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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

水道管の凍結にご注意ください

人・農地プランの見直しに伴う地域座談会を開催します

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。真冬日や長期間家を留守にするときは、こまめに水道の水抜き
をして凍結を防止しましょう。

町の人・農地プランは、地域の農業をどのように進めていくかにつ
いて話し合い、地域の合意を図るための重要なものですが、各地区で
新規就農を希望する方や中心となる経営体として位置付けを希望する
方がいるため、見直しの必要が生じています。
小学校学区単位の３地区(藤崎地区・藤崎中央地区・常盤地区)で区
分けされていますので、該当する地区に参加してください。
日程は次のとおりです。

○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。
☆お問合せ

上下水道課

☎75－6025

わくわく講座「音楽でココロとカラダをリフレッシュ！」のお知らせ
音楽は、癒やしやリラクゼーションなど、心身に様々な効果をもた
らすほか、心がつながり、人の輪が広がって元気や活力を与える力が
あるといわれています。
音楽を通してふれあい、笑い、リフレッシュしませんか。
参加は無料です。多くの方のご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆申込期限

平成30年１月26日(金) 午後１時30分～午後３時30分
町文化センター ３階｢多目的ホール｣
ＮＰＯ法人青森音楽療法研究会スタッフ
平成30年１月15日(月)

☆申込・お問合せ

福祉課健康係

農業者の方へ

収入保険制度が始まります

☆対象品目

米・野菜・果樹・たばこ・茶・はちみつなどの農産物
※肉用牛・肉用子牛・肉豚及び鶏卵など、対象外になる
品目もあります。
☆加入対象者 青色申告を行っている農業者(個人･法人)
※新規就農者も加入することができます。
☆そ の 他 収入保険に加入するために必要な青色申告は、簡易な方式
でよく、
１年の実績があれば加入できます。
※加入条件や補償内容など、制度の詳細は青森県農業共済組合連合会
にお問合せください。

平成29年度

☆日

程
開催日

青森県農業共済組合連合会

☎017－775－1161

所

対象地区

常盤生涯学習文化会館

常盤地区

12月20日(水)

ふれあいずーむ館

藤崎地区

12月21日(木)

藤崎老人福祉センター

藤崎中央地区

※開催時間は、各会場とも午後２時からです。
☆対象地区
○藤崎地区

舟場・みつや・表町・仲町・曲新田・本町
木挽町・朝日町・館川町・下町・緑町
新町・横町・伝馬・白子・林崎

○藤崎中央地区 葛野・藤越・中野目・吉向・亀岡・西中野目
俵舛・下俵舛・柏木堰・水沼・矢沢・小畑
中島・東町・西豊田一丁目・西豊田二丁目
西豊田三丁目
○常盤地区

☆お問合せ

常盤・徳下・三ツ屋・福島・福左内・水木
久井名舘・富柳・福舘・若松・榊・亀田
若柳・西田・小学校通り

農政課農政係 ☎88－8273

常盤地区の皆さんへ

ごみ収集のお知らせ

◯年末年始のごみ収集及びごみ処理施設への持込みについて
次の期間は休みとなりますのでご注意ください。
☆休業期間

平成29年12月31日(日)～平成30年1月３日(水)

◯カセットコンロ用ガスボンベ・スプレー缶・ライターの収集方法が
12月25日(月)から変わります
ごみ収集車やごみ処理施設での爆発事故防止のため、使用済みのカ
セットコンロ用ガスボンベ・スプレー缶・ライターを廃棄する場合は、
燃やせないごみと一緒に出さずに、燃やせないごみステーションに設
置してある危険物分別回収用ネットに入れてください。
適正なごみの排出に、ご理解ご協力をお願いします。
☆お問合せ

下水道推進標語

住民課環境係 ☎88ー8169
下水道への加

「下水道 水が自然に かえる道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

場

12月19日(火)

☎88－8197

これまでの農業共済は品目が限定され､価格低下による収入減は対
象外でしたが、新しく導入される収入保険制度は、すべての農業品目を
対象とし、自然災害による収量減少だけでなく、価格の低下なども含めた
収入減少を補填します。
保険料の掛金率は１％程度で、農家ごとの平均収入の８割以上の収
入が確保されます。

☆お問合せ

☆対象者
○現行のプランに中心となる経営体として位置付けられている方
又はこれから位置付けを希望される方
○各種補助事業(経営体育成支援事業等)の活用を希望する方
○離農や経営転換等のため、自分が現在営農中の農地を地域の中心
となる経営体に預けたいと考えている方
○新規就農者又はこれから新規に就農を考えている方
○その他対象地区にある農地で現在営農している方

☎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」

再就職支援セミナーのお知らせ

｢藤崎町プレミアム付商品券」及び「藤崎町子育て支援プレミアム付商品券」は

有効期限までにご使用ください
｢藤崎町プレミアム付商品券｣及び｢藤崎町子育て支援プレミアム付
商品券｣には有効期限があります。
有効期限を過ぎた場合は無効となり、参加店で使用できないばかり
か、払戻し等に応じることもできません。
まだ使用していない｢藤崎町プレミアム付商品券｣及び｢藤崎町子育
て支援プレミアム付商品券｣がお手元にございましたら、有効期限内
にご使用ください。
☆有効期限

平成30年１月15日(月)

