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広報お知らせ号

〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町経営戦略課企画調整係
588－8258

令和元年度健(検)診のお知らせ
今年度の健(検)診が受診可能な期間は令和２年２月28日までです。
次の指定医療機関にて受診ができますので、ご希望の方は忘れずに
受診しましょう。
○指定医療機関
健生病院
せきばクリニック 575－3020
555－7717
樽沢医院
ときわ会病院
589－7711
565－3771
常盤診療所 565－2210
藤崎診療所
575－4111
むらさわ内科クリニック 575－6060
※町の国民健康保険加入の方へ
特定健診を職場等で受診した場合、保健指導を受けることができま
すので、健診結果を福祉課健康係へ提出してくださるよう、ご協力
をお願いします。
☆お問合せ

福祉課健康係

588ー8197

町入札参加資格審査申請書を受付します
町では、次のとおり入札参加資格審査申請の受付をします。
☆対象及び有効期間
○町内業者の建設工事入札参加資格審査申請書(毎年更新)
有効期間：１年間(令和２年４月１日～令和３年３月31日)
※町内業者とは、藤崎町に本店、実態のある支店又は営業所等を
有する者とします。
○その他の入札参加資格審査申請書
有効期間：２年間(令和２年４月１日～令和４年３月31日)
※町外建設工事、建設コンサルタント、物品製造役務等
☆受付期間 ２月３日(月)～28日(金) 午前８時15分～午後５時
※土・日・祝日を除く
☆提出方法 持参又は郵送(郵送は２月29日消印有効)
※提出書類等の詳細については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)をご覧になるか、財政課管財係にお問合せください。
☆提出・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
藤崎町財政課管財係 ☎88ー8248

２０２０年農林業センサスを実施します
全国の農家など、農林業に関係する全ての方を対象に、２月１日時
点で｢2020年農林業センサス｣を実施します。
この統計調査は、生産構造や就業構造などの農林業の実態を地域ご
とに明らかにすることを目的として５年ごとに行われています。調査
の結果は、国や県、町における農林業施策の基礎資料として広く利活
用されます。調査にご回答いただいた内容は、統計作成の目的以外
(税の資料など)に使用することは絶対にありません。
調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いし
ます。
☆お問合せ

経営戦略課企画調整係

588ー8258

豆まきで鬼退治をしよう！
町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児と保護者を対象に、豆
まき会を行います。参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

２月３日(月) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
１月27日(月)

☆申込・お問合せ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

農政課からのお知らせ
◎りんご生産技術講習会のお知らせ
町のりんご生産者の技術向上を図るため、町内りんご生産者(若手農
業者、女性農業者、新規就農者を含む)を対象に、次のとおり講習会を開催
します。高品質でおいしいりんごを生産するため、ぜひご参加ください。
りんご病害虫防除講習会
☆日
時 １月31日(金) 午後１時30分～
☆場
所 町文化センター３階 ｢多目的ホール｣
☆内
容 ○令和２年産りんご病害虫防除暦の要点について
○令和２年産果樹共済加入促進及び収入保険制度について
りんご剪定技術講習会
☆日
時 ２月７日(金) 午後１時30分～
☆場
所 ふじロード沿線神理教藤崎教会付近
櫛引 卓郎 氏園地(中野目字早稲田西57ー2)
村上 輝男 氏園地(中野目字早稲田西17ー１)
☆内
容 りんご普通樹及びわい化樹の整枝剪定技術の実地講習
※各講習会とも事前申込は不要です。当日会場にお越しください。

