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藤崎町大字西豊田一丁目１

藤崎町企画課企画係
　75－3111(内線2224)

町内名 氏　名 電話番号 担当区域
舟　　場 葛西　哲夫 75ー5807 舟場・表町
み つ や 小笠原忠一 75ー2819 みつや
仲　　町 小杉　　健 75ー2696 仲町・曲新田
木 挽 町 加福　節子 75ー3268 木挽町・横町
朝 日 町 佐藤　文代 75ー4711 朝日町
舘 川 町 清水　壽子 75ー2891 本町・舘川町
下　　町 佐野　テチ 75ー2730 下町
新　　町 横山　ヱコ 75ー4814 新町
伝　　馬 市川　清美 75ー3672 伝馬
葛　　野 野呂　新一 75ー4367 葛野・西豊田一丁目
白　　子 福田美保子 75ー2388 緑町・白子
藤　　越 木村　和子 75ー4298 藤越
林　　崎 葛西百合子 75ー3864 林崎
中　　島 三上　悦子 75ー4414 中島・小畑
矢　　沢 成田ユキヱ 75ー3940 矢沢
中 野 目 村上　年子 75ー3056 中野目
吉　　向 佐藤　ツヱ 75ー4159 吉向・亀岡・西中野目
俵　　舛 工藤　静子 75ー5485 俵舛・下俵舛
柏 木 堰 小野　洋子 75ー4204 柏木堰
東　　町 野呂　キイ 75ー2151 水沼・東町
西豊田三 半田　藤利 75ー6408 西豊田二・三丁目
福　　舘 菊地　愛子 65ー2094 福舘・郷山前字山井の一部
富　　柳 三浦　優子 65ー3672 富柳

久井名舘 藤田　照子 65ー2157
久井名舘・増館字宮元の一
部・水木字稲田の一部

水　　木 水上　むつ 65ー3135
水木(派立・横町・増館字
宮元の一部)

水　　木 赤平　洋子 65ー2635
水木(表町・新町・水上団
地・増館字若柳の一部)

福 左 内 横山　　崇 65ー4225 福左内
榊 髙木　洋一 65－3601 榊(字福田・字和田・字種元の一部)

榊 工藤せつ子 65ー2537
榊(字宮本・字種元の一
部・字亀田の一部)

亀　　田 福田　行男 65ー2902 亀田
若　　松 佐々木陽子 65ー2171 若松

常　　盤 阿部　マサ 65ー2471
常盤(上町・銀座町・本町・富
田の一部)

常　　盤 佐藤イツ子 65ー3732
常盤(梅田町・富田の一
部・増館字若柳の一部)

常　　盤 長谷川　敬 65ー3520 西田・常盤小学校通り
福　　島 古川　義光 65ー3361 福島(横町・新八町)
福　　島 阿保　絢子 65ー2564 福島(縦町・田中)
徳　　下 三浦　登美 65ー2413 徳下・三ツ屋

水道工事は町指定店へ

　漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は｢町指定工事店｣までお
申し込みください。
　新しい指定工事店がありましたのでお知らせします。

☆新規の指定工事店
　◎みちのく設備　代表　田中　恵　0174ー35ー3461
　　今別町大字大川平字村元159番地２

☆お問合せ　上下水道課上水道係　75ー6025

きれいな自然環境を未来に引き継ぐため
下水道に接続しましょう！

　町ではきれいな水を守り、健康で快適なまちづくりを目指して、下
水道の整備を進めています。
　しかし、供用開始後の加入率が低く、下水道経営が非常に厳しいこ
とから、町全体の財政に多大な負担をかけています。未接続のみなさ
まには、早期に水洗化工事を実施するようお願いいたします。
　なお、浄化槽設置者も加入対象となっておりますので切り替えが必
要となります。

☆藤崎町の下水道加入状況(平成22年３月31日現在)

☆加入手続
　○町の指定排水設備工事業者へ連絡してください。
　○申請など、一連の手続きは指定業者が代行します。
☆藤崎町水洗便所改造等貸付金要領
　○貸付の対象　個人であり、次の要件を満たしている者
　　◇処理区域内における建築物の所有者または占有者
　　　(所有者の同意を得て借家契約している者)
　　◇すでにこの貸付金を受けていないこと
　　◇町税および上下水道使用料等を滞納していないこと
　　◇自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること
　　◇貸付金の償還能力を有すること
　　◇確実な連帯保証人があること
　○貸付金の額
　　貸付金の額は、改造義務者等１人について、水洗化工事１か所に
　　限り、60万円以内で町長が定める額(最長４年間の返済)
　　※利息は別に定めております。
※改造貸付金の貸付には、一定の条件がありますので、町指定の排水
　設備工事業者または上下水道課にお問合せください。

