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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

住宅・土地統計調査調査員を募集します

　｢住宅・土地統計調査｣とは、住宅や土地の保有状況及び世帯の居住状
況の実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにする国
の調査です。町では、円滑な調査実施のため、調査員を募集します。

☆募集人数　14人　※申込多数の場合は選考します。
☆募集要件(次の要件をすべて満たす方)　
　　　　　　○町に住所を有する満20歳以上の方
　　　　　　○責任を持って調査を行える方
　　　　　　○業務上知り得た情報について秘密厳守できる方
　　　　　　○税務・警察・選挙等に直接関係のない方
☆調査事項　○住宅等に関する事項(住宅の構造、敷地面積、所有関係など)
　　　　　　○世帯に関する事項(世帯の構成、年間収入など)
　　　　　　○その他住宅・土地に関する事項など
☆調査期間　９月～10月頃まで(調査期日：10月１日現在)
☆報 酬 等　４万円程度　※担当調査区により変動します。
☆申込方法　企画財政課企画係に備え付けている申込用紙に必要事項
　　　　　　を記入の上、提出してください。なお、申込用紙は町　
　　　　　　ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)から
　　　　　　もダウンロードできます。　
☆申込締切　５月31日(木)
　　　　　
☆申込・お問合せ　企画財政課企画係　588ー8258

原子力広聴広報活動のモニターを募集します

　青森県では、原子力についての理解を深め、広聴広報活動の企画・

立案の参考とするため、青森県原子力モニターを募集します。

☆募集人数　男性１名、女性１名(それぞれ先着順とします)

☆募集要件　町内在住の20歳以上の方で、原子力に関心があり、活動

        　　に協力できる方

☆活動内容　施設見学・意見交換会への参加、アンケート調査　など

☆委嘱期間　委嘱した日～2020年３月31日

☆謝 礼 等　活動に参加された方に毎年度謝礼品を贈呈します。　　

　　　　　　また、必要に応じて旅費を支給します。

☆申込方法　６月１日(金)までに企画財政課企画係へ電話でお申込み

　　　　　　ください。

☆申込・お問合せ　企画財政課企画係　588ー8258

藤崎町子ども・子育て会議の委員を募集します
　

　町民の皆さんの意見を子育て支援の施策に生かすために、｢藤崎町

子ども・子育て会議｣の委員を募集します。

☆募集人数　１名　※応募多数の場合は選考します。

☆募集要件(次の要件をすべて満たす方）

　　　　　　○町に住所を有する満20歳以上の方

　　　　　　○中学生以下の子どもの保護者の方

　　　　　　○子育て支援の施策に関心があり、会議(平日の日中開催)

　　　　　　　に出席できる方

　　　　　　○町議会議員及び町職員(臨時職員を含む)でない方

☆任　　期　委嘱の日～平成30年11月８日(会議の開催は年数回）

☆報　　酬　会議１回の出席につき4,900円

☆応募方法　住民課子育て支援係に備え付けている応募用紙に必要

　　　　　　事項を記入の上、提出してください。なお、応募用紙は

　　　　　　町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)から

　　　　　　もダウンロードできます。

☆応募締切　６月15日(金)

　　　　　　
☆応募・お問合せ　住民課子育て支援係　588ー8184

赤ちゃんふれあい体験教室の協力者を募集します

　全国的に少子化が進んでおり、町でも年々赤ちゃんの出生数が減っ

てきています。町では、赤ちゃんとふれあう機会が少なくなった子

どもたちが、将来笑顔で子育てができるように、中学生を対象に｢赤

ちゃんふれあい体験教室｣を実施しています。

　体験教室にお手伝いしてくださる親子を募集しますので、興味のあ

る方は、ぜひご参加ください。

　
☆日　　時　　６月27日(水)、28日(木)　午前10時～午前11時
☆場　　所　　明徳中学校　｢作法室｣
☆対 象 者　　生後４か月～３歳くらいのお子さんとその保護者

☆内　　容　　抱っこやおむつ交換等の体験　ほか

☆申込方法　　６月８日(金)までに福祉課健康係へ電話でお申込み
　　　　　　　ください。

☆申込・お問合せ　福祉課健康係　588ー8197

Ｊアラート情報伝達試験実施のお知らせ

　Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、大規模な自然災害や弾道
ミサイル攻撃などの情報を、町防災行政無線を通じて国から住民へ直
接瞬時に伝達するシステムです。
　国では、緊急時における住民への情報伝達体制に万全を期すため、
Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験を行っています。
　今年度は次の日程で実施します。

☆実施日時　

※ただし、災害等の状況によっては訓練を中止することがあります。
☆放送内容　・上りチャイム音
　　　　　　・｢これは、Ｊアラートのテストです。｣を３回繰り返す。
　　　　　　・｢こちらは、防災藤崎広報です。」
　　　　　　・下りチャイム音

☆お問合せ　総務課防災係　588ー8295

日　　程 時　　間
　　　　５月16日(水)

午前11時
　　　　８月29日(水)
　　　　11月21日(水)
平成31年２月20日(水)

自動車税のグリーン化特例について

　県では、毎年６月に自動車税の納税通知書を郵送しています。

　自動車税は、自動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃費性能の

優れた環境負荷の小さい自動車については、その排出ガス及び燃費性

能に応じて税率を軽減(軽課)し、また、新車新規登録から一定の年数

を経過した環境負荷の大きい自動車については、税率を重く(重課)す

る措置がとられています。

　特に、重課の割合は平成27年度から15％(改正前10％)に引き上げら

れています。(バス・トラックを除く。)

