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新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をお願いします
３つの｢密｣を避けましょう！
○換気の悪い密閉空間

○多数が集まる密集場所

福祉課健康係

☎88ｰ8197

○間近で会話や発声をする密接場面

新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。日頃の生活の中で３つの｢密｣が
重ならないよう工夫しましょう。また、共同で使う物品には消毒などを行ってください。そのほか｢手洗い｣や｢咳エチケット｣
などの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)
青森県新型コロナウイルス感染症コールセンター ☎0120-123-801(受付時間 24時間対応 ※土・日・祝日も実施)
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)

マイナポイントの予約を受付しています

水道メーター検針を再開します

マイナンバーカードを取得した方を対象に、マイナポイントが国か
ら付与される事業が始まります。
マイナポイントとは、マイナンバーカード保持者が、別途発行さ
れる｢マイキーID｣と紐づけたキャッシュレス決済を行う場合に、事前
チャージ又は支払い時に25％相当(上限5,000円分)のポイントを還元す
るものです。マイナポイントをもらうためには次の手続が必要です。

☆水道メーター検針を再開します
冬期間中止していた地下式水道メーターの検針を４月から再開しま
す。メーターボックス周辺の障害物を取り除き、検針ができるように
ご協力をお願いします。

①マイナンバーカードの取得(受付中)
申請から取得まで１～２か月を要しますので、お早めに申請してく
ださい。
②マイナポイントの予約(受付中)
スマートフォン又はパソコンで専用サイトから申請するか、経営戦
略課企画調整係で受付しています。
③マイナポイントの申込（７月開始予定）
※詳細はマイナポイント公式サイト(https://mynumbercard.point.
soumu.go.jp/)をご覧ください。
☆申請・お問合せ
○マイナンバーカードの取得について 住民課住民係
○マイナポイントの予約について 経営戦略課企画調整係

☎88ー8163
☎88ー8258

地域活性化に向けた新たな取組を支援します
町では、｢町民が主役の活力あるまちづくり｣を目指し、地域を元気
にするため、各種団体が自主的に行う新たな活動に対して、ふじさき
地域活性化助成金を交付し、支援しています。
☆助成対象

３人以上で構成し、町内に事務所や活動場所がある団体
(ＮＰＯ、ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)
を対象とします。団体の規約や会則を定め、予算・決算
の管理を適切に行っていることなどが必要です。
☆対象事業 令和２年度内に完了する事業を対象とします。対象団体
が主体的に企画し、自主的に実施し、地域活性化の効果
が具体的に目に見える取組が対象です。創意工夫やアイ
デアをもって、先進的視点から新たに取り組むものを募
集します。
※新規事業又は既存の事業に新たに加える取組が対象です。
※学術的研究のみに終始する等、事業実施を伴わない調
査事業は除きます。
☆対象経費 事業実施に必要と認められる経費を対象とします。
※食糧費など、対象外となる経費もあります。
☆助成金額 ○助成が連続５回までの団体
… 上限25万円
○助成が連続６回以上の団体(上限10回) … 上限15万円
☆申請方法 ５月８日(金)までに経営戦略課企画調整係に交付申請書等
を提出してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実施内容については
十分に検討の上申請してください。なお、申請する場合は事前にご
連絡ください。
☆交付決定 事業内容を審査の上、後日審査結果をお知らせします。
☆申込・お問合せ

経営戦略課企画調整係

588ー8258

☆水道の開・閉栓時には必ず届出をしましょう
これから農作業の始まる季節になりますが、届出をせずに水道を使
用している方が毎年見受けられます。
水道を使用する際には、必ず｢使用開始届｣を提出してください。
また、閉栓時には｢使用中止届｣の提出が必要となります。
※各届出書は、上下水道課及び常盤出張所に備え付けています。
また、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からも
ダウンロードできます。
＜参考＞上下水道料金(月額)は次のとおりです。(料金表は税込み)
水道料金
用 途

基本水量

家庭用
営業用・団体用・
臨時用
湯屋用・工業用

８㎥

2,112円

13㎥

3,432円

130㎥

34,320円

メーター使用料
メーター口径
13㎜まで
20㎜まで
25㎜まで
40㎜まで
50㎜まで
50㎜を超えるもの
下水道(農集排)使用料
基本水量
８㎥まで
８㎥を超え20㎥まで
20㎥を超え30㎥まで
30㎥を超え50㎥まで
50㎥を超え150㎥まで
150㎥を超えるもの
☆お問合せ

基本料金

超過料金(１㎥につき)
264円

地下式
88円
143円
176円
528円
1,056円
1,760円

地上式
308円
363円
396円
572円
1,991円
2,255円
使用料

基本料金

１㎥につき

1,430円
183円
195円
228円
286円
333円

上下水道課総務経営係 ☎75ー6025

５月の定例労働相談会のお知らせ
労働者と事業者との間に生じたトラブルについて、青森県労働委員
会委員が相談に応じます。
☆日
時 ５月12日(火) 午後１時30分～午後３時30分
５月17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２丁目２番11号 東奥日報新町ビル４階)
☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

