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休日の火葬手続きに関するお知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種情報

ワクチン接種のすすめ
ふじ丸くん

９月26日(日)は、役場庁舎の点検に伴う計画停電のため、死亡届、
火葬手続き及び火葬の予約の電話は、午前８時15分～午前11時までの
受付となります。
なお、手続きの際は、事前に火葬日程と来庁時間をお電話で予約し
てからお越しください。

ジャン坊くん、ワクチン接種した？
ジャン坊くん

まだなんだけど、どうしようかな ･･･

やんなきゃだめだよ！自分が感染しても
困るし、もし感染したら、家族にも迷惑
かけることになるよ！
そうか･･･。
接種したいときはどうすればいいの？

まずは、役場のコールセンターに
電話してみよう！

わかった！自分だけじゃない、
みんなのことを考えないとね。

コロナを収束させ、安全・安心な日常を取り戻すためにも

ワクチン接種をお願いします！

☆お問合せ

９月24日～30日は結核予防週間です
結核は結核菌によって主に肺が炎症を起こす病気です。
最初は風邪に似た症状で見分けがつきにくいため、医師に詳しい症
状を伝え、早期に診断、治療を受けることが重要です。
厚生労働省では９月24日～30日を結核予防週間と定め、結核に対す
る正しい知識の普及啓発を図っています。
☆こんなときは早めに医療機関を受診しましょう
痰のからむ咳や微熱・身体のだるさが２週間以上続いている。
☆結核はどう感染するの？
咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散った結核菌を、周囲の人が直
接吸い込むことで感染します。
☆結核を予防しましょう
○適度な運動・十分な睡眠・バランスのよい食事など健康的な生活
を心がけ、喫煙は避けましょう。
○抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症化しやすく生命を危
うくすることがあります。予防にはＢＣＧ接種が有効です。１歳(国
が示す標準的接種期間は生後５～８か月)までに接種してください。
☆高齢者の結核について
国内の結核患者数のうち、令和元年結核新規登録者(新たに結核患
者として登録された者)の約７割が60歳以上の高齢者で、特に80歳以
上では約４割を占めています。高齢者の場合は症状が出にくいため、
年に１度は結核検診を受けましょう。
☆お問合せ

コールセンター
☆お問合せ

福祉課 新型コロナワクチン接種対策室
☎75ー3111(内線2413・2414)

マイナンバーカードの交付について、以下の日程で夜間窓口を開設しま
す。混雑等を避けるため、ご来庁の際は必ず事前予約が必要となります。
☆開 設 日 ７月～９月【毎週水曜日】
☆開設時間 午後５時～午後７時30分
☆予約受付時間 平日 午前８時15分～午後５時
◆マイナンバーカードとは
住民の皆さんの申請により交付される顔写真付きのカード
です。マイナンバーの確認と本人確認をカード１枚で行うこ
とができます。
◆こんなに便利です！
○顔写真付きの公的な身分証明書として、運転免許証等と
同じく利用可能です。
○行政手続きや民間サービスの電子申請ができます。子育
てサービスの検索や、確定申告などがインターネットか
らできるようになります。

住民課住民係

福祉課健康係 ☎88ー8197

☎ 0120ー567ー192

マイナンバーカードの夜間交付のお知らせ

☆お問合せ

住民課住民係 ☎88ー8163

588ー8163

使っていないお家を有効活用しませんか？
藤崎町を含む弘前圏域８市町村では、｢弘前圏域空き家・空き地バ
ンク｣事業を行っています。この事業では、空き家・空き地を売りた
い、貸したいという｢所有者｣の方と、買いたい、借りたいという｢希
望者｣の方との橋渡しを、ホームページを介して行います。また、バ
ンク協議会員の金融機関では、住宅ローンや解体に伴う金利優遇措置
を実施しています。制度について詳しく知りたい方は、ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。
☆弘前圏域空き家・空き地バンクホームページ
検索

弘前 空き家

☆お問合せ

○経営戦略課戦略推進係 ☎88ー8236
○弘前圏域空き家・空き地バンク協議会事務局
(弘前市建築指導課)
☎40ー0522

親子で楽しくバス遠足に出かけよう
町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児とその保護者を対象に、バ
ス遠足を実施します。親子で秋の自然に触れ、友達との交流を楽しみませんか。
☆日
時 10月５日(火) 午前10時～正午
☆場
所 板柳町ふるさとセンター
☆そ の 他 お弁当と敷物は支援センターで準備します。
☆申込締切 ９月28日(火) ※先着10組
☆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

狂犬病予防注射を実施します

９月10日～16日は自殺予防週間です

狂犬病予防法により、年１回、飼い犬の予防注射が義務づけられています。
令和３年度秋期の集合予防注射を次のとおり実施します。
☆集合予防注射料金 3,300円
(内訳：注射料金2,750円＋注射済票交付手数料550円)
※新規登録の場合は、注射料金に加えて登録料3,000円が必要です。
※個別に動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医師が発行した注射
済証を住民課環境係へ持参し、注射済票(交付手数料550円)の交付
を受けてください。
※犬の死亡(犬の登録時にもらう鑑札と狂犬病予防注射済票を持参)、
転入・転出又は町内での住所変更や飼い主の変更があった場合は、
住民課環境係に届出してください。
☆実施場所
○９月26日(日) 成田先生(成田どうぶつ病院黒石)
時 間
場 所
９:30 ～ 10:30
町役場裏
10:45 ～ 11:45
常盤生涯学習文化会館前