◎鳥インフルエンザの発生を防止しましょう
鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥によって海外から持ち込まれ
ると考えられています。秋から冬は渡り鳥の移動時期であるため、鳥
インフルエンザ発生の警戒が必要です。次のことにご注意ください。
☆家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)を
飼育している場合
○渡り鳥や野鳥との接触を避けるため、野外での放し飼いをしない
ようにしましょう。また、飼育小屋は防鳥ネット(２㎝角以下)で
囲い、野鳥が入らないようにしましょう。
○飼育小屋を定期的に消毒し、清潔な状態で飼育しましょう。
○世話をするときには専用の履物、衣服を身につけ、終了後は履物、
衣服、手指の消毒をしましょう。
○家きんの死亡が続くなど異常がみられた場合は、すぐに農政課農
政係又は家畜衛生保健所に連絡してください。
☆死亡した野鳥を見つけた場合
①絶対に素手で触れないようにしましょう。
②多数の野鳥がまとまって死亡している場合は農政課又は中南地域
県民局地域農林水産部林業振興課にご相談ください。
③②以外の場合で死亡した野鳥を処理する際は、ビニール袋に入れ
一般ごみとして処分してください。
☆お問合せ
農政課農政係
西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜衛生保健所
中南地域県民局地域農林水産部林業振興課

☎88ー8273
☎0173ー42ー2276
☎33ー3857

藤崎町議会 ｢町民と語る会｣を開催します
町議会では、町民に開かれた議会を目指し、｢住民主体による地域
づくりについて｣をテーマに｢町民と語る会｣を開催します。
１月下旬にテーマに関する議員視察研修を予定しており、その結果報
告をした後、テーマについて皆さんと一緒に考え、意見交換をする予定
です。今後の政策立案に活かし、さらなる地域の活性化に繋げるため、
たくさんのご参加・ご意見をお待ちしています。
☆日
☆場
☆内

時 ２月９日(日) 午後２時～午後４時
所 ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
容 ○前回までのご意見・ご要望の報告
○意見交換テーマ｢住民主体による地域づくりについて｣
○その他

☆お問合せ

議会事務局 588ー8382

事業所から発生するゴミは
事業所で処分しましょう

藤崎夏まつり｢ながしこ｣合同運行
参加団体及び出店者募集のお知らせ

事業所から発生する｢事業系ゴミ｣は、事業者の責任において処理す
ることが法律で定められています。町が収集するのは｢家庭系ゴミ｣で
す。町の収集日に｢事業系ゴミ｣と推察されるゴミが出されていた場合
は、理由を明記したシールを貼付した上、町では収集しないこととし
ます。事業者の皆さんには法律に沿って適切に処理してくださるよう
お願いします。※シール貼付は４月１日から実施予定です。

町伝統の｢ながしこ｣合同運行を次の日程で開催します。
参加団体及び出店者の募集受付を行います。たくさんのご参加をお
待ちしております。

※ ｢事業｣とは、製造･加工業、販売業(小売･卸売)、建設･建築業、
運送業、飲食業、サービス業、金融業、医療･介護･福祉事業(病
院･老人ホーム･保育園など)、各種組合･団体(農協･商工会など)、
農業(個人･法人)など、全ての事業活動のことです。ここから発
生するゴミは、一般廃棄物も産業廃棄物も全て｢事業系ゴミ｣とな
ります。
☆お問合せ

住民課環境係

☎88ー8169

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
◎プロが教えるかんたん楽しいバレンタインエコクッキング教室
☆日

時

２月８日(土) 午前９時30分～正午
※調理・試食・片付けを含んだ時間です。
☆場
所 弘前地区環境整備センタープラザ棟
☆講
師 サロン・ド・胡桃 代表 福士 るみ子 先生
☆定
員 20名 ※小学生以上、小学生の場合は保護者の同伴必要
☆メニュー 春巻きカナッペ、にんじんのマリネ、バレンタイン三角
チョコ、ホットココア
☆参 加 料 無料
☆持 ち 物 大皿１枚(直径25㎝程度)、マグカップ、おはし、
フォーク、ティースプーン、エプロン、ふきん
☆申込受付 １月26日(日)～