☆お問合せ

藤崎町商工会

575－2370

ネクストキャリアセンターあおもりでは、採用されるための就職活
動のポイント(就職活動の準備や応募書類の書き方、面接の受け方な
ど)を学ぶセミナーを開催します。なお、希望者はセミナー後に個別
相談を受けることもできます。
☆日
時 平成30年１月12日(金) 午後１時30分～午後３時30分
☆場
所 株式会社Ｉ･Ｍ･Ｓ(弘前市土手町134番地８)
☆対 象 者 45歳以上で求職活動している方
☆参 加 費 無料
☆定
員 10名
※詳しくはネクストキャリアセンターあおもりホームページ(http://
a-ckn.ims-hirosaki.com/)をご覧ください。
☆申込･お問合せ ネクストキャリアセンターあおもり 5017ー723ー6350

親子で楽しく体を動かしませんか
町地域子育て支援センターでは、楽しく体を動かすことを目的に、
｢体操教室｣を開催します。
参加は無料です。締切はありませんので、当日の参加も可能です。
☆日
時 平成30年１月11日(木) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
☆講
師 体操教室「アスリートクラブ」スタッフ
☆お問合せ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

自衛官募集のお知らせ
次のとおり、自衛官を募集します。
○自衛官候補生(男女)
☆資
格
18歳以上27歳未満の者
☆受付期限
平成30年１月19日(金)
☆試 験 日
平成30年１月27日(土)、28日(日）
○予備自衛官補(一般)
☆資
格
18歳以上34歳未満の者
☆受付期間
平成30年１月９日(火)～４月６日(金)
☆試 験 日
平成30年４月14日(土)
○予備自衛官補(技能)
☆資
格
18歳以上55歳未満で国家免許資格等を有する者
☆受付期間
平成30年１月９日(火)～４月６日(金)
☆試 験 日
平成30年４月14日(土)
☆その他(共通)
試験場所、国家免許資格等の詳細はお問合せください。
☆お問合せ

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所 ☎27ー3871

春休み海外研修交流事業 参加者募集のお知らせ
公益財団法人国際青少年研修協会では、海外研修の参加者を募集し
ています。海外生活を通して交流を体験し、国際感覚を養うことを目
的に実施します。一人で参加する方や初めて海外へ行く方が７割以上
となっており、事前研修会では、仲間作りから丁寧にサポートします
ので、安心してご参加ください。
☆日

程

平成30年３月22日(木)～４月４日(水)のうち６～10日間
※コースにより異なります。
☆研 修 国 イギリス・カナダ・サイパン・ニュージーランド ほか
☆内
容 ホームステイ、英語研修、文化交流、野外活動 など
☆対
象 小３～高３の方 ※コースにより異なります。
☆参 加 費 22.8万円～45.8万円 ※コースにより異なります。
☆申込締切 平成30年２月１日(木)
※平成30年１月22日(月)までに申し込んだ方は１万円割引
☆資料請求･お問合せ
公益財団法人国際青少年研修協会 ☎03ー6417－9721
〒141ー0031 東京都品川区西五反田７－15ー４ 第三花田ビル４階
FAX 03ー6417ー9724 Ｅメール:info@kskk.or.jp
ホームページ http://www.kskk.or.jp/

｢多重債務相談窓口｣のご案内
借金等でお困りの方、お気軽にご相談ください。電話相談も可能です。
相談は無料、秘密は厳守します。
☆場
所
☆専用電話
☆受付時間

青森財務事務所(青森合同庁舎３階)
017ー774ー6488
月曜日～金曜日 ※祝日、年末年始を除く
午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分

☆お問合せ

東北財務局青森財務事務所 5017ー774ー6488

青森県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
青森県特定(産業別)最低賃金が12月21日から改正されます。
金額は次のとおりです。
時間額(円)
産 業 名
改正後
改正前
鉄鋼業
８５５
８３５
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
７８５
７６５
情報通信機械器具製造業
各種商品小売業
７７７
７５８
自動車小売業
８１７
７９８
なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される｢青森県
最低賃金｣は、10月６日から時間額738円に改正されています。
詳しくは青森労働局ホームページ(http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

青森労働局労働基準部賃金室 ☎017－734－4114

子どもの誤嚥(ごえん)・窒息事故にご注意ください
子どもは、口腔(口と咽頭の間)とのどが近いことから、口の中に入
れたおもちゃがのどに入りやすく、また、｢何でも口に入れる｣とい
う行動特性があります。
おもちゃの誤嚥・窒息事故を防ぐため、次のポイントに気を付け
てください。
☆事故を防ぐためのポイント
○子どもの手の届く範囲を把握し、小さいおもちゃなどは子どもの
手の届かない所に保管しましょう。
○おもちゃの対象年齢は子どもの発達や安全面を考慮して設定され
ています。おもちゃの購入時や使用時には、商品の対象年齢に
十分に注意しましょう。表示されている対象年齢に満たない子
どもに対しては、そのおもちゃの購入を控え、使用させないよ
うにしましょう。
☆万が一、のどに詰まったら
のどに詰まったおもちゃなどが気道を閉塞してしまうと、短時間で
重篤化します。直ちに119番通報し、適切な対処方法で詰まったおも
ちゃなどの異物を除去しましょう。
対処方法には子どもの年齢に適した方法がそれぞれあります。子ど
もの誤嚥･窒息事故に関する情報や事故防止の取組など、詳細は消費
者庁ホームページ(http://www.caa.go.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

消費者庁消費者安全課 503ー3507ー9137

