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響き渡る大迫力の音楽
フ ジ ロ ッ ク フ ェ ス タ ！ 2014

特集

適度な運動の習慣を！

健康長寿を目指して！

適度な運動の習慣 を ！
荷物を持って駆け抜けます

みんなでつなげ！「バケツリレー」

－合併10周年記念！久しぶりの運動会に町民も大興奮！－

親子で一緒にゴールを目指します

－ たすきを繋いだ県民駅伝 －

力を合わせて縄を引け！

－ 大健闘！県民体育大会 －
短命県の汚名を返上しよう！
町全体で運動のきっかけをつかもう！

総合19位、町の部10位の成績でした。

二人のチームワークで勝利を目指す
ゴール目指してひた走る！

スポーツで得られるものは健康だけで
はありません！
一生涯の趣味ができたり、新しい仲間が
出来たりするかも！
まずはいろいろなスポーツのイベントに
参加してみましょう！
捕手と打者の静かな駆け引き
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町では健康づくりの一環としてチャレンジデーの実施など、
町民のみなさんに運動のきっかけをつかんでもらうためのさま
ざまな取り組みを行っています。
８月24日(日)には、藤崎町合併10周年を記念して、ライフ
コート平川陸上競技場において、町民運動会を開催しました。
町民約700名(21町内)が集い、町長とじゃんけんで対決する「町長に
勝つのは誰だ！」から綱引きまでの全16競技で、暑さも吹き飛ばす
熱戦を繰り広げ、最後は新藤崎音頭作成推進委員会による、新藤崎
音頭の披露で終了しました。
また、むつ市を主会場として、８月９日(土)～10日(日)、
８月16日(土)～17日(日)の４日間にわたり、第69回市町村対抗
青森県民体育大会が開催されました。
藤崎町は、卓球・バドミントン・ボウリングの３競技におい
て優勝し、町村の部総合４位という成績でした。
このように運動会や大会で頑張ることは大変すばらしいこと
ですが、その場だけで終わるのではなく、日常的に運動を継続
していくことが大切です。
健康は日常的な運動だけで得られるものではありませんが、
重要な要素のひとつです。日ごろから適度な運動を心がけ、タ
バコや酒、塩分を控え、健康長寿を目指しましょう！
広報ふじさき
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まちの わ だい

Town Topics
８ 仲間と繋ぐ絆のタスキ
場所：常盤地区内
26

８ 津軽の夜空を彩る大輪の花
場所：白鳥ふれあい広場
20

８ 責任ある社会人として
場所：藤崎町文化センター
15
８ 支えあいの精神で
12

平成26年度第34回南地方中学校駅伝大会が開催され、
中学生達が日頃から鍛えた健脚を競い合いました。
成績は次の通りです。
○男子
○女子
・明徳中 ４位
・明徳中 ２位
・藤崎中 ６位
・藤崎中 ３位

第45回津軽花火大会が開催され、会場は大勢の人で
賑わいました。途中から雨が降るというあいにくの天気
の中での開催となりましたが、次々に打ち上げられるす
ばらしい花火に客席からは感嘆の声があがるなど、大会
は大盛況でした。

９ 交通安全を訴えて
場所：常盤地区
７

８ 平和への誓い新たに
場所：ふれあいずーむ館
20

徳下町内

平成26年度藤崎町成人式が行われ、117名の新成人が出
席しました。新成人の一人、水上慎也さんは「成人となっ
たことをきっかけに、これからは社会人としての自覚を
もって頑張っていきたい。」と決意を語っていました。

８ 災害復興のために
場所：明徳中学校グラウンド
16

場所：町長室

８月６日(水)に発生した大雨による水害被害を受け
て、岩手県田野畑村の石原弘村長が来庁し、支援金を
町長に渡しました。
石原村長は「大雨で被害が出たと聞き、お互いに助
け合っていきたいという思いから今回の支援を決め
た。」と話していました。

８ 目指せ全国制覇！
12

藤崎町交通安全母の会による平成26年度交通安全戸
別訪問が行われ、反射材の使用を訴えました。
三上津香子会長は「反射材をつけることで交通安全
を意識してほしい。ただし、つけているからと過信せ
ずに周りに気をつけてほしい。
」と話していました。

９ 文化・教育の発展のために
場所：明徳中学校
12

平成26年藤崎町戦没者追悼式が開催され、戦争のため
に亡くなった方々の死を悼みました。参加者は日本のた
め、そして家族のために犠牲となった戦没者の安らかな
眠りと永久平和を願い、祈りを捧げました。