○９月28日(火) 佐藤先生(さくら動物病院)
時 間
場 所
９:00 ～ ９:10
水木地区ふるさとセンター前
９:20 ～ ９:25
久井名舘地区コミュニティ消防センター前
９:35 ～ ９:40
福舘地区コミュニティ消防センター前
９:45 ～ ９:50
富柳老人憩の家前
10:00 ～ 10:20
福島公民館前
10:30 ～ 10:40
常盤老人福祉センター前
10:45 ～ 10:50
若松転作研修館前
10:55 ～ 11:15
亀田地区交流センター前
11:20 ～ 11:30
榊公民館前
13:10 ～ 14:00
常盤生涯学習文化会館前
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、当日は必ずマスク
着用でお越しください。マスクを着用していない場合は、予防注射
をお断りさせていただきます。
住民課環境係

☆こころのサインを見逃さないで
悩みやストレスから生じるこころの疲れは、身体面・精神面・行
動面の変化となってあらわれます。
○よく眠れない、食欲がない、体調不良が続く。
○集中力がなくなる、表情が暗くぼんやりしている、意欲や興味が
減退する。
○遅刻や欠勤が続く、周囲との交流を避ける、飲酒量が増える。など
身近な人のこころのサインに気づいたら、まずはひと声かけてみ
てください。

☆ひとりで悩むより、まず相談を

○９月27日(月) 土田先生(ごり動物病院)
時 間
場 所
９:00 ～ ９:15
藤越研修集会所前
９:25 ～ ９:40
ふれあいずーむ館裏
９:45 ～ ９:55
新町集会所前
10:05 ～ 10:10
白子研修集会所前
10:20 ～ 10:25
林崎研修集会所前
10:40 ～ 10:50
西中野目生活改善センター前
11:00 ～ 11:05
下俵舛地区コミュニティ消防センター前
11:15 ～ 11:30
矢沢地区コミュニティ消防センター前
13:10 ～ 14:00
町役場裏

☆お問合せ

全国で毎年約２万人の尊い命が自殺によって失われています。
身近にいる人の悩みに気づいたら、声をかけ、支えあうことが自殺
予防につながります。一人ひとりが身近な人の様子を気にかけ、ここ
ろのサインに気づくことが、いのちを守ることにつながります。

もしあなたが悩みを抱えていたら、ぜひ相談してください。
身近な人が悩みを話してくれたら、話をそらしたり、否定した
り、安易に励ましたりせず、じっくりと話を聴いて相談窓口を紹介
してあげてください。
◆藤崎町の相談先
【こころの健康相談】
保健師がこころの悩みを、司法書士がお金の悩みを受け付けています。
・第１水曜日 午前９時～正午 常盤老人福祉センター
・第３水曜日 午前９時～正午 藤崎老人福祉センター
【こころの電話相談】 ☎88ー8197
・月曜日～金曜日(土日、祝日、年末年始除く)
午前９時～午後４時30分
◆相談機関一覧
相談窓口

年末年始除く

こころの健康相談
統一ダイヤル

農政課農政係

☎88－8273

農地の適正管理について
近年、農業者の高齢化や後継者不足により、遊休農地が増加してい
ます。農地が遊休化すると、雑草・雑木が繁茂し、病害虫や火災の発
生原因となる恐れがあります。
また、有害鳥獣の潜入や産業廃棄物等の不法投棄の場所となること
も考えられ、周辺農地や近隣住民に大変な迷惑を及ぼします。耕起・
草刈り・除草等を行い、農地の適正な管理をお願いします。
☆お問合せ

午前９時～午後４時
☎0570ー064ー556 ※土日、祝日、

町農業委員会 ☎88－8269

ふじめぐり総選挙

年末年始除く

午前８時30分～午後５時15分
弘前保健所健康増進課
・電話相談
☎33ー8521
・精神保健福祉相談
(予約制）

588－8169

県では、秋の収穫作業における農業機械等による事故を防止するた
め、８月15日から10月31日まで｢令和３年秋の農作業安全確認運動」
を実施しています。
事故を未然に防止するためにも、今一度農作業における安全確認の
徹底をお願いします。

時 間
午前９時～午後４時

青森県立精神保健福祉
☎017ー787ー3957 ※土日、祝日、
センター｢こころの電話｣

秋の農作業安全確認運動を実施しています

☆お問合せ

電話番号

※土日、祝日、
年末年始除く

午後１時～午後２時
※第２・３木曜日(偶数月)、
第３金曜日(奇数月)

ふじさきあおぞらファームのお知らせ
～農業を体験してみませんか～

｢農作業を体験してみたい｣｢農業を始めたい｣等、農業に興味がある
方を対象に農作業を体験できる講習会を開催します。

◎りんご収穫体験
☆日
☆場

時
所

☆講
師
☆内
容
☆対
象
☆持 ち 物
☆申込締切
☆申込方法
☆そ の 他

10月20日(水) 午前９時～
唐糸御前史跡公園付近の園地(予定)
※午前８時45分までに唐糸御前史跡公園駐車場(藤崎町
大字藤崎字二本柳37)へ集合してください。
町内りんご生産者
りんごの収穫作業(１時間程度を予定)
農作業に興味がある方ならどなたでも可
長靴、帽子、タオル、農作業用の薄い手袋、飲み物、雨具
10月15日(金)
農政課農政係窓口で直接申し込むか、電話でお申込みください。
りんごの生育状況や天候等により、日時や場所を変更す
る場合があります。

☆申込・お問合せ

実施中！

農政課農政係 ☎88ー8273

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