☆お問合せ　上下水道課　75ー6025

金魚ねぷた教室開催のお知らせ

☆日　　時　６月27日(日)　午前８時30分～午後４時
☆場　　所　常盤生涯学習文化会館　多目的創作室
☆対　　象　町民(小学校３年生以下は親同伴で参加)　先着30名
☆材 料 費　１人　500円(肉汁・ジュース付)
☆持 参 物　紙きりハサミ・えんぴつ・消しゴム
　　　　　　新聞(朝刊１日分程度)・昼食(おにぎり)
☆申込締切　６月23日(水）　
☆主　　催　常盤子ども会育成連絡協議会
☆後　　援　藤崎町子ども会育成連合会

☆申込・お問合せ　常盤生涯学習文化会館　
　　　　　　　　　65－3100　ＦＡＸ65－3798
　　　　　　　　　(電話・ＦＡＸどちらでも受付可)

処理区・地区 加入率 処理区・地区 加入率

公共
下水道

藤崎処理区 72％

農業集落
排水

榊　地　区 80％

常盤処理区 55％ 常 盤 地 区 85％

農業集落
排水

中野目地区 51％ 久井名舘地区 67％

中 島 地 区 58％ 水 木 地 区 57％

林 崎 地 区 51％ 福 富 地 区 48％

作って！飾って！素敵なフラワーアレンジメント

　子育て支援センターでは、生け花等多方面でご活躍中の 西里美先
生を講師にお招きして、フラワーアレンジメント講座を開催します。
　素敵にアレンジした作品をお部屋に飾ってみませんか？
　たくさんのご参加をお待ちしています！

☆日　　時　７月２日(金)　午前10時30分～正午
☆場　　所　藤崎保育所　地域子育て支援センター
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆講　　師　　西里美先生(池坊教授 いけばなサークル池坊華倶楽部代表)
☆申込締切　６月25日(金)

☆申込・お問合せ　○藤崎保育所　75ー3305
　　　　　　　　　○地域子育て支援センター　75ー6131 町内名 氏　名 電話番号 担当区域

仲　　町 佐藤佳丘子 75ー6015 町内全域
西豊田三 五十嵐貞子 75ー6232 町内全域

民生委員・児童委員および主任児童委員からのお知らせ

　地域住民の福祉向上を目的として、厚生労働大臣等から委嘱を受け
た｢民生委員・児童委員｣が、町内に37名配置されており、介護・障が
い・児童など福祉に関する相談や、役場・社会福祉協議会との連絡調
整役として活動しています。
　担当区域ごとの名簿は次のとおりとなっておりますので、福祉に関
する疑問や悩みごとなどございましたら、お気軽にご連絡ください。

☆民生委員・児童委員(任期：平成19年12月１日～平成22年11月30日)

☆主任児童委員(任期：平成19年12月１日～平成22年11月30日)
　　児童福祉に関し専門的に担当する委員として、町内に２名配置さ
　れています。児童相談所や学校などと連携を図り、子育て支援活動
　等を行います。

☆お問合せ　福祉課福祉係(内線2115、2116)



身体障害者巡回診査および更正相談日程

　この巡回診査では、身体障害者手帳の診断書の作成(新規交付・等
級変更)や補装具の交付・修理にかかわる診断・手続きなどの更正医
療相談(無料)が行われます。

☆会場と日程
　○聴覚障害　　７月９日(金)　つがる市生涯学習交流センター｢松の館」
　○肢体不自由　７月12日(月)　弘前市身体障害者福祉センター
☆対象者
　①身体障害者手帳の交付を受けるため診査を必要とする方
　②青森県障害者相談センターから身体障害者手帳の再認定を必要とされた方
　③身体障害者手帳の障害程度および等級に変化があり、変更を必要とする方
　④義肢・装具等の補装具（電動車いす・人口喉頭は除く）の交付、

再交付または修理を必要とする方
　⑤生活・医療・施設入所等の相談を希望する方　
　　※脳卒中等発病後３カ月未満の方は除く
☆当日必要な物　①身体障害者手帳(所持している人)　②印鑑(認印）
☆申込期限　各日程の１週間前まで
※当日の受付時間は、午前８時45分から午前11時〔７月９日(金)は午
　後１時15分から午後２時45分〕までです。
※事前に申込のあった方は、当日会場まで送迎します。
　ただし、ご自身で乗降が可能な方に限ります。
　(常盤支所前：午前８時30分出発～役場前～会場）

☆お問合せ　福祉課福祉係(内線2115、2116）

学童保育指導員の登録をしませんか

　学童保育とは、放課後や土曜日等に保護者等が留守の世帯の児童を
預かり、保育を行うものです。指導員が欠員となったときや人手が不
足した場合に、登録をしている方に連絡をすることとなりますので、
ご協力をお願いします。

