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広報お知らせ号

〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町企画財政課企画係
588－8258

平成30年度集団健(検)診のお知らせ

藤崎町空家等対策計画へのパブリックコメントを実施します

町では、次の日程で集団健(検)診を行います。平成30年度の健(検)
診をまだ受診していない方は、この機会にぜひ受診してください。

全国的に空家の増加が社会問題化する中、安全・安心な暮らしと良
好な地域環境維持を目的として、空家等に関し総合的かつ計画的な対
策を推進するため、平成31年度から平成35年度までの「藤崎町空家等
対策計画｣の素案を策定しました。
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。

☆日

時

２月３日(日) 受付 午前７時～午前９時
※子宮頸がん検診・乳がん検診の受付は正午～午後１時
☆場
所 藤崎老人福祉センター
☆健(検)診内容
○特定健診(尿検査・血液検査 など) 30歳以上
○大腸がん検診
30歳以上
○肺がん検診
30歳以上
○胃がん検診
40歳以上
○前立腺がん検診 50歳以上
○子宮頸がん検診
20歳以上で平成31年３月末時点の年齢が偶数になる方
○乳がん検診
40歳以上で平成31年３月末時点の年齢が偶数になる方
☆受 診 料 特定健診 無料、各種がん検診 250円～500円
(非課税世帯、生活保護の方及び70歳以上の方は無料)
☆申込締切 １月28日(月)までにお申込みください。
☆そ の 他 年齢や医療保険の種類等により受診できない健(検)診が
あります。詳細は福祉課健康係にお問合せください。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係

588ー8197

町入札参加資格審査申請書を受付します
町では、次のとおり入札参加資格審査申請の受付をします。
☆対
象
○町内業者の建設工事入札参加資格審査申請書(毎年更新)
※町内業者とは、藤崎町に本店、実態のある支店又は営業所等を
有する者とします。
☆有効期間 １年間(平成31年４月１日～平成32年３月31日)
☆受付期間 ２月１日(金)～28日(木) 午前８時15分～午後５時
※土・日・祝日を除く
☆提出方法 持参又は郵送(郵送は２月28日消印有効)
※提出書類等の詳細については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)をご覧になるか、企画財政課管財係にお問合せください。
☆提出先・お問合せ
〒038ー3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
藤崎町企画財政課管財係 ☎88ー8248

「大人のための読書のススメ」講座を開催します
あおもり冬の読書週間(１月６日～26日)の企画として、町民を対象
に｢大人のための読書のススメ｣講座を開催します。
町内在住の文筆家 世良 啓（せら けい）氏を講師に迎え、弘前市
出身の直木賞作家・長部 日出雄 の生涯を振り返りながら、長部と藤
崎町教育長であった小田桐 孫一との絆について語ります。
参加は無料です。多数のご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆内
容
☆講
師
☆申込期限

１月27日(日) 午後１時30分～午後３時
ふれあいずーむ館 「ふれあいひろば」
｢長部 日出雄の文学｣～小田桐 孫一との絆と藤崎～
文筆家 世良 啓（せら けい） 氏
１月26日(土)

☆申込・お問合せ 藤崎町図書館大夢(ふれあいずーむ館内) ☎75ー2288

☆意見を募集する計画 藤崎町空家等対策計画
☆意見の募集期間
２月１日(金)～15日(金)
☆計画を閲覧できる場所等
（１）役場 １階 正面ロビー
（２）常盤出張所
（３）町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)
※閲覧時間について、(３)以外は、開庁時間内とします。
☆意見を提出することができる者
次のいずれかに該当する者とします。
（１）町内に住所を有する者
（２）町内に勤務する者
（３）町内の学校に通学する者
（４）町内に事務所等がある法人及び団体
（５）本計画に利害関係を有する者
☆意見の提出方法
閲覧場所に備え付けの記入用紙にご意見と必要事項(氏名、住所、
連絡先)を記入の上、閲覧場所に設置している意見箱に投函するか、
次の提出先まで郵送、持参、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。※ご意見は電話など口頭では受付しません。
☆その他
提出されたご意見は、計画策定の参考とするほか、後日集約し、氏
名・住所・連絡先を除き対応状況を町ホームページで公表します。た
だし、ご意見に対する個別の回答は行いません。また、必要事項に記
入漏れ等がある場合はご意見として受付しません。
☆提出先・お問合せ

総務課防災係 588ー8295
〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地
FAX 75-2515 E-mail bosai@town.fujisaki.lg.jp

豆まきで鬼退治をしよう！
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、
豆まきを行います。参加は無料です。多数のご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

２月１日(金) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
１月25日(金)

☆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

第14回藤崎町民スキー・スノーボード大会を開催します
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆競技方法
☆表
彰

２月17日(日) (開会式)午前10時～ (閉会式)午後３時～
そうまロマントピアスキー場
町民又は町内に通勤・通学している者
自己申告タイムに近い者を入賞とします。
一般・中高生・小学生・幼児の部
各部門１位～３位にトロフィー、賞状を授与します。
☆参 加 費 １人500円(参加賞、保険代) ※大会当日に徴収します。
☆申込方法 ２月８日(金)午後５時までに氏名・生年月日・連絡先等
をスポーツプラザ藤崎にお知らせください。
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎 575ー3323

農家の皆さんへ
ひろさき広域農業共済組合からのお知らせ
◎青色申告を始めましょう
収入保険は、全ての農産物を対象に自然災害や価格低下などによる
収入減少が生じた場合に補償する保険です。収入保険への加入には、
青色申告していることが必要です。
青色申告には多くのメリットがありますので、この機会に青色申告
をしましょう。青色申告については黒石税務署(552ー4111)にご相談
ください。