８ 太鼓と鉦と笛と
場所：藤崎町文化センター
20

場所：町長室

チーム夢所属が主催する「第４回24時間チャリ
ティーマラソン」が開催されました。この活動は全国
の災害復興支援を目的に行われ、チーム夢所属の高木
徹さんは「来年も開催したい。
」と話していました。

８ 異郷の「りんご科」広報マン
場所：町長室
20

藤崎町柔道スポーツ少年団の佐藤風翔君(６年)と工藤
洸優君(６年)が町長室を訪れ、第３回東北ブロック会少年
柔道形競技会での優勝報告と第４回日整全国少年柔道形
競技会予選会への出場を報告しました。２年連続で全国
大会へ出場している２人は「去年できなかった全国優勝を
目指す」と意気込んでいました。

～表紙の説明～

赤石久男さんの日本画「春芽」が明徳中学校に寄贈
されました。赤石さんは「この絵を鑑賞して、中学生
の感性で自由に何かを感じ取ってもらえることを願
う」と話していました。

5
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県下登山囃子藤崎大会が開催され、多くの団体が参
加しました。参加者は日頃の練習で鍛えたお山参詣の
祭囃子の腕前を披露し、リズムの正確さや演奏の巧みさ、
そしてそれぞれの楽器の調和のとれた美しい音色を競い
合っていました。

日本の美味しいりんご、そして日本の技術が伝承さ
れてほしいという願いから立ち上がった「ふじ発祥の
地藤崎校舎を守る会」が町長室を訪れ、日頃の広報活
動を報告しました。会の人たちは「これからも広報活
動を通じて、藤崎校舎を盛り上げていきたい」と熱い
思いを伝えていました。

8月31日(日)、町文化センター等で開催された
「フジロックフェスタ！2014」でのひとコマ。
今年から屋外ステージが設け
られ、多くの参加者で会場は大
いに盛り上がっていました。ス
テージでは音楽や漫才など、出
演者たちが自慢のパフォーマン
スを披露していました。

広報ふじさき
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平 成 年第３回

■報告

問 行政区 町( 内会 の) 組織に
ついて
行政区 町( 内会 の) 統合を検討
する考えはあるのか
答 町内会については、各
地区の方々が地縁に基
づいて自然発生的、自主的に集
まって組織された団体と理解し
ています。こういった経緯を考
えると、行政主導で統合を進め
てもうまくいくのか懸念を抱い
ているところです。
しかし、人口が増えていた時
代から減少する時代になり、町
内会においても、いろいろな問
題が発生していると思います。
そういった問題解決のために、
町では相談窓口を設けています
ので、お気軽にご相談いただけ
ればと考えています。
人口の減少問題について

行政問題につい て

においても、早めの駆除をお願
いしたいと考えています。

・政府による緊急の過剰米処理を求める意見書案

17

26

議会定例会

■議案

完治 議員

農業振興対策について

答 当町の基幹産業である
農業の課題としては、
著しい農業従事者の高齢化と後
継者不足、さらにはＴＰＰ協定
への交渉、水田農業改革などが
挙げられ、先行き不透明感の強
い状況です。
このような状況において、今
後、町の農業はどう進むべきか、
町として生産者の皆様に示す必
要があると痛感しています。
その一つとして、農産物拠点
施設の設置を進めており、これ
により生産者の所得向上と地域
雇用の創出に向けた、直売施設
の売り場の拡充、さらに加工施
設の設置、飲食機能の併設など、
食と農業による地域の活性化を
図りたいと考えています。
問 施設準備室の設置、人
材育成の為の講習会等
の実施状況について
施設準備室の設置につい
答
ては、基本構想の中身を
熟慮した上で、その必要性と将

長の思い、お考えをお尋ねします

町農産物拠点施設づくりの町

問

農業政策について

奈良

え、町民が未来への夢や希望を
描けるように、魅力あふれるま
ちづくりについて、これからも
積極的に取り組んでいきます。

・藤崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案
・藤崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案
・工事の請負契約の件
・平成26年度藤崎町一般会計補正予算(第５回)案
・平成26年度藤崎町国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第２回)案
・平成26年度藤崎町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)案
・平成26年度藤崎町介護保険(事業勘定)特別会計補正予算(第２回)案
・平成25年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件
・平成25年度藤崎町国民健康保険(事業勘定)特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件
・平成25年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件
・平成25年度藤崎町介護保険(事業勘定)特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件
・平成25年度藤崎町水道事業会計決算の認定を求めるの件
・平成25年度藤崎町農業集落排水事業会計決算の認定を求めるの件
・平成25年度藤崎町下水道事業会計決算の認定を求めるの件
・損害賠償の額の決定について
・平成26年度藤崎町一般会計補正予算(第６回)案

