２０１９年（平成31年)

３月15日発行

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

学校給食センターパート調理員募集のお知らせ
☆勤務内容
☆勤務時間等

☆勤務場所
☆募集要件等
☆賃 金 等
☆採用期間
☆採用予定数
☆申込締切
☆申込方法

☆面接予定日
☆選考方法

調理作業
月～金曜日 週５日勤務
午前７時45分～午前11時45分(４時間）
※学校の長期休業期間(夏休み・冬休み等)は勤務がありません。
町学校給食センター
18歳以上で、町に住所を有し、健康で通勤可能な方
時給800円 ※雇用保険・労災あり
平成31年４月１日～９月30日
※任用期間を更新する場合もあります。
若干名
３月22日(金) ※郵送の場合は３月22日(金)必着
履歴書に必要事項(メールアドレスをお持ちの方はご記
入ください。)を記入し、写真を貼付の上、町学校給食
センターに提出してください。
３月下旬 ※応募者に個別にお知らせします。
履歴書及び面接により選考します。

☆申込・お問合せ

藤崎町学校給食センター 589ー7040
〒038－3834 藤崎町大字西中野目字池田111番地１

国際交流凧フェスタｉｎふじ崎のお知らせ
｢第24回国際交流凧フェスタｉｎふじ崎2019｣では、陸上自衛隊第９
音楽隊による｢ふれあいコンサート｣や凧作り体験コーナー、凧の展示
を行います。入場は無料です。多数のご来場をお待ちしています。

◎陸上自衛隊第９音楽隊「ふれあいコンサート」
☆日
時 ４月13日(土) 午後３時
☆場
所 町文化センター ｢大ホール｣
※詳細は広報ふじさき４月号の折込チラシでお知らせします。
☆お問合せ

町教育委員会生涯学習課 565ー3100

環境係からごみのお知らせ
☆藤崎地区の皆さんへ
藤崎地区の平成31年度ごみ収集日程表は、３月15日発行の広報お知
らせ号と一緒に行政連絡員を通じて毎戸配布しています。
ごみ収集日程表は、住民課環境係に備え付けているほか、町ホーム
ページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)にも掲載しています。

☆常盤地区の皆さんへ
常盤地区のごみの出し方、収集の日程は従来と変更ありません。

愛犬家・愛猫家の皆さんへ
☆犬のフンは自宅へ持ち帰りましょう
飼い犬のフンの不始末に対する苦情が多く寄せられています。
犬の散歩時には、袋とスコップを持参して、フンを自宅へ持ち帰る
ようにしてください。
☆猫への無責任なエサやりはやめましょう
青森県動物愛護センターによると、平成29年度の猫の殺処分数が
936匹と、前年度より172匹も上回っています。放し飼いや、飼い主の
不明な猫へのエサやりによる繁殖などで、引き取り数が増えたことが
原因とされています。
無責任な飼育や飼い主の不明な猫にエサを与えることは、近隣の
人々に迷惑を与えたり、危害を及ぼしたりする場合があります。
野良猫にエサを与える行為は飼い主と見なされることもあり、意図
せず近隣住民とのトラブルにつながる場合もありますので、責任を持
てない猫にはエサを与えないようにしてください。
また、飼い猫についても、望まない繁殖を防ぐため、不妊・去勢手
術や室内飼育の徹底をお願いします。
ルール・マナーを守り、住み良いまちにしましょう。
☆お問合せ

住民課環境係

588ー8169

全国健康保険協会(協会けんぽ)青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険事業を運営しています。
2019年度における青森支部の健康保険料率及び介護保険料率は、平
成31年３月分(４月納付分)から次のとおり改定となります。
9.96％(２月分まで) → 9.87％(３月分から)
1.57％(２月分まで) → 1.73％(３月分から)

保険料率の詳細は、協会けんぽ青森支部ホームページ(https://www.
kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/)をご覧ください。
☆お問合せ
平成30年度

全国健康保険協会青森支部

引越しや家財整理などで出る大量のごみは、町では収集しておりま
せん。ごみ処理施設へ持ち込むか、町の許可業者に収集を依頼するな
ど、ご自身で対応してくださるようお願いします。
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

☎017ー721ー2713

住民課環境係 ☎88ー8169

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
弘前地区環境整備センタープラザ棟を会場に、次の催し物がありま
すので、ぜひご参加ください。

◎第５回ピアノミニコンサートinプラザ棟 ～ハーモニーが花開く春～
☆日
☆演
☆内
☆入 場

2019年度協会けんぽ青森支部の保険料率について

○健康保険料率
○介護保険料率

☆一般家庭から大量に出るごみについて

時 ４月21日(日) 午後３時～午後４時
奏 ピアノデュオグループ「Piece Harmony(ピースハーモニー)」
容 日本の名曲や映画音楽など全13曲を演奏します。
料 無料 ※事前の申込みは不要です。

◎布ぞうり作り教室
☆日
時
☆講
師
☆定
員
☆参 加 料
☆内
容
☆持 ち 物
☆申込受付

４月25日(木) 午前９時30分～午後３時
尾崎 行雄 氏
先着20名
無料
家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って布ぞう
りを作ります。
使い古しのタオル４枚(約35㎝×約80㎝で色がついたもの)、
裁ちばさみ、昼食、飲み物、汚れてもいい服装
４月12日(金)～