◎平成31年産りんご共済(総合短縮方式・特定危険方式)の加入
申込みを受付しています

農政課からのお知らせ
◎りんご生産技術講習会のお知らせ
町のりんご生産者の技術向上を図るため、次のとおり講習会を開催
します。高品質でおいしいりんごを生産するため、ぜひご参加ください。
りんご病害虫防除講習会
☆日
時 ２月５日(火) 午後１時30分～
☆場
所 ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
☆内
容 ①平成31年産りんご病害虫防除の要点について
②平成31年産果樹共済加入促進及び収入保険制度について
りんご剪定技術講習会
☆日
時 ２月８日(金) 午後１時30分～
☆場
所 ふじロード沿線神理教藤崎教会付近
櫛引 卓郎 氏園地(中野目字早稲田西57ー2)
村上 輝男 氏園地(中野目字早稲田西17ー１)
☆内
容 りんご普通樹及びわい化樹の整枝剪定技術の実地講習

りんご共済は、生産者が事前に共済に加入することにより、自然災
害や病虫害などでりんごが被害を受けたときに、共済金を受け取るこ
※各講習会とも事前申込みは不要です。当日会場にお越しください。
とができる国の保険制度です。
生産者の経営状況や園地の条件などに応じて加入方式を選択できます。

◎地域担い手講演会のお知らせ
☆総合短縮方式
自然災害のほか、病虫害等すべての災害が補償対象となります。
○対象となる災害 自然災害（雪害は除く)、鳥獣害、病虫害 など
○対象となる割合 畑ならし計算型は３割、畑ごと計算型は４割以上
の被害から共済金が支払われます。
☆特定危険方式
特定の災害を選択して補償する方式です。
○各災害を５つのプランで対応（プランを１つ選びます。）
①風プラン ②ひょうプラン ③霜プラン ④風・ひょうプラン
⑤風・ひょう・霜プラン
○対象となる割合
畑ならし計算型は２割、畑ごと計算型は３割以上の被害から共済
金が支払われます。
☆申込締切

３月25日(月)

☆申込・お問合せ

ひろさき広域農業共済組合

☎28ー5700

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
◎エコスイーツ作り教室
時 ２月９日(土) 午前９時30分～正午
師 プラザ棟職員
員 先着15名 ※小学生以下の場合は保護者の同伴必要
容 牛乳パックを再利用した容器で、残りがちなホットケーキ
ミックスを使っておやつを作ります。
☆持 ち 物 エプロン、牛乳パック２本
☆申込受付 １月27日(日)～

◎小枝のお雛さま作り教室
時
師
員
容

２月23日(土) 午前９時30分～正午
尾崎 行雄 氏
先着15名 ※小学４年生以上、小学生の場合は保護者の同伴必要
剪定した小枝でお雛さまを、不用になった畳で敷物を作
ります。
☆持 ち 物 特になし(汚れてもいい服装）
☆申込受付 ２月10日(日)～

◎共通事項
☆場
所 弘前地区環境整備センタープラザ棟
☆参 加 料 無料
☆申込・お問合せ

平成30年度

☆日
時
☆場
所
☆内
容
☆講
師
☆申込期限

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
受付時間：午前９時～午後４時 ※月曜日は休館

２月１日(金) 午後２時30分～
ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
｢消費税の軽減税率制度について｣
黒石税務署 職員
１月24日(木)

☆申込・お問合せ(共通)

藤崎町が、かつて｢藤崎組｣と呼ばれた時代などの古い地図を公開し
ます。町の歴史を感じるまたとない機会ですので、ぜひご鑑賞ください。
入場は無料です。多数のご来場をお待ちしています。
☆日

時

☆場

所

２月９日(土)～11日(月・祝) 午前10時～午後３時
※９日(土)午後１時30分から、藤崎町郷土史会会員が
古地図に見る藤崎の特徴的な事柄などを解説します。
町文化センター ３階「多目的ホール」
町文化センター ☎75ー3311

「平成30年度優良運転者」の表彰手続きについて
弘前交通安全協会では、受賞資格のある方を｢優良運転者｣として表
彰します。受賞資格に該当し、表彰を希望される方は、弘前交通安全
協会で手続きを行ってください。
☆受賞資格

○弘前交通安全協会の会員であること
○過去10年間、自己の責任による人身交通事故を起こし
たことがないこと
○過去５年以内に運転免許の停止又は取消がないこと
○過去３年以内に交通違反(軽微な違反を除く)がないこと
☆必要書類等 ○運転記録証明書交付申請料 630円
○交通安全協会会員証
○運転免許証
○印鑑(認印可)
☆受付場所 弘前交通安全協会 窓口 (弘前警察署１階)
☆受付期限 １月25日(金) 午後４時まで ※土・日を除く
☆そ の 他 免許取得年に指定があります。また、代理人が手続きす
ることも可能です。手続きの詳細はお問合せください。
☆お問合せ

弘前交通安全協会 ☎32ー2790

下水道推進標語

下水道への加

「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

農政課農政係 ☎88ー8273

古地図鑑賞会を開催します

☆お問合せ

☆日
☆講
☆定
☆内

☆日
☆講
☆定
☆内

農家の方を対象に、｢消費税の軽減税率制度」の講演を開催します。
参加は無料です。多数のご参加をお待ちしています。

☎75－6025

入、よろしく
お願いしま～
スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