会期

補正予算

月

日～

る水害に対する費用、今年度
の除雪経費にかかる単価改正
に伴う追加費用、および町債
の繰上償還に伴う公債費の追
加を中心に、歳入歳出とも１
億６５４１万４千円が追加さ
れました。
■特別会計
・国民健康保険 事( 業勘定 )
歳入歳出とも
特別会計

１１３２万５千円追加
・後期高齢者医療特別会計
歳入歳出とも
１１４７万２千円減額
・介護保険 事(業勘定 特)別会計
歳入歳出とも

日の

鶴賀谷

日間

貴 議員

アメリカシロヒトリの
問題について

農業問題について
問
①アメリカシロヒトリの被害状況
はどのようになっているのか
策はどのようになっているのか

② アメリカシロヒトリの予防対

答 ①農業関係ではほとん
ど被害は確認されてい
ません。
街路樹や公共施設内の樹木に
おける発生も昨年より少ないと
感じており、個人所有地におけ
る発生についても、相談件数は
昨年と比べて少ない状況です。
②予防対策としては、発生が確
認された場合、被害が拡大する
前に早期駆除を行うことが必要
です。町が管理する街路樹や公
共施設内の樹木については、こ
れまでどおり町職員が早期の駆
除に努めますが、個人所有地等

建造された観光船就航式に招待
していただき、また８月５日、
６日の水害報道に対していち早
く村長自らがお見舞いにきてく
ださるなど、さらに交流の深ま
りを見せています。
私としては、こういった交流
を深めていき、姉妹都市、もし
くは友好都市につなげていきた
いと考えており、事務方に準備
させているところです。
友好姉妹都市について

町政運営について
問

まちづくりについて

奈良岡 文英 議員

町民が主役の活力あるま
問
ちづくりの原点は何か
答 まず、当町を含め、多
くの自治体を取り巻く
環境は、少子高齢化による人口
減少はもとより、地方経済の低
迷やＴＰＰ問題、大規模災害へ
の備えなど、今まで以上に厳し
い現状にあると考えています。
しかし、将来的にこのような
現状や課題を克服するためには、
行政の力だけではなく、町内会
や企業、個人といった、町民力
の結集が必要だと考えています。
町民みんなが主役となり、子
ども達や若者に夢と希望を与え
るまちづくり、高齢者や障がい
者に思いやりのあるまちづくり、
そして、町民みんなが郷土を愛
しながら、生きがいを持てるま
ちづくりをすることが、みんな
の愛する藤崎町を創り上げるこ

１９０８万５千円追加

一般質問

平成 年９月２日から 日まで、平成 年第３回藤崎町議会
定例会が開かれ、発議１件、報告５件、議案 件について審議
し、承認および原案通り可決し、閉会しました。

10

①現在、藤崎町に友好姉妹都市
はあるのか
②田野畑村との友好姉妹都市を
結ぶお考えは
答 ①現在は藤崎町には、
残念ながら友好姉妹都
市はありません。
②田野畑村との交流については、
平成 年３月 日の東日本大震
災の後、当町の教育長と田野畑
村の教育長が、田野畑村の子ど
も達の震災のショック等を和ら
げる意味で、平成 年６月に田
野畑村の小学生を招待したのが
交流の始まりです。その後は毎
年の交流が続いています。また、
そのころから、いきいきまつり
での田野畑村産の物産の販売が
行われています。
私が就任してからは、災害復
興のために当町から職員を派遣
したり、村長や村議会政務調査
会のみなさんが職員派遣のお礼
にいらっしゃるなど、交流を広
めてきました。最近は復興後

来の我が町の発展性について十
分検討を重ね、必要であれば設
置もしたいと考えています。
また、人材育成のための研修
会・講習会については、今後、
厚生労働省の補助事業を活用し
た具体性のあるものを、計画的
に実施したいと考えています。

