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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

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの
同時流行に備えた体制への移行について
☆発熱等の症状がある方の受診方法
12月１日から、発熱・咳・だるさ等の症状がある場合、医療機関の
受診方法が変わりました。

マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードを申請して、役場から交付通知を受けた方で受け取り
がまだの方は、次の日時にも受け取ることができますので、ご利用ください。
☆受け取りできる日時

○かかりつけ医がいる方は、かかりつけ医等に電話で相談してください。
かかりつけ医等、相談先の医療機関が
対応できる場合…指定された時間に受診
対応できない場合…他の診療・検査医療機関を案内

１月９日(土)、１月23日(土)、２月13日(土)、
２月27日(土)、３月13日(土)
※いずれも午前９時～正午【要電話予約】
※前日までに、来庁時間を事前に予約してください。

☆令和３年３月までの毎週水曜日は午後６時まで受け取りできます。
【予約不要】

◎マイナンバーカードでマイナポイントを取得しましょう！

経営戦略課では、マイナポイントを受け取るための申込みの支援を
○かかりつけ医がいない方や相談先がわからない方は、県コールセ
行っています。詳細は、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
ンター(新型コロナウイルス感染症コールセンター)をご利用ください。 lg.jp/)をご覧ください。

☎0120ー123－801(フリーダイヤル)

※24時間受付(土日・祝日含む)
○新型コロナウイルス感染症患者と接触したなど、心当たりがある
方は、弘前保健所(☎33－8521)に連絡してください。

☆お問合せ
○マイナンバーカードについて 住民課住民係
☎88ー8163
○マイナポイントについて 経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258

【参考】青森県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/)

☆お問合せ

福祉課健康係 ☎88－8197

弘前保健所管内での風しん感染者について
11月18日、弘前保健所管内で風しんの感染者が確認されました。
風しんは、感染者の飛沫などにより他人にうつる、感染力が強い感
染症です。
症状としては、軽い風邪症状で始まり、発疹・発熱・後頚部リンパ
節腫脹などが主なものです。大人になってからかかると重症になるこ
ともあります。特に妊娠初期(20週頃まで)の妊婦が感染すると、先天
性風しん症候群(先天性の心臓病、白内障及び網膜症、難聴など)の赤
ちゃんが生まれる可能性が非常に高くなります。
感染を防ぐためには、社会全体が免疫を持つことが重要とされてい
ます。定期接種対象の方で、まだ予防接種をしていない方は、早めに
受けましょう。
☆風しんの予防接種について
町では、風しんの予防接種を行っています。(麻しん・風しんワクチンで接種）
○定期接種(※)の対象者
１期 生後12月～生後24月に至るまでの間にある者
２期 小学校就学前の1年間にある者(年長児相当)
※平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ
※定期接種…予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種
期間などが定められている予防接種。接種費用
は町が全額負担します。

冬期間の上下水道料金について
☆冬期間(１月～４月請求分)の上下水道料金について
地下式の水道メーターについて、冬期間は積雪等のため検針できま
せんので、認定水量での請求となります。過不足分は、４月に検針し
た分と併せて、５月の請求時に精算することになります。
冬期認定する水道料金等については、12月に送付する｢冬期間認定
水量のお知らせ｣で確認してください。認定する水量の変更を希望す
る方は、令和３年１月５日(火)までにご連絡ください。
※｢認定水量｣とは、冬期間の使用量を推定したものです。
☆漏水にご注意ください
冬期間は、地下式の水道メーターの検針を行わないため、漏水に気
付かず、５月の精算時に多額の請求になることがあります。各家庭で
の水道管の凍結防止対策をお願いします。
※凍結防止には不棟栓で水抜きをしてください。この時バルブの開閉
は中途半端にせず、最後まで回してください。なお、漏水等の修理
については、町指定給水設備工事業者にご連絡ください。
☆メーター付近の除雪にご協力ください
地上式の水道メーターをご使用の方については、冬期間も検針しま
すので、検針員が検針できるようメーター付近の除雪など、ご協力を
お願いします。
☆長期間不在の方は届出をしてください
長期間留守にし、水道を使用しない場合は、｢使用中止届｣の提出を
お願いします。
｢使用中止届｣を提出することで不在期間中の水道料金が発生せず、
冬期間の漏水防止にもなります。
｢使用中止届｣は上下水道課又は常盤出張所に備え付けているほか、
町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からダウンロー
ドできます。
☆お問合せ

○町に住民登録のある昭和37年４月２日～昭和54年４月１日
の間に生まれた男性
町から送付されているクーポン券を利用し、まず抗体検査
を受け、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない場合、定期
の予防接種として接種することになります。
※クーポン券を紛失された方は、申請して再発行を受けてく
ださい。
※妊娠を希望する方等の風しん抗体検査及び予防接種の費用助成に
ついては、申請が必要となります。対象の条件や申請方法等の詳細
は、福祉課健康係へお問合せください。
☆お問合せ

福祉課健康係

☎88-8197

上下水道課総務経営係 ☎75ー6025

子育て支援センターからのお知らせ
◎冬の日の心温まるおはなし会
在宅の未就学児とその保護者を対象に、わっこの会の皆さんによる
おはなし会を行います。楽しいお話が盛りだくさんですので、ぜひご
参加ください。
☆日
時 令和３年１月27日(水) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内）
☆おはなし わっこの会
☆申込締切 令和３年１月20日(水)
☆申込・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

