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【新型コロナウイルス感染症対策事業】

令和２年国勢調査調査員を募集します

◎特別定額給付金(国民一律10万円給付金)の申請を
受付しています

５年に一度行われる国勢調査に従事していただける調査員を募集し
ます。

町では特別定額給付金の申請を受付しています。まだ申請をされて
いない方は、早めに申請してくださるようお願いします。

☆応募要件

☆申請期限

☆申込締切
☆お問合せ

経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258

８月６日(木)まで

｢相談窓口｣について
新型コロナウイルスに関する相談窓口を、役場１階ロビーに設置し
ています。新型コロナウイルスに関連した事柄であれば、専門窓口を
案内するなど対応します。お気軽にご相談ください。
☆お問合せ

○満20歳以上で心身ともに健康な方
○調査で知り得た秘密を守ることのできる方
○警察、選挙に直接関係していない方
○暴力団員等に該当しない方
担当調査区域内の世帯や事業所を訪問して国勢調査の内
容を説明し、調査票の配付等を行います。
９月～10月
おおむね３～５万円
申込書に必要事項を記入し、経営戦略課にお申込みくだ
さい。申込書は経営戦略課又は町ホームページ(http://
www.town.fujisaki.lg.jp/)で入手できます。
６月30日（火）

新型コロナウイルス対策本部事務局

☎75－3111(内線2413、2414)

◎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。

☆業務内容
☆業務期間
☆報 酬 額
☆申込方法

○｢藤崎町飲食業者緊急対策支援金給付事業｣
☆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
金を給付します。
☆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
・支援金受領後の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

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。
☆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)
☆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拡大防止協力金事業｣
☆支援内容

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.fujiaski.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

６月１日から窓口延長(毎週水曜日)の
業務内容が変更になります
○戸籍届出(出生届・婚姻届・離婚届・養子縁組届等)は、土・日・祝
日と同じく時間外扱いとなり、警備員が受領します。
○住民異動届(転入・転出・転居・世帯主変更等)は、取扱いしません。
上記の届出があった場合、他市町村への問合せが必要な場合が多く
ありますが、窓口延長の時間に他市町村が閉庁していて問合せができ
ず、審査が十分にできないことが多いため、変更するものです。ご理
解くださるようお願いします。
☆お問合せ

住民課住民係 588ー8163

Ｊアラート情報伝達試験実施のお知らせ
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、大規模な自然災害や弾道
ミサイル攻撃などの緊急情報を、町防災行政無線を通じて国から住民
へ直接瞬時に伝達するシステムです。国では、緊急時における住民へ
の情報伝達体制に万全を期すため、Ｊアラートの全国一斉情報伝達試
験を行います。
☆実施日時

５月20日(水)、10月７日(水)、令和３年２月17日(水)
各日午前11時頃
※災害等の状況によっては訓練を中止することがあります。
☆放送内容 ・上りチャイム音
・｢こちらは、Ｊアラートのテストです。｣を３回繰り返す。
・｢こちらは、防災藤崎広報です。」
・下りチャイム音

☆お問合せ

総務課防災係 588ー8295

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)

りんご苗木の盗難が発生しています

新規高等学校卒業予定者を対象とした求人の
早期申込をしましょう
令和３年３月に高等学校を卒業する生徒を対象とした求人の申込受
付開始は６月１日です。
新規高等学校卒業予定者の地元就職促進と各企業の優秀な人材確保
のため、早期の求人申込をお願いします。
☆受付・お問合せ

毎月第２・４金曜日 午前10時～午前11時30分
※月によって変わることがあります。
所 藤崎幼稚園 ｢ひまわりの部屋｣
象 就学前のお子さんと保護者
用 無料 ※初回時に保険料として500円頂きます。

８月10日(月・祝)に開催を予定していました｢ながしこ合同運行｣
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申し訳ございませんが、ご理解く
ださるようお願いします。
☆お問合せ

時

☆令和２年度年間行事予定
日

程

内

容

春のあそびを満喫しましょう

６月12日・26日(金)

