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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

こんなことをやっています！わが町のまちづくり

「藤崎町まちづくり団体交流会」を開催します
町では、町内会やまちづくり団体が地域を元気にするための活動を
支援しています。
各団体が今年度の活動内容について発表しながら交流し、今後の活
動がより一層発展することを目的に、｢藤崎町まちづくり団体交流会｣
を開催します。
まちづくり活動の手法を知る機会となりますので、興味のある方は
ぜひご参加ください。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

２月27日(火) 午後６時
ふれあいずーむ館「ふれあい広場」
各団体が活動概要について発表した後、ポスターセッ
ションを行います。

「ポスターセッション」とは…
壁又はホワイトボードなどに、報告書を並べて貼り出し、聞き手が
自分の報告書の前に立つたびに適宜説明を行う報告形式のこと。
☆会
費
☆申込方法
☆申込締切

１人2,000円 ※当日会場にて申し受けます。
電話にてお申込みください。
２月21日(水)

☆申込・お問合せ

企画財政課企画係

588－8258

町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)は、行政サ
ービスを提供するための大切な財源で、町民の皆さんが健康で安全・
快適に暮らすために使われています。
平成29年度の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保
険税)の納め忘れがないかご確認ください。納め忘れのある場合は平
成30年３月30日(金)までに納付してください。
また、町では納税相談を随時行っています。病気や失業などさまざま
な理由により税の納付が困難と感じたときは、お早めにご相談ください。
(毎週水曜日は窓口延長により午後６時30分まで開庁しています。)
税務課収納係

藤崎老人福祉センター内

｢ふじりんごふるさと応援大使｣梅沢富美男さんの劇団による公演を
次の日程で行います。
皆さんお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
☆日

時

６月23日(土)【昼の部】正午～ 【夜の部】午後５時～
６月24日(日)【夜の部】午後４時～
※開場時刻は、各公演の開演30分前です。
☆場
所 町文化センター「大ホール」
☆内
容 ３部構成(約２時間30分）
第１部：人情時代劇
第２部：梅沢富美男オンステージ
第３部：夢の舞踊絵巻
※チケットの販売方法等、公演の詳細については広報ふじさき３月号
(３月１日発行)でお知らせします。
☆お問合せ
☆共同主催

町教育委員会生涯学習課 565－3100
町文化センター
575－3311
藤崎町・富美男企画・ＮＰＯ法人藤崎町文化協会

「藤崎町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）」
に関するパブリックコメントの実施について

町税の納め忘れはありませんか？

☆お問合せ

｢ふじりんごふるさと応援大使｣梅沢富美男劇団
藤崎町公演のお知らせ

588ー8151

西豊田温泉臨時休業のお知らせ

藤崎老人福祉センター内の西豊田温泉では、設備工事のため、次の
とおり臨時休業します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

町では、高齢者の保健福祉施策や介護保険事業の充実を図るため、
平成30年度から平成32年度における高齢者福祉計画・第７期介護保険
事業計画の策定を進めています。
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。
☆意見の募集期間 ２月15日(木)～28日(水)
☆計画(案)の閲覧場所等
○役場福祉課介護保険係
○常盤出張所
○町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/）
☆意見の提出方法
閲覧場所等に備え付けの記入用紙に意見と必要事項(氏名、住所、
連絡先)を記入の上、持参・郵送・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。(郵送の場合は２月28日の消印有効）
☆意見の取扱い
意見については、個人情報の取扱いに十分注意し、個人が特定でき
ないようにした上で、ホームページ等で公表する予定です。
なお、提出いただいた意見に対する個別の回答は行いません。
☆お問合せ

☆臨時休業日 ３月14日(水)
※温泉のみの臨時休業で、藤崎老人福祉センターは開館しています。
なお、３月15日(木)は通常の温泉休業日となります。

福祉課介護保険係 ☎88ー8198

水道工事は町指定店へ

西豊田温泉の臨時休業にともない、藤崎老人福祉センターへの送迎
バス(福祉バス)の運行日が次のとおり変更となります。

漏水の修理や新設･改造･撤去などの工事は｢町指定工事店｣にお申込
みください。
新規の指定工事店は次のとおりです。

☆送迎バス(福祉バス)の運行日
【変更前】 運行日 ３月14日(水)
【変更後】 運行日 ３月13日(火)

☆新規指定工事店
「株式会社 設備技研イワキ」 代表取締役
弘前市土堂字長瀬252－２ 538－4111

☆お問合せ
平成29年度

町社会福祉協議会

※14日(水)は運行しません。

☆お問合せ

565－2056

下水道推進標語

博文

上下水道課工務施設係 575－6025

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

田村

☎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」

エレクトーンの音色に心うきうき！

藤崎町体育協会の職員を募集します
☆採用職種
☆募集人数
☆採用予定日
☆勤務時間等

☆勤務場所
☆募集要件

☆勤務内容
☆賃 金 等

☆申込方法
☆申込受付締切
☆面接予定日

一般職員(正職員)
１名
平成30年４月１日
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。
勤務時間等の詳細はお問合せください。
スポーツプラザ藤崎
次の要件をすべて満たしている方
○高校卒業以上の学歴を有する18歳以上60歳未満の方
○パソコンの基本操作(ワード・エクセル)が可能な方
○普通自動車運転免許を有する方
一般事務、体育施設の管理及び事業運営 など
月額12万２千円～ (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
市販の履歴書(写真貼付)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。
２月28日(水) ※郵送の場合は２月28日(水)必着
３月８日(木) 午前10時 ※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体育協会(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 575－3323