16

11
26

２
11

８月６日に発生した大雨によ

■一般会計

26
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問

10

９
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・平成25年度藤崎町健全化判断比率の報告の件
・平成25年度藤崎町資金不足比率の報告の件
・平成25年度藤崎町水道事業会計継続費精算報告書の報告の件
・平成25年度藤崎町農業集落排水事業会計継続費精算報告書の報告の件
・平成25年度藤崎町下水道事業会計継続費精算報告書の報告の件
人口減少に伴う課題は、年々
深刻さを増していますが、町単
独での解決は難しいことから、
弘前圏域など広域的な視野での
対策が必要だと考えています。
②人口減少を抑える対策につい
ては、これまでも積極的に取り
組んできましたが、さらに全庁
を挙げて将来的な人口減少対策
を検討し、魅力ある地域づくり
に取り組むことが必要不可欠で
あると考えています。
まず、子育て世帯の定住・移
住を促進するために、保育サー
ビスの充実や子どもの医療費助
成など、子育てに関する負担の
軽減や支援策の拡充、さらには
子育て世帯の新規定住者への支
援を検討するなど、多面的な定
住対策を推進する必要があると
考えています。
また、若者の大都市への流出
に歯止めをかけるため、弘前圏
域での働きやすい環境づくりを
推進するなど、就労・起業支援
をはじめとする若者の活躍の場
を拡大する雇用対策を推進する
必要があると考えています。
さらに、人口減少による地域
コミュニティの弱体化が懸念さ
れることから、町民が主体的に
まちづくりに参画し、地域に愛
着を持って住んでもらえるよう
なコミュニティ施策を推進する
必要があると考えています。
このように、日本全体が抱え
る人口減少に伴う課題を乗り越

11

26

■発議
①過去 年間で人口はどの位減
少したのか
②人口の減少を少なくする対策
はどのようになっているのか
答 ①まず人口の減少につ
いては、平成 年８月
末現在で、当町の住民基本台帳
人口は１万５６３４人であり、
合併当時の平成 年３月末と比
較すると、 年間で約１１００
人減少しています。

23

審議された議案の案件および内容
10

議会定例会
平成26年第３回

す動きもあり、今後、りんご
「ふじ」の町としてのイメージ
アップにつなげる施策について、
関係機関と連携しながら検討し
ていきたいと考えています。

町民の健康づくりについて

問 県の短命県返上運動を
受けて町の取り組み状
況について
答 昨年、厚生労働省が公
表した「２０１０年都
道府県別生命表」によれば、本
県の平均寿命は男 ・ 歳で８
回連続、女性は ・ 歳で３回
連続の全国最下位であり、男女
ともに「全国一の短命県」とな
りました。
このため、県においては知事
自らが短命県脱却のため大々的
なキャンペーンを繰り広げると
共に、がん検診、特定健診の受
診率アップに向けて、健康づく
り運動の機運醸成に積極的に乗
り出しているところであり、私
も短命県からの早期脱却を県民
の一人として願っています。
さて、健康づくり運動の目的
は、言うまでもなく健康で長生き
することであり、そのためにはバ
ランスの良い食生活、適度な運動、
定期的な健診を一人一人が実行す

勝治 議員

ポーツを通して「みんながいき
いき暮らせるまち」を実現する
ために取り組んでいます。
健康の維持増進は１日にして
成るものではありません。チャ
レンジデーをひとつのきっかけ
として、日常的にスポーツに親
しみ、健康づくりに取り組む町
民が１人でも増えることは、町
民の健康寿命を延ばし、医療費
の削減や活力あるまちづくりに
繋がるものと考えています。
今後も、これまで以上に町体
育協会など関係団体と連携を強
化し、町民の健康維持増進のた
めにチャレンジデーを継続して
いきたいと考えています。

相馬

町道、農道の除草の対
策について

農業問題について
問
町道の法面の除草は、見
通しが悪い箇所、通行の

答
妨げとなっている箇所などを中心

農地・水環境保全の取り
問
組みについて
答 当町では、平成 年度
から平成 年度までの
５年間は 組織、平成 年度か
らは 組織の農地・水・環境保
全団体が、農地・水保全管理支
払交付金を活用し、遊休農地の
保全管理や、水路の泥上げ、草
刈り、また、農道の砂利敷きや
路肩、法面の草刈りなど、地域
ぐるみでの農業生産環境の保全
活動を行っています。
本事業は国、県、町の負担に
より実施しており、現在２期目
で、平成 年度まで実施される
予定です。
子どもからお年寄りまで、地
域ぐるみでの環境保全に対する
意識の高揚を図ることにより、
いつまでも自然を大切にする心、
美しい農村を守る心が養われて
いくと思っています。

浅利 直志 議員
子育て支援について
問 全国家庭動向調査結果
から自治体として学ぶ
べきことはどんなことか
答 全国家庭動向調査は、
厚生労働省が５年おき
に実施している調査で、出産・
子育ての現状、家族関係の実態
を明らかにし、家庭機能の変化
の動向や要因を明らかにするこ
となどを目的としています。

に町職員が作業を行っています。

19

24

それ以外の箇所については、
沿線の農地所有者および農地・
水・環境保全団体などが地域ぐ
るみで対応しています。
町が町道、農道すべての路線
の除草作業を行うということは、
財政的にも非常に難しい状況で
すので、これまで通り、地域の
皆様のご協力を得ながら、対応
していきたいと思っています。