☆勤務時間(下記の時間帯でのシフト制になります)
　○月曜日から金曜日　小学校の下校時間～午後６時
　○学校休業日(土曜日や長期休業等)　午前７時45分～午後６時
☆登録対象者
　子どもが好きな方で、子育てに熱意のある20歳～65歳未満の健康な方
☆賃　　金　時給700円(※交通費は支給されません)
☆登録期間　平成22年７月１日～平成23年３月31日
☆登録締切　６月25日(金)
☆登録方法　登録を希望される方は、履歴書を持参の上、下記の問合
　　　　　　せ先まで申し込みください。
　　　　　　その際に、簡単な面接をいたします。

☆申込・お問合せ　住民課子育て支援係(内線2135、2136)

平成22年度青森県介護支援専門員
実務研修受講試験実施のお知らせ

☆試験日時　10月24日(日)　午前10時～
☆試験会場　○青森会場　青森山田高等学校　
　　　　　　○弘前会場　弘前工業高等学校
　　　　　　○八戸会場　八戸工業大学
☆試験案内の配布期間　７月１日(木)～７月30日(金）
☆試験案内の配布場所
　○県内各市町村介護保険担当課および支所
　○県内各市町村社会福祉協議会
　○社会福祉法人青森県社会福祉協議会
　○青森県高齢福祉保険課
☆申込受付期間　７月１日(木)～７月31日(土）
　※試験の詳細は、試験案内をご覧ください。
※ホームページ　http ://www.aosyakyo .or . jp

☆お問合せ　
　社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材課　017ー732ー4335

平成22年度『私立幼稚園就園奨励費補助金事業』について

　私立幼稚園に在園する幼児がいる家庭に対し、入園料および保育料
を所得状況に応じて減免する『私立幼稚園就園奨励費補助金事業』を
行っております。

☆対象幼児　私立幼稚園に在園する幼児
☆対象となる家庭　①町民税の所得割が183,000円以下の家庭
　　　　　　　　　②生活保護を受けている家庭
☆申請について
　申請書類は各私立幼稚園または町教育委員会学務課にあります。
　６月30日(水)までに、申請書類を各私立幼稚園に提出してください。
　※生活保護を受けている家庭の方は、保護開始通知書のコピーを添
　　付してください。

☆お問合せ　
　町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)　69ー5010

藤崎町保育料について

☆藤崎町保育料は下記基準表のとおり定めています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成22年４月１日以降)

☆青森県保育料軽減事業(第３子以降軽減)
　○お子さんが３人以上いる場合、第３子以降の保育料は下記の取扱
　　となります。
　　◇第１階層を除き、第２階層～第４階層については全額免除にな
　　　ります。
　　◇第５階層～第８階層についてはこの表に定める額の半額となり
　　　ます。
　○複数の児童が同時に入所している場合は、下記の取扱となります。
　　◇児童が２人以上入所している場合は、２人目の保育料が基準額
　　　の半額になります。
　　◇児童が３人以上入所している場合は、２人目の保育料が基準額
　　　の半額、３人目以降の保育料が全額免除になります。
　　※お子さんが３人以上いる場合、基準額とは、青森県保育料軽減
　　　事業(第３子以降軽減)で取扱した後の額になります。

☆お問合せ　住民課子育て支援係(内線2135、2136)

各月初日の入所児童の
属する世帯の階層区分

階
層

定　義
藤崎町

３歳未満
児の場合

３歳以上
児の場合

１

生活保護法による被保護世帯(単給
世帯含む。)および中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進および永住帰国
後の自立の支援に関する法律による
支援給付受給世帯

０円 ０円

２
第１階層および第４
～第７階層を除き、
前年度分の市町村民
税の額の区分が次の
区分に該当する世帯

市町村民税
非課税世帯

5,000円 3,600円

３
市町村民税
課税世帯

13,000円 11,000円

４

第１階層を除き、前
年分の所得税課税世
帯であって、その所
得税の額の区分が次
の区分に該当する世
帯

40,000円未満 21,000円 18,000円

５
40,000円以上
103,000円未満

31,000円 25,000円

６
103,000円以上
413,000円未満

34,000円 27,000円

７
413,000円以上
734,000円未満

37,000円 29,000円

８ 734,000円以上 40,000円 32,000円

２
母子・障がい者世帯等

０円 ０円

３ 12,000円 10,000円

放送大学10月入学生募集のお知らせ

　放送大学はテレビ等の放送で授業を行う通信制の大学です。働きな
がら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で、
幅広い世代の方が学んでいます。
　ただいま平成22年10月入学生を募集しています。詳しい資料を無料
で送付いたしますので、お気軽にお問合せください。

☆募集学生の種類
　○教養学部　科目履修生(６ヵ月在学し、希望する科目を履修)
　　　　　　　選科履修生(１年間在学し、希望する科目を履修)
　　　　　　　全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す)
　○大 学 院　修士科目生(６ヵ月在学し、希望する科目を履修)
　　　　　　　修士選科生(１年間在学し、希望する科目を履修)
☆出願期限　８月31日(火)

☆資料請求・お問合せ　
　○放送大学青森学習センター　38ー0500
　○八戸サテライトスペース　0178ー70ー1663
　○放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp
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