藤崎町成人式開催のお知らせ

令和３年４月入園

藤崎幼稚園の新入園児募集のお知らせ
～４月から給食を実施します～
キリスト教精神に基づき、少人数保育を実践し、幼児一人ひとりの
個性を大切に育みます。
☆入園対象

○満３歳児(平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれ)
※満３歳の誕生日を迎えたお子さんは正規入園となり
ます。それまでは、一時預かりの利用となります。
○３年保育(年少児)
(平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ)
○２年保育(年中児)
(平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ)
○１年保育(年長児)
(平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ)
☆入園手続 藤崎幼稚園で受け付けています。
☆保育時間 ○平 日：午前７時30分～午後６時(給食あり)
※午後３時～午後６時までは預かり保育となります。
○土曜日：午前11時30分まで(給食なし)
○長期休業日(夏休み・冬休み・春休み)
午前７時30分～午後６時まで(給食有り)
※午後３時～午後６時までは預かり保育となります。
☆事
業 預かり保育(在園児)、一時預かり(非在園児)、子育て支
援事業(未就園児)を実施しています。
送迎車を運行しています。
☆そ の 他 園の見学、保育体験は随時受け付けていますので、事前
にご連絡ください。
※詳細は、園のホームページ(https://fujisakiyouchien.jimdofree.com)をご覧ください。
☆お問合せ

藤崎幼稚園

☎75－5939

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
◎｢リサイクルそり作り教室｣参加者募集

町では、新成人の輝かしい門出を祝う成人式を次のとおり開催します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止及び内容
の変更をする場合がありますので、ご了承ください。
☆日
時 令和３年１月11日(月・祝) 午後２時～
☆内
容 式典・記念撮影 ※新成人交流会は中止となりました。
☆場
所 町文化センター
☆対 象 者 平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの方
☆新型コロナウイルス感染症対策
○式典当日の来館時に検温します。体温が37.5℃以上と認められた
方の式典参加はご遠慮いただきます。
○来場者の連絡先を把握するため、式典当日は受付にて連絡先等を
お知らせくださるよう、ご協力お願いします。
○マスク着用、手指消毒、検温並びに新型コロナウイルス接触確認
アプリ(COCOA)の登録にご協力ください。
○受付時、入場時、退場時など式典中においては、ソーシャルディ
スタンス(社会的距離)の確保にご協力お願いします。
○体調がすぐれない方や、発熱や咳などの症状がある方はご参加を
お控えください。
☆お問合せ

油流出事故にご注意ください
例年冬期になると、家庭や事業所から灯油等が流れ出す油流出事故
が多発します。原因は、ホームタンクのバルブや配管の劣化、除雪時
のホームタンクや配管の破損、ホームタンクから小分け時に目を離す
等、不注意による流出が大半です。
油流出事故が発生すると、側溝や水路を通じ河川に流れ出ることも
あります。河川は、水道用水などに利用されていますので、下流域全
体に影響を及ぼし、川の生き物にも悪影響を与えます。また、事故の
処理にかかった費用は、原因者の方に負担していただくことになります。
各家庭や事業所では、｢油類を取り扱う責任者｣であるという意識を
持ち、タンクの劣化状況の点検や補修を行い、除雪作業等の破損事故
にも十分注意しましょう。
なお、事故を起こした場合や発見した場合は、住民課環境係、消防
署、警察署等へ速やかに連絡してください。

木材や竹ざおの切れ端を使ってそりを作ってみませんか。
☆お問合せ
☆日
時 令和３年１月９日(土) 午前10時～正午
☆講
師 尾崎 行雄 氏
☆参 加 料 無料
☆持 ち 物 金づち
☆募集人数 10人(１人１台)
※家族での参加は、１家族１台の制作になります。
※小学生の場合は保護者の同伴が必要です。
☆そ の 他 そりを作った後はそりを使って遊びます。参加する人は
長靴、スキーウエア、手袋を持参してください。
☆申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電話番号をご
記入の上、郵送してください。
※往復はがき１枚につき２人まで応募できます。
☆申込締切 12月25日(金) ※必着
※応募多数の場合は抽選で決定し、12月30日(水)までに
抽選結果をお知らせします。
☆場所・申込 弘前地区環境整備センタープラザ棟
・お問合せ 〒036－8314 弘前市町田字筒井６－２
☎36ー3388
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が休館
※年末年始(12月28日～１月４日)は休館
※詳細はプラザ棟のホームページ(http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/plaza/)をご覧くだ
さい。

ふじめぐり総選挙
実施中！

町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)
☎65－3100

住民課環境係 ☎88ー8169
岩木川･馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 青森河川国道事務所 河川占用調整課
☎017ー734ー4537

【中止】｢藤崎町消防出初式｣開催中止のお知らせ
令和３年１月10日(日)に開催を予定していました｢令和３年藤崎町
消防出初式｣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
開催を中止することとしました。
参観を予定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

総務課防災係 588ー8295

【中止】なべワングランプリ開催中止のお知らせ
令和３年２月に開催を予定していました｢なべワングランプリ｣は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止するこ
ととしました。
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 ｢けやぐ組｣ 髙谷 和也
5090ー3646ー0449
岩谷眞佐子(酒舗岩谷) ☎090ー1398ー5568

藤崎町のお店をめぐって
豪華景品をゲットしよう！

←詳細・応募は
こちらから