　詳しくは、青森県庁ホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/

life/tax/2016_green_01.html)をご覧になるか、中南地域県民局県税

部にお問合せください。

☆お問合せ　中南地域県民局県税部納税管理課　532ー1131(内線333)

２０１８.５.３０(水) ☆お問合せ　藤崎町チャレンジデー実行委員会
　　　　　   (常盤生涯学習文化会館内  ☎65ー3100)

対戦相手は徳島県三好市に決定！健康づくり・体力づくりのため、ぜひ参加しましょう！

チャレンジデー２０１８



警察官募集のお知らせ

☆受験区分　警察官Ａ(大卒)
☆受験資格　昭和61年４月２日以降の生まれで、大学を卒業した又は
　　　　　　平成31年３月31日までに大学卒業見込みの者
☆試験日等　○第一次試験 ７月８日(日)　○第二次試験 ８月中旬
☆申込期限　６月15日(金)
☆申込方法　持参又は郵送等
※受験申込書等は最寄りの警察署・交番・駐在所で配布しています。
※試験の詳細は、弘前警察署又は藤崎警察官駐在所(☎75ー3010)に　
　問い合わせるか、青森県警察ホームページ(https://www.police.
　pref.aomori.jp/index.html)をご覧ください。

☆お問合せ　弘前警察署警務課　532ー0111

浄水場一般公開のお知らせ

　６月１日～７日は全国一斉『第60回水道週間』です。

　津軽広域水道企業団では、これにあわせ、次のとおり総合浄水場を

一般公開します。"水道水ができるまで"を見学し、水道水の大切さを

考えてみませんか。参加は無料です。多くの方のご参加をお待ちして

います。詳細は津軽広域水道企業団ホームページ(http://www.tusui.

jp/)をご覧ください。

☆日　　時　６月３日(日)　午前９時～午後４時30分
☆場　　所　津軽広域水道企業団津軽事業部
　　　　　　(黒石市大字石名坂字姥懐２)

☆お問合せ　津軽広域水道企業団津軽事業部総務課　552ー6033

公共職業安定所からのお知らせ

　平成31年３月に高等学校を卒業する生徒を対象とした、求人の申込
受付開始は、６月１日(金)です。
　卒業予定者の地元就職の促進と、各企業における早期人材確保のた
め、早めの求人申込みをお願いします。

☆お問合せ　弘前公共職業安定所求人企画部門　☎38ー8609(31♯)

｢ユニカール」を楽しみませんか

　｢青森県民スポーツ・レクリエーション祭｣は、県内13市町で35種目
開催され、誰でも参加できるスポーツの祭典です。
　藤崎町はユニカール競技の実施自治体となります。
　家族・友人と一緒に参加し、祭典を盛り上げませんか。

☆日　　時　７月７日(土)　受付　午前９時～
☆会　　場　スポーツプラザ藤崎
☆参加資格　小学生以上(参加費一人500円）　
☆申込締切　６月６日(水)

☆申込・お問合せ　青森県ユニカール協会　工藤　☎62ー8305
※詳細は青森県ホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
　sports/11th-kenmin-sporec-fes.html)をご覧ください。

楽しい「おはなし会」に参加しませんか

　町地域子育て支援センターでは、｢わっこの会｣による昔話や紙芝
居、ペープサート(絵を描いた紙に割り箸等をつけて、くるくる回し
て動かす紙人形劇のこと)による｢おはなし会｣を開催します。
　申込みは不要です。多くの方のご参加をお待ちしています。

☆日　　時　６月14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　在宅の未就学児とその保護者
　　　　　　
☆お問合せ　町地域子育て支援センター　575ー6131
　　　　　　藤崎保育所　☎75ー3305

第14回町民体育大会ソフトボール競技を開催します

☆日　　時　６月３日(日)　開会式　午前７時30分～　※雨天中止
☆場　　所　ライフコート平川(ソフトボール場・野球場)
☆競技方法　トーナメント方式
☆参加資格　男子(35歳以上※昭和59年４月１日以前に生まれた者）
　　　　　　女子(中学生以上)　
　　　　　　※町民又は町内に職場を有する企業等
☆チーム編成　監督１名、選手17名以内
　　　　　　○男子と女子の混合チームとし、女子１名は常時出場
　　　　　　　することとします。
　　　　　　○チーム編成は町内・企業等自由です。
☆申込締切　５月25日(金)
☆組合せ抽選　５月31日(木)　午後６時30分　スポーツプラザ藤崎｢会議室｣
☆申込方法　参加申込書に必要事項を記入の上、行政連絡員又は
　　　　　　スポーツプラザ藤崎に提出してください。
　　　　　　参加申込書等はスポーツプラザ藤崎に備え付けている
　　　　　　ほか、行政連絡員に送付しています。

☆申込・お問合せ　スポーツプラザ藤崎　575ー3323　FAX75ー4090

■お問合せ　町教育委員会生涯学習課 ☎65－3100　町文化センター 575－3311

｢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　

広報ふじさき５月号に関するお詫びと訂正
　
　広報ふじさき５月号P６～７に掲載の｢平成30年度当初予算一般会計｣

について、内容に誤りがありましたので次のとおり訂正します。

　ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

　

○Ｐ６中学生海外派遣事業 (訂正前)5,311万円 → (訂正後)531万円

○Ｐ７一般会計 歳入・歳出円グラフの｢％｣の誤り(訂正後:下図のとおり)

☆お問合せ　企画財政課財政係　588ー8243
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６月23日(土)昼の部：正午～、夜の部：午後５時～　６月24日(日)午後４時～
前売券好評販売中！
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