☆日
時 ８月10日(月・山の日)※予定 午後１時頃～
☆場
所 町役場駐車場及び周辺
☆｢山車運行｣での参加について
○参加要件 生き人形の山車を運行すること。
運行に際してのお囃子は、｢津軽夜神楽｣を利用すること。
※藤崎町伝統の七夕行事であることの主旨を理解し、
参加をお願いします。
○参加奨励金 １団体(町内)につき８万円程度を予定。
※予定額を上限に参加団体の数に合わせて、予算の範囲
内で決定します。
☆｢仮装行列｣・｢流し踊り｣・｢ステージイベント｣での参加について
〇山車運行での参加は難しいが、まつり賑わいのために、｢仮装
行列｣や｢流し踊り｣での参加、又はステージイベントへの参加な
ど、協力できる団体(町内)や興味のある方は、お気軽にお問合せ
ください。
○参加奨励金 １団体(町内)につき１万円程度を予定。
☆出店について
○出店時間 正午～午後３時30分頃 ※予定
○テント・テーブル・イスを希望の場合は主催者側で用意します。
その他、必要な備品については、出店者にてご準備ください。
※飲食物の提供については、保健所の臨時営業許可が必要となる場
合がありますので、保健所へご確認ください。
☆申込期限 ２月28日(金)
☆申込・お問合せ

常盤公民館(生涯学習課)

☎65ー3100

◎プラザ棟ecoフリーマーケット出店者募集
☆日
時
☆場
所
☆募集区画
☆出 店 料
☆応募方法

３月14日(土)・15日(日) 午前10時～午後２時
弘前地区環境整備センタープラザ棟 ２階｢研修室｣
15区画
無料
申込用紙に必要事項を記入の上、弘前地区環境整備セン
タープラザ棟へ持参又は郵送、ファクスでご応募ください。
※申込用紙はプラザ棟で配布しているほか、ホームページ
(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/
plaza/)からダウンロードできます。
☆申込受付 １月26日(日)～２月23日(日)
☆そ の 他 応募多数の場合は抽選で決定し、２月26日以降、応募者
全員に結果を連絡します。
☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
(弘前市町田字筒井６－２)
受付時間：午前９時～午後４時
※月曜日は休館、月曜日が祝日の場合は翌日休館。

「大人のための読書のススメ」講座を開催します
あおもり冬の読書週間(１月６日～26日)の企画として、町民を対象
に｢大人のための読書のススメ｣講座を開催します。
参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
☆場
☆内
☆講

時
所
容
師

１月25日(土) 午後１時30分～午後３時
ふれあいずーむ館 「ふれあいひろば」
｢太宰治と今官一｣～生誕110年をふりかえる～
文筆家 世良 啓（せら けい） 氏

☆申込・お問合せ 町図書館大夢(ふれあいずーむ館内) ☎75ー2288
令和元年度

下水道推進標語

相続登記に関する無料相談会のお知らせ
司法書士会では、毎年２月を｢相続登記はお済みですか月間｣と定め、相
続登記及び法定相続情報証明制度に関する無料相談会を実施しています。
☆期
☆場
☆内
☆費

間
所
容
用

☆お問合せ

２月１日～29日の１か月間 ※土・日・祝日を除く
県内の各司法書士事務所 ※事前予約が必要です。
相続登記及び法定相続情報証明制度
初回相談無料 ※２回目以降や具体的な手続は有料です。
青森県司法書士会 5017ー776ー8398

令和２年度訓練生募集のお知らせ
青森県立障害者職業訓練校では、令和２年度の訓練生を募集します。
☆願書受付 ２月４日(火)まで
☆試 験 日 ２月10日(月)
☆試験会場 青森県立障害者職業訓練校(弘前市緑ヶ丘１－９－１)
☆合格発表 ２月18日(火) 午前９時
☆募集概要
訓練科名

募集定員

試験方法

対象者

デジタル
デザイン科

各15名

職業適性検査・
面接

知的障がい
のない方

10名

適性検査・面接
※保護者同伴

知的障がい
のある方

ＯＡ事務科
作業実務科

訓練期間
１年間
(４月～
３月)

※詳細はお問合せください。
☆お問合せ

青森県立障害者職業訓練校 536ー6882

下水道への加

「下水道 見えないしごとに 金メダル」

入、よろしく
お願いしま～

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

