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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に備えて
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策には、咳エチケットや手洗いなどの対策が効果的とさ
れています。日々の健康管理と感染予防の徹底をお願いします。
☆健康管理と感染予防を徹底しましょう
○手洗い ○うがい ○マスクの着用
○３密の回避
・他の人と十分な距離をとりましょう
・屋外でも密集は避けましょう
・飲食店でも距離をとりましょう
・エレベーターなどでは会話を慎みましょう
・こまめに換気しましょう
○毎日の健康チェック
など

☆感染症患者が多数発生している地域への移動は慎重にしましょう
○移動先の感染状況を踏まえ慎重に判断をしましょう
○移動先の自治体が実施する措置に従って慎重な行動をしましょう

☆新型コロナウイルス感染が疑われる人がいる場合は、家庭内での感染
に注意しましょう
☆感染症患者等に対する偏見・誹謗中傷はやめましょう

☆発熱等の症状がある場合の受診方法
○かかりつけ医がいる方
⇒かかりつけ医へ電話相談
○かかりつけ医がいない方、相談先がわからない方
⇒県コールセンター(新型コロナウイルス感染症コールセンター）
☎0120－123－801(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の心当たりがある方
⇒弘前保健所 ☎33－8521
☆お問合せ

町税の納め忘れはありませんか
町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)は、行政
サービスを提供するための大切な財源で、町民の皆さんが健康で安
全・快適に暮らすために使われています。
令和２年度の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保
険税)の納め忘れがないかご確認ください。納め忘れのある場合は至
急納付してください。
町では納税相談を随時受け付けています。病気や失業などさまざま
な理由により納税が困難な場合は、お早めにご相談ください。(毎週
水曜日は窓口延長により午後６時30分まで開庁しています。)
☆お問合せ

税務課収納係

588ー8151

国営かんがい排水事業「浅瀬石川二期地区」の
受益者の皆さんへ
令和３年度から国営事業により、老朽化が進行している農業用施
設の改修と耐震化の整備を行う予定です。範囲は、藤崎町、青森
市、黒石市、五所川原市、平川市、田舎館村、板柳町及び鶴田町の約
8,000haです。
本事業を実施するためには、受益者の皆様の同意が必要です。同意
徴集は令和３年３月から実施予定ですので、御理解と御協力をお願い
します。
なお、受益者の皆様へは別途、事業計画の概要パンフレットを送付
します。
詳しくは、浅瀬石川土地改良区のホームページ(http://www.
aseishi.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

浅瀬石川二期地区土地改良事業促進協議会
事務局：浅瀬石川土地改良区 ☎53ー1616
津軽平川土地改良区 ☎27ー0366

福祉課健康係 ☎88-8197

「藤崎町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）」
に関するパブリックコメントの実施について
町では、高齢者の保健福祉施策や介護保険事業の充実を図るため、
令和３年度から令和５年度における高齢者福祉計画・第８期介護保険
事業計画の策定を進めています。
本計画策定の参考とするため、次のとおりパブリックコメント(意
見公募手続)を実施しますので、皆さんのご意見をお寄せください。
☆意見の募集期間 ３月１日(月)～15日(月)
☆計画(案)の閲覧場所等
○福祉課介護保険係
○常盤出張所
○町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/）
☆意見の提出方法
閲覧場所等に備え付けの記入用紙に意見と必要事項(氏名、住所、
連絡先)を記入の上、持参・郵送・ＦＡＸ及び電子メールのいずれかの
方法で提出してください。(郵送の場合は３月15日の消印有効）
☆意見の取扱い
意見については、個人情報の取扱いに十分注意し、個人が特定でき
ないようにした上で、ホームページ等で公表する予定です。
なお、提出いただいた意見に対する個別の回答は行いません。
☆お問合せ

福祉課介護保険係 ☎88ー8198

ハッピースプリングコンサートを楽しもう
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、
簡単な楽器触れ合い教室を開催します。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

☆お問合せ

３月３日(水) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター
大藤 朋美 氏
町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

水道管の凍結にご注意ください
気温が０℃以下になると、水道管が凍結したり破裂することがあり
ます。真冬日や長期間留守にするときは、こまめに水道の水抜きをし
て凍結を防止しましょう。
○水を抜くとき
水抜き栓を止まるまで右に回して閉めた後、蛇口を開けて水を抜きます。
○水を出すとき
蛇口を閉じ、水抜き栓を止まるまで左に回して開きます。
水抜き栓が半開きになると、漏水し高額の料金を負担すること
になりますので、必ずきっちりと開閉してください。
○もしも凍結したら
蛇口を開いた状態にしてタオル等をかぶせ、その上にぬるいお湯を
ゆっくり繰り返しかけて溶かします。同時に部屋全体を暖めると効
果的です。
○凍結・破裂などの修理は町指定工事業者へ
無許可の業者に工事を依頼すると、思わぬトラブルが発生するケー
スがあります。凍結・破損などの修理は、最寄りの町指定工事業者
へ依頼してください。

