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新型コロナウイルス感染症対策について
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防止の徹底をお願いします。
☆健康管理と感染防止を徹底しましょう

☆花見について
４月は花見のシーズンです。
今年の花見は、新型コロナウイルス感染防止のため、
家族や日頃一緒にいる方と静かに景色を楽しむ花見をお
願いします。(宴会を伴う花見は控えましょう。)

県内での新型コロナウイルス感染症の発症数は、引き続き予断を
許さない状況が続いています。県内における感染まん延や医療の崩
壊を避けるため、健康管理と感染防止の徹底をお願いします。
○手洗い

○うがい ○マスクの着用

○３密の回避

必ずマスクを
しましょう！

・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

☆お問合せ

福祉課健康係

☎88ー8197

都市計画変更のお知らせ

津軽の魅力を情報発信！地域資源特派員募集

☆変更した都市計画の内容
浪岡都市計画区域から次の区域が除外され、都市計画区域外となり
ました。【青森県決定告示：令和３年３月31日】

津軽広域連合では、津軽の美しい自然や風景、地元のお祭り、歴史
的なものを写真やイラストでお寄せいただき、簡単なコメントと一緒
に投稿していただける方を募集しています。

☆除かれる土地の区域
藤崎町大字増館字若柳、字宮元、大字郷山前字山井、大字吉野田字
吉野
☆主な変更点
①建築確認申請を要する建築物の取扱い
建物の規模や構造により、建築確認ではなく建築工事届のみの提
出となる場合があります。
②許可を要する開発行為の取扱い
開発区域の面積が、3,000㎡ → 10,000㎡以上に変更となります。
☆お問合せ

建設課建設係

☎88ー8285

マイナポイントの申請支援を行っています
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
などで予約と申込みが必要です。町では、スマートフォンなどをお持
ちでない方を対象に、予約と申込みの支援を行っています。
※令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請した方が、令和３
年９月末までマイナポイントの支給対象になります。
☆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

今年もやります！

６月
スタート
予定！

☆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 関係８市町村(藤崎町・弘前市・黒石市・平川市・板柳
町・大鰐町・田舎館村・西目屋村)に居住、通勤、通学
されている方
☆投稿方法 特派員登録後にコメントと写真やイラストを添えて、郵
送又は電子メールで提出してください。
※詳細は津軽広域連合ホームページ(http://
tsugarukoiki.jp/)をご覧になるか、お問合せください。
☆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

春のお話し会のお知らせ
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、
わっこの会の皆さんによる｢ママと一緒に聞こうね！春のお話し会｣を
開催します。参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

５月18日(火) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター
５月11日(火)

☆申込・お問合せ

ふじめぐり総選挙２０２１

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

参加店舗募集！

☆「ふじめぐり総選挙」とは？

☆参加条件

藤崎町内のふじめぐり総選挙参加店舗を利用し、１店舗
につき500円以上のレシートを３店舗分集めて応募していた
だくと、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンです。

藤崎町内にある店舗で、
ふじめぐり総選挙の趣旨に
賛同した店舗
☆お問合せ 経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258

ふじめぐり総選挙の内容や申込方
法等の詳細は、広報ふじさき５月号
でお知らせします。

上下水道課からのお知らせ

桜の枝の草木染めと
こぎん刺し体験教室のお知らせ

☆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。

桜の剪定枝を活用した草木染めでこぎん刺しの糸を染め、こぎん刺
しコースターを作ります。春の桜と津軽の伝統工芸に親しんでみませ
んか。
☆日

☆冬期間認定上下水道料金の精算について
４月の検針再開に伴い、５月請求分で冬期間の認定水量分を精算し
ます。｢水道使用水量等のお知らせ｣で料金の確認をお願いします。
なお、精算に伴い過納金がある場合は、｢冬期間認定料金精算通知
書｣を送付します。
☆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

基本料金

家庭用

８㎥

2,112円

営業用・団体用・臨時用

13㎥

3,432円

湯屋用・工業用

130㎥

34,320円

超過料金(１㎥につき)
264円

時

☆講

師

☆定

員

☆参 加 料
☆持 ち 物
☆申込方法

☆申込締切

草木染め：５月22日(土)

午前９時30分～午前11時30分

こぎん刺し：５月29日(土)

午前９時30分～正午

※２日間で１セットの講座です。
草木染め：りんご工房主宰 佐藤 芳子 氏
こぎん刺し：弘前こぎん研究所・青森県伝統工芸士
須藤 郁子 氏
10人(両日参加できる小学校５年生以上)
※小学生の参加は保護者の同伴が必要です。
無料
草木染め：ゴム手袋、エプロン(汚れてもいいもの)
こぎん刺し：染めた糸
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。
５月７日(金) ※必着
※応募多数の場合は抽選で決定し、５月14日(金)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
※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。

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

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

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

使用料
基本料金

1,430円
183円
195円
228円
286円
333円

１㎥につき

上下水道課総務経営係

☎75ー6025

第33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(水・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23日(金)
※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っては、開催を中止する場
合があります。
☆お問合せ

常盤サイクリングクラブ

加藤

5090ー6626ー9554

藤崎町スポーツ協会の職員を募集します
藤崎町スポーツ協会では、次のとおり職員を募集します。
☆採用職種 一般職員(正職員)
☆募集人員 １名
☆採用予定日 令和３年６月１日
☆勤務時間 午前８時15分～午後５時
※勤務時間は催事等により変更になる場合があります。
※土・日・祝日の勤務もあります。
※勤務時間の詳細はお問い合わせください。
☆勤務場所 スポーツプラザ藤崎
☆募集要件 次の要件をすべて満たしている方
〇高校卒業以上の学歴を有する18才以上60歳未満の方
〇パソコンの基本操作(ワード・エクセル)が可能な方
〇普通自動車運転免許を有する方
☆勤務内容 一般事務、体育施設の管理、事業運営、スポーツ指導など
☆賃 金 等 月額13万３千円～(学歴や経験年数により異なります)
※期末手当・寒冷地手当あり
※健康保険・厚生年金・雇用保険あり
☆申込方法 市販の履歴書(写真添付)に必要事項を記入の上、スポー
ツプラザ藤崎に提出してください。
☆申込締切 ５月12日(水) ※郵送の場合は５月12日(水)必着
☆面接予定日 ５月20日(木) ※詳細は申込者に連絡します。
☆申込・お問合せ
特定非営利活動法人藤崎町スポーツ協会(スポーツプラザ藤崎内)
〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地 ☎75－3323

お詫びと訂正
広報ふじさき４月号において、次の箇所に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
・まちのわだい(P10)
｢子どもたちの教育に役立てて｣
(誤)鈴木さんは｢常盤ふるさと資料館あすかの･･･」
(正)佐藤さんは｢常盤ふるさと資料館あすかの･･･」