中核病院建設の現状と今
後の取り組みについて

10

る必要があると思っています。

23

なお、６月末の米の民間在庫
量は、消費減少等から２２２万
トンあるとされ、過去 年で最
高水準となった前年と同水準が
続いているとのことです。
今月２日議会開会初日、津軽
農民組合から提出された「政府
による緊急の過剰米処理を求め
る請願書」に対し、議会では満
場一致で、政府に意見書を提出
することが承認され、町として
も、近隣市町村と足並みを揃え
て検討したいと思っています。
農地利用集積の現状と今
問
後の取り組みについて
答 現在、町の担い手農家数
は３２７戸であり、担
い手への農地利用集積面積は、
１８４４ヘクタールです。
町の農用地面積は２５４０ヘ
クタールですので、担い手への
集積率は ・６％となります。
当町の「農業経営基盤の強化
の促進に関する基本的な構想」
では、担い手への集積率の目標
を ％としています。
今後も人・農地プランの見直
しのための集落座談会などで
地域の皆様と十分話し合いを
行い、農地中間管理事業などの
制度等を活用しながら、担い手
への集積を進めたいと考えてい
ます。

問

医療について

72

業支援、そして、なにより全町
内に配置する１２５名の健康推
進員が年間を通して健診の勧奨
や健康運動を展開しています。
町内の地域保健活動はど
問
のようになっているのか
答 健康づくり運動の根幹
である地域保健活動は、
国保、介護保険、児童、障害福
祉などで幅広く活動を求められ
ていますが、その中において、
当町に重症化しやすい糖尿病の
罹患者と予備軍が多い事を重視
し、昨年度から肥満予防対策に
重点を置いた対策を進めており、
特定健診の事後指導を集団説明
会から個別訪問へ替えるなど、
町民の方々へ健診の大切さと生
活改善の重要性を、よりきめ細
かく、そして丁寧に説明する活
動を展開しています。
いずれにしても、健康の維持
や平均寿命の延伸は、一朝一夕
にできるものではありません。
日頃の地道な活動や健康教育に
よる意識付けが最大の近道であ
ると思っていますので、今後も
これらを基本に住民の生活に根
ざした活動を実施していきたい
と考えていますので、引き続き
ご支援ご協力をお願いします。
ふじさきチャレンジデー
問
の今後のあり方について
答 チャレンジデーは、町
民のスポーツ参加、健
康づくりのきっかけづくりや地
域コミュニティの促進など、ス

ら引き続き３年間実施されること

当事業については、今年度か

での３年間の実施分の加入者数
は 名、加入面積は ヘクター
ルで、総額１２９６０千円を基
金造成したものであり、３年間
価格低下による補てんが無かっ
たため、町の拠出部分の残額は
すでに返戻されています。

人口減少ストップのため

になっていますが、加入申し込み

14

28

答 津軽圏域の自治体病院
は、現在、弘前市、黒
石市、大鰐町、そして板柳町に
ありますが、医師不足が深刻化
し、良質で安定した医療の提供
が困難になりつつあることから、
自治体が運営する診療所を含め
た医療機関の機能を、この地域
にとって最良な形で分担するた
めの再編と「中核病院」の建設
をその中心に位置づけて、本年
３月 日に弘前圏域定住自立圏
協定８市町村で「津軽地域保健
医療圏自治体病院機能再編成推
進協議会」を設立し、専門部会
で具体的な協議を進めています。
協議状況については、中核病
院の場所や運営主体などを所管
する総務部会が３回、機能や規
模などを所管する医療機能部会
が１回開催されていますが、資
料の収集や運営方法の協議が緒
についたばかりであり、答弁で
きるものがない状況です。
また「今後の取り組み」は、
関係自治体が運営する医療機関
の再編と、広域連合が運営する
中核病院の建設を中心に協議さ
れていることから、合意はベス
トではありますが、藤崎病院を
診療所にし、医療法人ときわ会
へ指定管理した経緯から、安易
に妥協するのではなく、町民の
負担と利益が関係市町村と共有
できるまで、慎重に協議してい
く所存です。
以(上 議会定例会 )
75

