
■申込・お問合せ
〒０３８ー３８０３
青森県南津軽郡藤崎町大字
西豊田一丁目１番地
藤崎町総務課庶務係
番号変更しましょう︒

(82)

青森県支部

厚生労働省では︑労働安全衛
生規則の一部改正及び安全衛生
特別教育規程の一部改正が施行
されました︒そのため︑チェー
ンソーによる伐木等の業務に関
する特別教育修了者の方は︑令
和２年８月末日までに︑伐木等
の 業 務 特 別 教 育 補 講 ２( 時 間
分 を) 受 け な け れ ば ︑ 同 年 ９ 月
よりチェーンソーを使用して伐
木等作業に就くことができなく
なります︒
■お問合せ 林業・木材製造業

博

☎ ー８２９２
◆出願書類の交付

東北運輸局 青森運輸支局

■お問合せ
９月

五十嵐

☎０１７ー７３９ー８７６１
※詳 細 は 青 森 県 木 材 協 同 組 合
ホ ー ム ペ ー ジ (http://aomoriをご覧ください︒
hiba.jp/)

町

キ｢ラキラ万華鏡作り を｣
開催します
午前８時

日 金( ま)で
分〜午後３時

☎ ０５０ー５５４０ー２００８

利(86)

法人の設立 異･動の届出
はお忘れなく
※土・日・祝日を除く
◆書類の受付
日 月( 〜) 月９日 金( )
午前８時 分〜午後３時

９月
※土・日・祝日を除く

仲

昇

光(83)

弘前大学教育学部附属
特別支援学校の入学者・
転入学者を募集します
※ 出願前に入学相談が必要です︒

繁

弘

弘前大学教育学部附属特別支
申込は９月４日 金( ま) で受け
付けます︒希望する方は事前

谷

馬

援学校の入学者・転入学者を募
に電話でご連絡ください︒

良(和昭)

30

新しく町の地域おこし協力隊の仲間となったかさこさんは、開運イラストレー
ターでもあります。かさこさんが考案・制作した｢かさこカード｣という占いので
きる心理学のカードで私も占ってもらいました！｢なるほど！まさにその通り！｣
という結果が出て、自分の深層心理を知れた気がしてドキドキでした。(Ｋ）

集します︒

あ と が き

◆対 象

く
さ

６月１９日(金)、常盤
小学校でマラソン記録
会が行われました。
たくさんの保護者た
ちが見守る中、児童た
ちは応援に応えるよう
に最後まであきらめず
に走っていました。
※この欄に載せたくない方は、届出の時に窓口に申し出てください。

弘前大学教育学部附属特別支援学校

新

164人(ー90)

■お問合せ

西中野目

○知的障がいがあり︑愛護手帳

ユキエ(95)

傷者

藤

櫂

)

〜表紙の説明〜
０)

30

30

弘(前市大字富野町１番地
☎ ー５０１１

木

療(育手帳 を)有する者︑又は
医師による知的障がいがある

町

ことを証明する書類を提出で

ハツヱ(93)

２人(ー１)

後

館川町
木挽町

か

36

※詳 細 は ︑学 校 ホ ー ム ペ ー ジ

田

20件(ー３)

創 佑(純司)
ら

田

咲

(直樹)

と
こ

藤

か

きる者

町

町 内

浅瀬石

○通学時間がおおむね片道１時

町

村

采 巳(宗之)
木挽町

榊
朱 葵(希純)

夫(88)

横

田

(http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/
をご覧ください︒
fuyo/)

下

(５月31日現在)

藤
い

り
の
い

藤

75
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正太郎(98)

死者

)は前年比
※(

浅瀬石

140件(−71)

26人(ー１)

兼

内

０人(

賀

館川町

依 実(悟大)
安

あ

76

羽

交通事故概況

澤
西豊田三

り

法人県民税 事
･業税について︑
法人の概要を把握する必要があ
りますので︑次の場合には県税
部に届出書を提出してください︒

と楽しい時間を過ごしていました。

10

島
レ

杉
吏

第１期

種

緑
谷

町

い
め

新

●後期高齢者医療保険料

木

恵 依( 廉 )
越

第１期

西豊田二

第１期

良
藤

●介護保険料

22 12

のを眺めたり、お友達やお母さん達

18

●国民健康保険税

奈
と

菫 恋( 学 )