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！
マイナポイントとは、マイナンバーカードをお持ちの方が取得でき
るポイントで、お好きなキャッシュレス決済で使えるポイントが、最
大5,000円分もらえる制度です。
マイナポイントを受け取るためには、対応しているスマートフォ
ンやパソコンで予約と申込みが必要です。経営戦略課企画調整係では、
予約と申込みの支援を行っています。
詳細は、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご
覧ください。
☆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

トレーニング相談を開催します
ふじさきいきいきスポーツクラブ｢トレーニング相談｣を開催します。
トレーニングで困っていることを相談しませんか。

家庭用の上下水道料金(月額)は次のとおりです。
☆日

○メーター使用料
メーター口径

地下式

地上式

13mmまで

88円

308円

20mmまで

143円

363円

25mmまで

176円

396円

40mmまで

528円

572円

50mmまで

1,056円

1,991円

50mmを超えるもの

1,760円

2,255円

時

２月25日(木) 午後６時30分～午後８時30分(１回20分)
２月28日(日) 午前９時～午前11時
スポーツプラザ藤崎 ｢トレーニング室｣
ブランデュー弘前フィジカルトレーナー 齋藤 大地 氏
１回20分 500円 ※セルフトレーニング40分を含む
トレーニングに関する質問に答え、一人一人に合ったメ
ニューを作成します。
２月20日(土)
※参加申込書はスポーツプラザ藤崎に備え付けています。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中
止する場合がありますので、ご了承ください。

☆場
所
☆講
師
☆参 加 費
☆内
容
☆申込締切

○水道料金
用途

基本水量

基本料金

超過料金(１㎥につき)

家庭用

８㎥

2,112円

264円

○下水道(農集排)使用料

３月定例労働相談会のお知らせ

基本水量

使用料

８㎥まで

基本料金

1,430円

８㎥を超え20㎥まで

183円

20㎥を超え30㎥まで

195円

30㎥を超え50㎥まで

１㎥につき

286円

150㎥を超えるもの

333円

上下水道課

個々の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。
☆日時及び開催場所

228円

50㎥を超え150㎥まで

☆お問合せ

☎75－6025

藤崎町食育推進協議会の委員を募集します！
町では町民の皆さんと協働で食育推進に取り組むため、食育に対す
るご意見・ご要望をお話しいただける、食育推進委員を募集します。
○藤崎町に住所を有する20歳以上70歳未満の方
○食育や地産地消に関心があり、会議に出席できる方
○町議会議員及び藤崎町職員でない方
☆職務内容 会議において食育推進計画に基づく食育や地産地消の進
め方等について、意見や質問をしていただきます。
☆募集人員 １名 ※応募多数の場合は書類選考
☆任
期 令和３年４月１日～令和４年３月31日まで(１年間)
☆応募締切 ３月12日(金) ※必着
☆会議の開催 年１回程度
☆報
酬 会議１回の出席につき4,900円
※申込や詳細については、お問合せください。

月

農政課農政係

大切なあの人に送ろう！

☎88－8273

日

時

間

３月２日(火)

午後１時30分～
午後３時30分

３月21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２-11
東奥日報新町ビル４階)

☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆リ ン ク https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html
☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

司法書士無料法律相談会のお知らせ

☆募集要件

☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎 ☎75－3323

☆申込・お問合せ

相続や遺言、日常生活の困りごとや法律上の悩みについて、司法書
士が電話で相談に応じます。
☆日
時 ３月27日(土) 午前10時～午後３時
☆電話番号 017ー752ー0440 ※当日のみの専用番号です。
☆相談内容 相続、登記、成年後見、多重債務、裁判所提出書類作成等
※相談は無料ですが、具体的な手続が必要になる場合は別途費用が
かかりますので相談員に確認してください。
☆お問合せ

青森司法書士会 ☎017ー776ー8398

ふじさき特産品セット

ふじさき食彩テラスで好評販売中！

か

そのほ

｢ふじさき特産品セット｣ をお得な割引価格で販売！
先着 200
セット限定

町外ギフト
発送無料

セットの中身は
選べます

お楽しみイベント開催中♪

・わくわく福引チャレンジ
・合格祈願！恋愛成就！アップルハート祈願イベント
・りんごフォトコンテストパネル展(2/28～3/14)
☆お問合せ

ふじさき食彩テラス

詳しくは
WEBサイトを
チェック！

☎65－3660