当町では、食生活改善推進員
による食の指導や、老人クラブ
連合会や消防団などの団体が実
施する健康づくりに関連する事

する場合、追加予算はどれくらい
か。また実施の検討について

答 追加予算は３５０万円
程度を見込んでいます。
また、実施の検討についてです
が、町の財政状況を勘案して、
実施できるかどうか検討したい
と考えています。

期限が８月末ということで、現在

果樹共済加入促進については、
平成 年度から掛け金に対する
助成を行ってきました。
今年度からは、昨年の台風
号災害を受け、総合方式への加
入については ％の助成を行っ
ています。
また、今年の１月には加入推
進のため、昨年被災されたりん
ご生産者の方々を中心に、町と
共済組合で戸別訪問を実施して
います。その結果、８名の方が
総合方式へ新規加入しました。
今後も、共済組合と連携を密
にし、加入推進を図りたいと
思っています。
問 過剰基調が明確になっ
ている米の需給調整を
政府に要求することについて
答 平成 年産米の概算金
が本州各地域で公表さ
れていますが、主力品種で昨年
度比２０００円～３０００円の
下落とされ、本県では今月中旬
頃の発表になると見ています。

集計中とのことです。

の追加施策を町として更

保育サービスの充実や子ども

答 将来的な子育て世帯の
定住・移住を促進する
ことが、人口減少対策に効果的
だと考えています。
の医療費助成など、子育て世帯の
負担の軽減や支援策の拡充を検討
するとともに、子育て世帯の新
規定住者への支援を検討するなど、

％の割合で基金

年度ま

30

26

多面的な定住対策を推進する必要
があると考えています。

農業について

りんご経営安定対策事業

問 りんご経営安定化対策
事業・果樹共済加入促
進にむけた町の取り組みと助成
強化について
答

％、市町村が

は、生果りんごの価格低
下時に備え、県が
％、生産者が

造成し、消費地市場価格が所定の
水準を下回った場合、基金を取り

年度から平成

18

に検討している事項などについて

問

48

28

崩して生産者に補てんする事業で
す。

平成

21

16

25

31

77

85

35

50

とにつながると確信しています。
私は、このような信条を原点
として、これからも町民が主役
の活力あるまちづくりのために、
自ら先頭に立って、誠心誠意努
力していきますので、議員各位
ならびに町民の皆様のご理解の
程よろしくお願いします。
問 りんごを核としたまち
づくりの推進について
仮称「ふじさきりんご条例」
を制定して、まちづくりを進め
てはどうか
答 皆様もご承知のとおり、
藤崎町は、世界一の生
産量を誇るりんご「ふじ」発祥
の地であり、りんごは藤崎町の
基幹産業であるとともに、町の
シンボルでもあります。
これまでも、りんご「ふじ」
のブランドを活用したまちづく
りを推進してきましたが、ＰＲ
不足などから、りんご「ふじ」
発祥の地としての藤崎町の知名
度は低いのが現状です。
このようなことから、町民の
皆様に、りんごにさらに愛着を
持ってもらい、町民力を結集し
て、りんごの魅力を県内外へ強
く発信するためにも、りんご、
特に「ふじ」をシンボルとした
まちづくりをさらに推進する必
要があると考えています。
先人から受け継がれてきた津
軽地方のりんご栽培は、文化で
あり、地域の財産でもあること
から、世界農業遺産登録を目指

小学校入学前まで子供医療
費無料化の所得制限をなく

15

8
2014．10
広報ふじさき
広報ふじさき
2014．10

9

14

34

25

昨年実施した「第５回全国家
庭動向調査」の結果のうち、配
偶者のいる女性の回答結果の概
要が先月８日に国立社会保障・
人口問題研究所より公表されま
した。子育て支援関連の項目で
は「妻が働きに出るときの子供
の世話」についての、支援提供
者として公共の機関を希望する
割合が高く、保育施設等の重要
性が増していると考えています。
「イクメン」「カジダ
問
ン」をふやす取り組みは、
個々の家庭のくらし方にとどま
らないので、町として意識啓
発・情報提供などの取り組みを
強化することの必要性について
答 先ほどの「第５回全国
家庭動向調査」では、
夫の家事分担割合は ・９％、
育児分担割合は ・２％で第２
回調査から増加が続いています
が、依然として妻が家事、育児
の大部分を担っている状況です。
女性の社会進出を応援するた
め に は、
「性 別 役 割 分 担 意 識 」
を解消し、仕事や家庭、育児に
おいて、男女がともに分担し、
責任を分かち合う意識を持つこ
とが求められています。
そのため、町では母子手帳を
発行した夫婦を対象に年３回
「パパママ教室」を開催してお
り、今後も継続していきたいと
考えています。

問

23

20

議会定例会
平成26年第３回

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障
害支援区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