火災を予防しましょう

津軽の魅力を情報発信！地域資源特派員募集

県下一斉に、春の火災予防運動が実施されています。これからの季
節は空気が乾燥し、風の強い日が多くなります。火災が発生しやすく
なりますので、次のことに注意しましょう。
○万が一に備えて消火器を準備しましょう。
○ガスコンロのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。
○家を留守にするときや就寝前には、もう一度火の元の安全を確認
しましょう。
○火災を早期に発見するために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
○火災から命を守るために、お年寄りや子供、体の不自由な方は、
避難しやすい場所に休ませましょう。

津軽広域連合では、津軽地域の魅力を写真撮影して簡単なレポート
を投稿してもらう｢地域資源特派員｣を募集しています。
津軽の美しい自然や風景、地元のお祭り、歴史的なものなどを写真
撮影し、投稿してみませんか。
☆募集テーマ
○あなたのまわりの｢季節を感じる｣もの
○まちで見かけた｢時代を感じる｣もの
○あなたのまちの｢奇祭・奇習｣
☆応募資格 圏域８市町村に居住、通勤、通学されている方
☆投稿方法 特派員登録後に写真とコメントを添えて、郵送又は電子
メールで提出してください。
※詳細はホームページ(http://tsugarukoiki.jp/)をご覧になるか、
お問合せください。

☆お問合せ

弘前地区消防事務組合消防本部 ☎32ー5104

第31回町民サイクリングラリー参加者募集のお知らせ
☆日
時 ５月５日(火・祝)《雨天中止》
☆目 的 地 板柳町ふるさとセンター
☆集
合 午前８時30分 常盤生涯学習文化会館 前
午前９時
スポーツプラザ藤崎 前
☆帰
着 正午(予定)
☆持 ち 物 手袋、汗ふきタオル、水
☆参 加 料 １人につき100円(保険料、記念品代)
☆申 込 先 ○常盤生涯学習文化会館 565ー3100
○スポーツプラザ藤崎
575ー3323
☆申込締切 ４月27日(月)
※ラリー中の事故の補償については、傷害保険の給付限度内となります。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、変更・中止の場合があ
りますのでご了承ください。
☆お問合せ

常盤サイクリングクラブ

加藤

☆申込・お問合せ
津軽広域連合 総務課総務企画係 ☎31ー1201
(〒036ー8003 弘前市大字駅前町９番地20 ヒロロ３階)
Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

【中止】ふじワングランプリ2020中止のお知らせ
６月28日(日)に開催を予定していました｢ふじワングランプリ2020｣
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
イベントを楽しみにしていた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

経営戦略課企画調整係 588ー8258

5090ー6626ー9554

【中止】第32回｢ときわ桜を観る会｣を中止します
県民スポーツ・レクリエーション祭開催のお知らせ
誰でも気軽に参加できるスポーツ・レクリエーションの祭典が、県
内14市町村で36種目の大会が行われます。家族、友人と一緒に参加し
てみませんか。
☆町実施種目 ドッジボール
☆日
時 ６月28日(日) 午後９時30分から受付
☆会
場 スポーツプラザ藤崎
☆申込締切 ６月３日(水)
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、変更・中止の場合があ
りますのでご了承ください。
☆申込・お問合せ 青森県ドッジボール協会 ☎017ー744ー2789
※詳細は、青森県ホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/
bunka/sports/13th-kenmin-sporec-fes.html)(４月17日公開)をご覧
ください。

福祉の仕事を体験してみませんか

毎年４月下旬にＪＲ北常盤駅前で行われている｢ときわ桜を観る会｣
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の開催を中止す
ることとしました。
北常盤駅前の桜の大樹を囲んでのイベントを楽しみにしていた皆さ
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

藤崎町商工会 575ー2370

【中止】町図書館おはなし会中止のお知らせ
広報４月１日号掲載の次の行事は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止とします。なお、今後の開催については、随時町ホーム
ページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)や館内掲示でお知らせし
ます。
○おはなし会「おはなしのとびら」
☆日
時 ４月25日(土) 午前10時～午前11時
☆場
所 藤崎町図書館 児童室
☆お問合せ

町図書館 大夢 ☎75ー2288

☆対 象 者 福祉・介護・保育の仕事に関心のある方
☆実施期間 令和３年３月末まで
☆体験期間 １人あたり最大10日まで
☆体 験 先 青森県内の高齢者、障がい者、保育分野等の社会福祉施
設及び事業所
☆体 験 料 無料 ※交通費、食事代等は本人負担
☆申込期限 体験希望日の20日前まで

町子育て支援センターでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、４月、５月のサークル活動とイベントの開催を全て中止すること
となりました。今後の開催については随時お知らせします。

☆申込・お問合せ

☆お問合せ

青森県福祉人材センター 5017ー777ー0012
弘前福祉人材バンク
☎0172ー36ー1830

【中止】町子育て支援センターからのお知らせ

町地域子育て支援センター 575ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