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、
エレクトーンコンサートを開催します。
参加は無料、当日参加も可能です。多数のご参加をお待ちしています。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

☆お問合せ

３月９日(金) 午前10時30分～正午
藤崎保育所 ｢遊戯室｣
ピアノ講師 益田 彩乃 氏
町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

川柳を楽しもう！「笑って免疫力アップ」講演会のお知らせ
川柳づくりの活動をしている藤崎紫柳社では、川柳で大いに笑って
元気になれる、｢笑って免疫力アップ｣講演会を開催します。
入場は無料、当日参加も可能です。多数のご参加をお待ちしています。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

☆お問合せ
☆後
援

３月３日(土) 午後１時30分～午後３時
町文化センター ３階「研修室」
川柳作家 髙瀬 霜石 氏
藤崎紫柳社事務局 木村 ☎75ー6132
ＮＰＯ法人藤崎町文化協会

自動車の名義変更・廃車手続及び車検はお早めに
東北地区国立大学法人等オープンセミナーのお知らせ
東北地区国立大学法人等の職員採用に際し、受験資格者を対象に、
東北地区の各国立大学を会場としたオープンセミナーを開催します。
☆内
容
○平成30年度職員採用試験の概要及び採用までの流れについて
○大学の概要及び業務内容について ほか
☆開催スケジュール
○弘前大学 ３月16日(金) 午後３時～午後５時
※参加に当たっては事前予約が必要です。他の大学の開催スケジュー
ルなど、オープンセミナーの詳細については東北地区国立大学法人
職員採用試験実施委員会ホームページ(http://www.bureau.tohoku.
ac.jp/shiken/)をご覧ください。
☆お問合せ

東北地区国立大学法人等職員採用試験事務室
5022ー217ー5676

例年３月は、自動車の名義変更・廃車・住所変更・車検などの手続
で東北運輸局青森運輸支局の窓口が大変混雑します。申請する方は、
待ち時間が比較的短い３月上旬に手続してくださるようお願いしま
す。また、車検(継続検査)は１か月前から受検可能ですので、早めの
受検をお願いします。
必要書類等、手続に関する詳細は、青森運輸支局ホームページ
(http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-index.htm)をご覧ください。
各種様式もダウンロードできます。
なお、軽自動車は｢軽自動車検査協会｣が窓口になり、手続方法等が
異なりますのでご注意ください。
☆受付時間

午前８時45分～正午、午後１時～午後４時
※土・日・祝日を除く

☆お問合せ

東北運輸局青森運輸支局テレフォンサービス(情報案内)
☎050ー5540ー2008

肺がん、中皮腫など石綿関連疾病に
かかった方への補償･救済のお知らせ
石綿を吸い込むことにより発症する疾病には、肺がん・中皮腫・石
綿肺などの呼吸器系疾病が多く、その潜伏期間は石綿を吸ってから30
年以上と非常に長いことが特徴です。
罹患中の呼吸器系疾病が石綿を吸ったことが原因であると認定され
た方は、労災保険制度などから各種給付を受けることができます。
ご家族の中に、仕事で石綿を取り扱ったり吸ったことがあり、肺が
んや中皮腫等の呼吸器系疾病にかかった方、又はこれらにより亡くな
られた方がいる場合はお問合せください。
☆お問合せ

青森労働局労災補償課

5017－734－4115

河川への不法投棄はやめましょう
河川区域への不法投棄は、法律により禁止されています。油や有害
物質により水質汚濁や環境悪化を招き、地域に多大な被害を与えます
ので、不法投棄は絶対にやめましょう。
なお、岩木川水系では不法投棄防止のため監視活動を実施しています。
☆不法投棄は法律で禁止されています
○｢河川法｣…３か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
○｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣…５年以下の懲役又は
1,000万円以下の罰金(法人等の場合は３億円以下の罰金)
☆お問合せ

国土交通省青森河川国道事務所藤崎出張所 575－3314
中南地域県民局地域整備部河川砂防施設課 534－1283
弘前警察署
532－0111

女性のための無料法律相談会のお知らせ
青森県司法書士会では、女性の相談者を対象に、女性司法書士によ
る無料法律相談会を開催します。相談は無料、秘密は厳守します。
なお、２回目以降の相談や具体的な手続が必要になる場合には別途
費用がかかりますので、相談員にご確認ください。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

☆お問合せ

３月３日(土) 午前10時～午後４時
青森県観光物産館アスパム ５階｢あすなろ｣
相続、成年後見、借金、家族間の問題 ほか
青森県司法書士会

☎017ー776ー8398

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。
相談は無料、秘密は厳守します。
☆場
所 青森財務事務所(青森合同庁舎３階)
☆専用電話 5017ー774ー6488
☆受付時間 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理財課 5017ー774ー6488