3

心！ 本年、弘前地区では被害額が5,000万円を突破！
こんな電話にご用
・レターパックで現金を送って…
・現金を振り込んで…
・誰にも相談しないで…

うまい話には裏がある…
・「もうけ話」
・「名前を貸して」
・「還付金がある」はサギ！
“津軽”の
話題満載

12

平川市

ひらかわねぷたまつり
「冬の陣」

今年も 月にねぷたが運行さ

れます。

15

30

・宅配便で現金を送って…
・現金を取りに行くから手渡して…

高齢者がサギ被害に遭っています。
あなたの大切なお金、送る前に
警察に相談してください。
青森県特殊詐欺被害防止
キャラクター「サギかもくん」

■お問合せ

県内でも珍しい冬のねぷた運
行は、 台のねぷたが夏とは違
う趣を見せ、よさこいソーラン
が熱気に華を添えます。
雪が舞う中でのねぷた運行も
荘厳な魅力があります。防寒対
策を十分に整えぜひお越しくだ
さい。

12

▽日 時

平川市経済部商工観光課観光係

月６日 土( 、)７日 日( )
午後６時開会
午後６時 分運行開始 予(定 )
▽場 所 弘南鉄道平賀駅前通り
▽お問合せ

☎ ー１１１１

高さ11ｍの世界一の扇ねぷたも出陣します

町民力の結集！
「ふじさき秋ま つ り 」

10 24 23

稲わらも貴重な資源です。焼却せず、収集やすき込みで再利用に努めましょう！

特殊詐欺被害多発中 ！

プルパイ」づくり、当町発祥の
りんご「ふじ」のＰＲイベント、
そのほか、文化展示や芸能発表、
出店・農産物直売コーナー、ス
テージイベント、こどもの広場
など様々な催しが予定されてお
り、藤崎町の魅力を堪能できる
内容となっていますので、皆さ
まぜひお越しください。

11

44

藤崎町

藤崎町の二大特産品である
「米」と「りんご」の収穫感謝
や文化芸能発表、町民の健康づ
くりをテーマとした秋の大祭
「ふじさき秋まつり」が今年も
２日間にわたって開催されます。
町自慢の「つがるロマン」を
使った日本一の「ジャンボおに
ぎり」づくりや「ジャンボアッ

75

▽日 時
月 日 日(・祝 、)
日 月(・振休 )
午前 時～午後 時
▽場 所
藤崎町役場周辺
ス(ポーツプラザ藤崎、藤崎
町文化センター、役場前駐

車場等 )
▽お問合せ
ふじさき秋まつり実行委員会
事務局 藤(崎町企画財政課内 )
☎ ー３１１１ 内(線２２２２ )

迫力ある「ジャンボおにぎり」

やめよう！わら焼き！

○警察安全相談電話

☎017ー735ー9110(または＃9110)

○弘前警察署

☎32ー0111

下水道加入促進PR広報 NO.８

下水道加入の すすめ

下水道への加入、
よろしくお願い
しま～スイスイ！

～私たちの下水道Ｑ＆Ａ③「自然環境と下水道」～
◆高度処理

下水道マスコット
キャラクター「スイスイ」

東京湾などの内湾や湖沼では、赤潮などの問題が起きていますが、下水道で
改善することはできますか？
下水道の普及によって水質が改善された河川は増えていますが、まだ不十分です。今後は、
窒素化合物やリン酸などの流入を減らすための高度な処理方法を導入する必要があります。

開催日
月

10

12日
12日

11

月

市町村イベントカレンダー

16～
11月９日
17～
11月９日

イ ベ ン ト 名
ひろさきりんごハロウィン
りんごの里板柳まるかじり
ウオーク2014
中野もみじ山ライトアップ
(光のファンタジー -秋-)
弘前城菊と紅葉まつり

イ

ベ

ン

ト

内

容

問

合

「りんご収穫感謝祭」として仮装コンテストやハロウィンパレードを開催します
りんごの里をめぐる6、13、24㎞の３コース！りんごもぎとり体験もあります

板柳町教育委員会生涯学習課

☎72－1800

小嵐山と称される中野もみじ山でライトアップ。ライトに照らされたもみじは幻想的です 黒石市商工観光課

津軽の食と産業まつり

18～19日

全国伝統こけし工人
フェスティバル(黒石市)

全国からこけし工人が集結。工人たちによる製作実演・展示即売が行われます 津軽こけし館

２～30日

平川市民文化祭2014

市民による歌や踊りなどの舞台発表や個性豊かな作品展などが行われます

16日
22～23日

収穫感謝祭＆シクラメン市

☎52－2111

紅葉が美しい弘前公園内、弘前城植物園にて開催。菊花など、秋の草花を堪能
弘前市立観光館
☎37－5501
できます
津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テント村や催 津軽の食と産業まつり運営協議会
しも多数
事務局
☎33－4111

