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藤崎町経営戦略課企画調整係
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令和元年度常盤地区小中学校教職員
合同歓送迎会中止のお知らせ

老人福祉センターの料金が４月から変わります
消費税の増税などに伴い維持管理費が増えていることや、近隣施設
の入浴料金との均衡を図るため、福祉センターの料金を見直しするこ
ととなりました。
４月から次のとおり変更となりますので、皆さんのご理解とご協力
をよろしくお願いします。
☆各室使用料
区

町内(改正前)
半 日
全 日
1,000
1,500
1,500
2,000

分

町 内
町 外

【単位：円】
町内(改正後)
半 日
全 日
1,200
1,800
1,800
2,400

☆入浴料

【単位：円】
数 券
改正後
3,000
1,500
600

単 券
回
区 分
改正後
改正前
改正前
大人(15歳以上)
300
250
2,500
150
中人(6～14歳)
100
1,000
60
小人(6歳未満)
50
500
※いきいき手形利用者分は100円で変わりません。
☆陶芸作業室使用料(藤崎老人福祉センター)
区 分
１団体あたり１回につき
☆お問合せ

福祉課福祉係

改正前
440

【単位：円】

改正後
450

３月28日(土)開催予定の常盤小学校と明徳中学校の常盤地区小中学
校教職員合同歓送迎会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止とします。ご理解いただきますようお願いします。
☆お問合せ

常盤小学校 教頭(外崎) 565ー2219
明徳中学校 教頭(谷川) 565ー2218

防災・イベント情報を入手しませんか
浅瀬石川ダム・津軽ダムを管理している国土交通省東北地方整備局
岩木川ダム統合管理事務所では、令和２年１月17日から、Twitter(ツ
イッター)を用いた防災、イベント情報の発信を行っています。
災害時は岩木川沿川住民の安全・安心の向上に役立つ情報を、平常
時は両ダムで実施する各種イベント情報などを中心に発信します。
岩木川ダム統合管理事務所Twitterにアクセスし、いざという時の
備えとして登録してみませんか。
☆お問合せ

588ー8195

岩木川ダム統合管理事務所 広報担当
585ー3035 FAX 85ー3061
E-mail：thr-iwakigawa01@mlit.go.jp
ホームページ：http://thr.mlit.go.jp/iwakito

あなたの悩み、ご相談ください
司法書士が多重債務などお金の悩みの相談を、保健師が健康やここ
ろの悩みの相談を受付します。相談は無料、秘密は厳守します。お気
軽にご相談ください。

☆令和２年度藤崎町こころの健康相談日程
会

場

常盤老人福祉センター
(第１水曜日）

藤崎老人福祉センター
(第３水曜日)

☆お問合せ

実 施 日
４月１日、６月３日
７月１日、８月５日
９月２日、10月７日
11月４日、12月２日
１月６日、２月３日
３月３日
４月15日、５月20日
６月17日、７月15日
８月19日、９月16日
10月21日、11月18日
12月16日、１月20日
２月17日、３月17日

福祉課健康係
町社会福祉協議会

実施時間

45歳以上の方の転職・再就職をサポートします
就職活動のノウハウ(仕事の探し方・応募書類作成・面接対策など)
を知りたい方、就職活動に不安を抱えている方など、カウンセラーが
マンツーマン(予約制)でサポートします。相談は無料です。お気軽に
ご相談ください。
☆日
☆場

午前９時～正午

ネクストキャリアセンターあおもり
☎017ー723ー6350
E-mail:chuukounen@ims-hirosaki.com

夏休み海外研修交流事業参加者募集のお知らせ
公益財団法人国際青少年研修協会では、小学生～高校生のための夏
休み海外研修交流事業の参加者を募集しています。

588ー8197
565ー2056

借金に関する相談窓口をご利用ください
相談員が借金の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の無料法律
相談や、専門機関に引継ぎを行います。相談は無料、秘密は厳守します。
付

平日 午前９時～午後４時
キャリアスクールI・M・S(弘前市土手町134-8)

☆申込・お問合せ

☆日

月～金(祝日・年末年始除く)
午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分
☆場
所 青森財務事務所 青森合同庁舎３階(青森市新町２-４-25)
☆相談専用電話 5017ー774ー6488
☆受

時
所

程

☆研 修 先
☆内
容
☆対
象
☆参 加 費
☆説 明 会
☆申込締切

７月25日(土)～８月15日(土) ９～19日間
※コースにより異なります。
イギリス・オーストラリア・シンガポール・サイパン
ホームステイ・文化交流・学校体験・英語研修 等
小学３年～高校３年の方 ※コースにより異なります。
37.8～59.8万円
５月に全国11都市で行います。※入場無料、予約不要
５月27日(水)及び６月５日(金)※コースにより異なります。

☆資料請求・お問合せ

新型コロナウイルス感染症について

公益財団法人国際青少年研修協会
☎03ー6417ー9721 E-mail:info@kskk.or.jp
ホームページ：http://www.kskk.or.jp

福祉課健康係

☎88ｰ8197

新型コロナウイルス感染症に備えて、風邪や季節性インフルエンザと同様、｢手洗い｣や｢咳エチケット｣など、通常の感染症対策を心がけましょう。
【新型コロナウイルス相談窓口】

弘前保健所
☎33ｰ8521(受付時間 午前８時30分～午後５時 ※土・日・祝日を除く)
厚生労働省電話相談窓口 ☎0120ｰ565653(受付時間 午前９時～午後９時 ※土・日・祝日も実施)