29

たり、舞わせてヒラヒラ落ちてくる

28

第２期

中野目
り

綾 (孝明)
田

納期限は７月３１日(金)です

〜お悔やみ申しあげます〜

●固定資産税

そうすけ

森
前

７月の町税等の納期

福

件数

み

笹

翔(優吏)

下
野

徳
葛

や
あ
れ
み
す

＋２
世帯

16

30

子どもたちは新聞紙をビリビリ破い

間以内であること

町の人口と世帯数

19

い｣では、新聞紙あそびが行われ、

75

75

６月12日(金)の｢ひよこさんのつど

○法人を設立したとき
○法人を解散・清算したとき
○法人の所在地︑名称︑代表者︑
資本金︑事業年度等に異動が
生じたとき

藤崎幼稚園では、子どもの健やか

子育て支援センターでは︑在
宅の未就学児とその保護者を対
象に︑次の日程で キ
｢ ラキラ万
華鏡作り を｣開催します︒
たくさんのご参加をお待ちし
ています︒
◆日 時 ７月 日 水( )
午前 時 分〜正午
◆場 所
町地域子育て支援センター
藤(崎保育所内 )
◆講 師 田村 静香 氏
◆募集人員 先着 名

提供しています。

届出書の用紙は︑県庁ホー
ムページの 法
｢ 人県民税・事業
税
｣(https://www.pref.aomori.lg.jp/
から
life/tax/010̲02houjin.html)
ダウンロードできます︒
■お問合せ

藤崎幼稚園
｢ひよこさんのつどい｣
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◆申込締切 ７月 日 水( )
■申込・お問合せ
町地域子育て支援センター
☎ ー６１３１
藤崎保育所
☎ ー３３０５

合計

イ(90)

県

ー６
女

)

５月31日現在 前月比

)内保護者
〜お誕生おめでとうございます〜
(

ー12

５月 届 出 分

戸 籍 の 窓
ー６

6,980人
7,929人
14,909人
6,087世帯
男
人口

ー１１３１ 内(線２２８

な成長を願い、未就園児とその保護

中南地域県民局県税部課税第一課

☎

者を対象に子育て・家庭教育の場を

88

32

お知らせ
町文化センター75−3311 常盤生涯学習文化会館65−3100 スポーツプラザ藤崎75−3323 常盤ふるさと資料館あすか65−4567
役場75−3111 常盤出張所65−2111 上下水道課75−6025 教育委員会69−5010 ずーむ館75−2288

KPHQTOCVKQP

西豊田 わいわい農園
５月 31 日(日)、西豊田わいわい農園で今年の農作業が始まりま
うね

した。当日は看板の設置、さつまいも苗の植付け、えだまめの畝
づくりが行われ、作業には家族連れ等50人ほどが参加しました。
晴天の中、新型コロナウイルス感染症感染防止に配慮しながら作
業が行われました。

５月23日(土)、株式会社エーアイサイン(代表取締
役 石澤 暁夫)より、
ふじさき食彩テラスに｢ふじ｣を
モチーフとしたリンゴのオブジェ｢アップルハート
2020｣が寄贈されました。木製の合板で作ったオブ
ジェは高さ 2.7ｍ、幅 1.3ｍで、ハート型のりんごが
連なっているデザインは町民の優しさや愛情を表現
しているとのこと
です。
オブジェをデザ
インした石澤さん
は 、｢ 新 型 コロ ナ
ウイルスで社会が
暗い中、作品を見
た人に元気を与え
られ れば ｣と 話し
ていました。

(写真中央)石澤さん
広報ふじさきに関するご意見・ご要望は、経営戦略課企画調整係までお寄せください。
■編集・発行 藤崎町経営戦略課企画調整係 〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
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