☆申込・お問合せ

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

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

☎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」

あなたの悩み、ご相談ください
司法書士が借金や相続などお金の悩みを、保健師が健康やこころの
悩みを受付します。
相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
☆2019年度藤崎町こころの健康相談日程
会

場

常盤老人福祉センター
(第１水曜日）

藤崎老人福祉センター
(第３水曜日)

☆お問合せ

実 施 日
４月３日、６月５日
７月３日、８月７日
９月４日、10月２日
11月６日、12月４日
２月５日、３月４日
４月17日、５月15日
６月19日、７月17日
８月21日、９月18日
10月16日、11月20日
12月18日、１月15日
２月19日、３月18日

福祉課健康係
町社会福祉協議会

実施時間

午前９時～正午

588ー8197
565ー2056

町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)では、在宅の未就学児とそ
の保護者を対象に、様々な催し物を開催します。場所や時間など、各行事
の詳細は随時広報に掲載します。
☆2019年度育児講座年間行事予定
程

内

容

５月21日(火)

親子で聞こう！夢のおはなし会

６月18日(火)

やってみよう！親子でヨガ体験

７月９日(火)

看護師さんからお話を聞こう！

８月６日(火)、
７日(水)

☆日
時
☆場
所
☆会
費
☆申込方法

３月30日(土) 午後１時(受付開始 12時30分)
津軽みらい農協常盤支店 ３階「大ホール」
3,000円(当日、受付にて申し受けます)
明徳中学校 教頭(松木)又は常盤小学校 教頭(外崎)まで、
電話にてお申込みください。
３月28日(木)
正午
☆申込締切
※常盤小学校・明徳中学校の児童生徒の保護者の方には、３月22日(金)
に案内文書を配付する予定です。
☆申込・お問合せ

明徳中学校 教頭(松木) 565ー2218
常盤小学校 教頭(外崎) 565ー2219

2019年10月１日に予定されている消費税率引上げの際には、｢軽減税
率制度」が実施され、税率８％と10％の双方の商品を取り扱うことと
なり、事業所においては様々な対応が必要となります。
レジや受発注システムの導入・改修など、軽減税率に対する事業者
支援の国の補助金制度がありますので、皆さまご利用ください。
制度の詳細は、軽減税率対策補助金ホームページ（http://kzthojo.jp/）をご覧になるか、軽減税率対策補助金事務局コールセン
ターまでご連絡ください。
☆お問合せ

軽減税率対策補助金事務局コールセンター
50120ー398ー111

みんなおいでよ！楽しいプール遊び

９月７日(土)

みんなでレッツゴー！運動会

10月１日(火)

秋の楽しいバス遠足

11月14日(木)

のぶコーチと一緒に体操教室

12月５日(木)

おもちをつきましょ！ぺったんこ！もちつき会

12月25日(水)

会えるかな？サンタさんクリスマス会

１月21日(火)

親子でパティシエ楽しいね！

２月３日(月)

みんなで豆まき！鬼さんなんか怖くない

３月４日(水)

親子で楽しい思い出のコースター作り

※その他、給食会も毎月開催します。多数のご参加をお待ちしています。
☆お問合せ

常盤小学校と明徳中学校の合同歓送迎会を次のとおり開催しますの
で、ぜひご参加ください。
なお、教職員の転出入については新聞発表をご覧ください。

軽減税率対策補助金をご利用ください

楽しいイベント盛りだくさん！遊びに来てね

日

平成30年度常盤地区小・中学校教職員
合同歓送迎会開催のお知らせ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

ジェネリック医薬品をご利用ください
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、効き目や安全性が確認されて
いる薬で、価格が先発医薬品と比べて安価なのが特徴です。医療費負
担の軽減にもつながりますので、普及促進にご協力ください。
ジェネリック医薬品の利用を希望する際は、医師や薬剤師に｢ジェ
ネリック希望｣とご相談ください。また、効能や効果、副作用などに
ついてもお問合せください。
※ジェネリック医薬品に切り替えた場合でも、薬代の自己負担額があ
まり変わらない場合があります。
また、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、症状
や治療内容によってはジェネリック医薬品に切り替えることができ
ない場合があります。
☆お問合せ

住民課国保年金係 588ー8179
青森県後期高齢者医療広域連合 5017ー721ー3821

国家公務員採用試験のお知らせ
総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)、一般職試験(大卒程度及
び高卒者試験)を実施します。各試験への申込みはインターネットで
受け付けています。
☆総合職(院卒者試験・大卒程度試験)
○申込受付期間 ３月29日(金) 午前９時～４月８日(月)
○第１次試験日 ４月28日(日)
☆一般職(大卒程度試験)
○申込受付期間 ４月５日(金) 午前９時～17日(水)
○第１次試験日 ６月16日(日)
☆一般職(高卒者試験)
○申込受付期間 ６月17日(月) 午前９時～26日(水)
○第１次試験日 ９月１日(日)
※受験資格等の詳細は、人事院ホームページ(http://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm)をご覧ください。
☆お問合せ

人事院東北事務局第二課試験係

5022ー221ー2022

４月定例労働相談会のお知らせ
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。
詳細は青森県労働委員会ホームページ(http://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html)をご覧ください。
☆日時及び開催場所
月

日

時

間

４月２日(火)

午後１時30分～
午後３時30分

４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
(県庁国道側向い
みどりやビル７階)

☆対 象 者

県内の労働者、事業主

☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832
労働相談ダイヤル
50120ー610ー782