七夕飾りを作ろう

７月10日・17日(金)

水あそびや感触あそびを楽しもう

８月21日・28日(金)

夏のあそびを満喫しましょう

９月11日・25日(金)

ワクワク運動会に参加しよう
運動会

10月９日・23日(金)

秋の歌に親しもう・ハロウィンを楽しく過ごそう

11月13日・27日(金)

親子でホットケーキ作り

12月４日・11日(金)

クリスマスを楽しもう
おひなさまを作ろう

３月12日・19日(金)

幼稚園のお友だちと交流しよう

【中止】大ノ里杯争奪第16回藤崎町小学校相撲大会
中止のお知らせ

☆お問合せ

【中止】中学生国際交流事業(派遣事業)中止のお知らせ

☆お問合せ
☆お問合せ

学校法人藤崎キリスト教学園 藤崎幼稚園 ☎75ー5939

青森県原子力モニターを募集します
県では、県民が原子力について理解し、判断していく環境を整えて
いくために県が行う原子力広報広聴活動の企画・立案の参考とするた
め、｢青森県原子力モニター｣を置き、原子力広報広聴活動に対する意
見・要望等を把握しています。令和２～３年度のモニターを募集しま
すのでぜひご応募ください。
☆活動内容

☆資

格

☆期
間
☆謝礼・旅費
☆申込締切

○施設見学や意見交換会への参加
※今年度は今後の情勢を踏まえて開催の可否を検討します。
○アンケート調査
○送付する原子力関連資料に対して意見・提案等を行う。
次の要件を満たし、町長より推薦を受けた県内在住の20
歳以上の方で、知事が委嘱します。
○原子力について関心を持っている方
○モニターの活動について協力が得られる方
委嘱の日～令和４年３月31日
モニターの活動に参加した方に、毎年度謝礼品を贈呈し
ます。また、見学会の旅費は県が負担します。
６月８日(月)

令和２年度

経営戦略課企画調整係

☎88ー8258

下水道推進標語

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)
569ー5010

【中止】第16回町民体育大会ソフトボール競技
中止のお知らせ
５月31日(日)に開催を予定していました｢町民体育大会ソフトボー
ル競技｣は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止すること
としました。
参加を予定していた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 575ー3323

【中止】町子育て支援センターからのお知らせ
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、６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しま
した。今後の開催については随時お知らせします。
☆お問合せ

☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎 ☎75ー3323

７月29日(水)～８月３日(月)に実施を予定していました｢中学生国
際交流事業｣の派遣事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止することとしました。
この事業を楽しみにしていた皆さんには大変申し訳ございません
が、ご理解くださるようお願いします。

令和３年１月22日・29日(金) 節分製作をしよう
２月12日・26日(金)

町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)
☎65ー3100

今年度の｢藤崎町小学校相撲大会｣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。大会を楽しみにしていた皆さんには申
し訳ございませんが、ご理解くださるようお願いします。

５月８日・22日(金)

９月21日(月・祝)

藤崎駐在所 575ー3010
弘前警察署 ☎32ー0111

【中止】ながしこ合同運行中止のお知らせ

藤崎幼稚園では、お子さんの健やかな成長を願い、子育て・家庭教
育の場を提供しています。子育ての中で悩んでいること、うれしいこ
と等を共有しながら楽しいひと時を過ごしませんか。
各行事の詳細は、次のお問合せ先又はホームページ(https://www.
fujisaki-youchien.jimdofree.com)をご覧ください。

☆場
☆対
☆費

☆お問合せ

弘前公共職業安定所 求人企画部門 538ー8609

藤崎幼稚園からのお知らせ

☆日

先日、林崎地区において、畑に植えられたりんご苗木が盗掘される
事件が発生しました。
畑周辺の見知らぬ車のナンバーチェックなどで被害防止に努めま
しょう。不審に思ったら110番に通報しましょう。

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

下水道への加

「マンホール 町をきれいに するとびら」

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」