「みちのく・ふるさと貢献基金」助成事業募集のお知らせ

マイクロバスを適切に利用しましょう

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、県内における個
人、団体、NPO法人、企業等が地域の発展、地域貢献に資するために
地域資源を活用・創造する活動や、健康増進、医療、福祉、環境に関
連する活動に対し、必要な費用を助成しています。

マイクロバスは、グループ旅行などの移動の際に広く利用されてい
ます。マイクロバスのサービスの中には違法なものが含まれている場
合もありますのでご注意ください。

☆応募期間
☆応募方法

☆助成金額
☆お問合せ

４月１日(水)～６月30日(火)
ホームページ(http://www.michinoku-furusato.or.jp/)
から申請書をダウンロードし、必要事項を記入して財団
事務局へ送付してください。
必要費用以内で、100万円を限度とします。
公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局
5017－774－1179

河川愛護モニター募集のお知らせ
国土交通省では、河川愛護思想の啓発や河川情報等の把握を目的と
して｢河川愛護モニター｣を募集します。
☆活動内容

☆活動地区
☆募集人員
☆手
当
☆期
間
☆申込締切

河川愛護モニター巡視月誌の提出(月１回)。岩木川に関
する地域住民からの情報提供や、河川についての異常を
発見した場合の通報。年に数回の河川関係行事等への参
加など。
岩木茜橋から清瀬橋区間(岩木川左右岸)
２人
月額4,500円程度 ※予定
令和２年７月１日～令和３年６月30日 ※予定
５月12日(火)必着 ※詳細はお問合せください。

☆申込・お問合せ
国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 河川占用調整課
(〒030－0822 青森市中央三丁目20－38) 5017－734－4537

パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
パートだから、契約社員だから、正社員と比べて基本給が少ない、
賞与・手当の支給がないのは仕方がないとあきらめていませんか。
４月１日に施行される(中小企業は令和３年４月１日適用)パートタ
イム・有期雇用労働法により、パートタイム労働者・有期雇用労働者
は正社員との間の待遇差について事業主に説明を求めることができる
ようになります。
また、青森労働局では雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保の
ための｢特別相談窓口｣を設置しています。
☆相談対応時間

平日

午前８時30分～午後５時15分

☆運転手付きのマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けた
バス会社を利用しましょう。
○運転手付きの｢白ナンバー｣のマイクロバスは、｢白バス｣と呼ばれ
る違法のサービスです。利用するのはやめましょう。
○許可を受けたバス会社の正規のマイクロバスには｢緑ナンバー｣が
付いています。
☆レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません。
○レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。
○レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスは違法です。
利用するのはやめましょう。
☆違法な｢白バス｣を利用して事故に遭った場合、保険の適用がない場
合があります。
○違法な｢白バス｣を利用して、万が一事故に遭って負傷した場合、
適切な損害賠償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が
全額負担しなければならない場合があります。
☆お問合せ

東北運輸局青森運輸支局輸送担当 5017－739－1502

楽しいイベント盛りだくさん！遊びに来てね
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)では、在宅の未就学児とそ
の保護者を対象に、様々なイベントを開催します。場所や時間など、各行事
の詳細は随時広報に掲載します。
☆令和２年度育児講座年間行事予定
日

程

内

容

５月19日(火)

春のワクワクお話し会

６月10日(水)

癒しのリラックスヨガ

７月29日(水)

のぞいてみようキラキラ万華鏡

８月４日(火)、５日(水)

エンジョイ水遊び

９月26日(土)

親子でかけっこヨーイドン

10月６日(火)

レッツゴー！バス遠足

11月12日(木)

目指せ未来の体操選手

12月１日(火)

もちもち、美味しいお餅出来るかな？

12月24日(木)

サンタさんに会える！メリーメリークリスマス

１月27日(水)

冬の日の心温まるお話し会

２月２日(火)

泣き虫鬼さんイヤイヤ鬼さん、バイバイ～

３月３日(水)

ハッピースプリングコンサートへようこそ！

※その他、給食会も開催します。多数のご参加をお待ちしています。
☆お問合せ

青森労働局雇用環境・均等室

☎017ー734ー4211
☆お問合せ

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

国家公務員採用試験のお知らせ
人事院では，国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試
験)、一般職試験(大卒程度及び高卒者試験)を実施します。各試験へ
の申込はインターネットで受け付けします。
☆総合職(院卒者試験・大卒程度試験)
○申込受付期間 ３月27日(金) 午前９時～４月６日(月)
○第１次試験日 ４月26日(日)
☆一般職(大卒程度試験)
○申込受付期間 ４月３日(金) 午前９時～４月15日(水)
○第１次試験日 ６月14日(日)
☆一般職(高卒者試験)
○申込受付期間 ６月22日(月) 午前９時～７月１日(水)
○第１次試験日 ９月６日(日)
※受験資格等の詳細は、人事院ホームページ(https://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.html)をご覧ください。
☆お問合せ

人事院東北事務局第二課試験係

5022ー221ー2022

４月定例労働相談会のお知らせ
労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引き下げなど)
について、青森県労働委員会委員が無料で相談に応じます。
詳細は青森県労働委員会ホームページ(http://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/roi-index.html)をご覧ください。
☆日時及び開催場所
月

日

時

間

４月７日(火)

午後１時30分～
午後３時30分

４月19日(日)

午前10時30分～
午後０時30分

場

所

青森県労働委員会
青森市新町二丁目２番11号
(東奥日報新町ビル４階)

☆対 象 者

県内の労働者、事業主

☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832
労働相談ダイヤル
50120ー610ー782