17～19日

15～16日

せ 先

りんご王国推進会議事務局
(弘前市観光政策課内)☎35－1128

☎54－8181

文化協会事務局
(平川市文化センター内)☎44－1221

約5,000鉢のシクラメンを展示販売！その他たくさんのイベントが目白押しです 田舎館村企画観光課 ☎58－2111

第44回西目屋村民文化祭

村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます

西目屋村教育委員会 ☎85－2858

黒石りんごまつり

りんごの即売会や市内業者による産業展、りんごの皮むき大会などが開催されます

同実行委員会事務局
(黒石市商工観光課)
☎52－2111

23～24日

第16回米・食味分析鑑定
コンクール国際大会

国内外最大規模のお米の国際大会として世界一の名誉を目指し、おいしさを競
田舎館村産業課
います

☎58－2111

29～30日

第41回町民祭(板柳町)

町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります 板柳町総務課

☎73－2111

飲んだり、食べたりしながら２時間の電車旅を楽しめる企画列車です

☎44－3136

月

12 ５日、12日、 弘南鉄道忘年列車
19日

弘南鉄道株式会社

◆地球温暖化対策
下水道の処理水が地球温暖化対策に役立っていると聞きましたが、具体的に
はどのようなことに利用されているのですか？
下水処理水は、道路散水や打ち水、ビル空調機の冷却用水など「水」そのものが資源とし
て再利用されています。処理水の放流落差による小水力発電、
下水そのものの熱を活かし
た処理場周辺の地域冷暖房など、温室効果ガスを発生しないエネルギー生成にも活用さ
れています。これらの新エネルギーは石油や石炭を節約でき、省エネに役立っています。
下水を処理するときに、温室効
果ガスが発生しているのは事実
です。しかし、下水道施設の敷
地を利用した太陽光発電や風
力発電などクリーンエネルギー
を作ることで、温室効果ガスを
減らす取り組みを行っています。
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日本 スウェーデン オランダ
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カナダ
1999年

アメリカ
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処理人口普及率

27

高度処理人口普及率

イギリス
2000年

次回(12月号)のテーマは、『私たちの下水道Ｑ＆Ａ④』です。今後とも、このＰＲ広報を参考に、下水道加
入をご検討くださるようお願いします。
■下水道に関するご相談・お問合せは、上下水道課までご連絡ください。☎75－6025

11

2014．10
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10

平成26年度

下水道推進標語「げすいどう

みずのみらいを

まもるみち」

下水道に関する

ご相談・お問合せは、役場上下水道課までご連絡ください。

575－6025

藤崎町の国民健康保険について

平成25年度国民健康保険特別会計の決算についてお知らせします

国民健康保険の状況について
資
（世帯、人）
7,782

況

平成25年度国民健康保険特別会計決算について

１5,661人に対し、5,223人で町全体の約33％となってお

7,000
5,889

6,000

5,856

5,533

5,371

5,223

2,895

3,000

2,796

2,849

2,786

2,763

2,742

平成25年度 国民健康保険特別会計歳入

被保険者数および加入世帯が年々減少傾向にあります

2,000

が、平成19年度から20年度にかけて被保険者数が大幅に

1,000
0

19年度

20年度

21年度

22年度

世帯数

23年度

24年度

減少したのは、医療制度改革により75歳以上の被保険者

25年度

が後期高齢者医療制度へ移行したためです。

被保険者数

税
（千円）
180
160

（％）
95.00
166

157

140

160

146

148

93.18

120

154

94.00

155

93.00

93.65

93.60

92.00

92.77

100

91.00

89.79

80

90.00

78

82
68

60
40

88.79

72

89.08

81

79

74

89.00
88.00
87.00

20

19年度

20年度

21年度

22年度

保険税額(１世帯当たり額)

23年度

24年度

86.00

25年度

保険税額(１人当たり額)

状

況

被保険者１人当たりの国民健康保険税額は８万１千
円、１世帯あたりでは15万５千円とな
りました。また平成25年度の国民健康
保険税(現年分)の収納率は93.65％とな
り、平成24年度の92.77％と比較して、
0.88％の増加となりました。

400
350

460

441

450

413

1,286,861

355

469

462
1,287,772

449

1,280,000

1,255,554
1,230,343

250
200 1,202,034
100

1,300,000

1,294,572

300

150

（千円）
1,320,000

154

203
214

227

241

233

236

1,194,687

50
19年度

20年度

21年度

保険税額(１世帯当たり額)
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22年度

23年度

24年度

保険税額(１人当たり額)

25年度

（有）木
TOTO

帯あたりでは44万９千円となりました。被保険者数およ

病類別受診状況

び加入世帯数は減少傾向にありますが、保険給付費は増
加傾向にありました。ただし、平成25年度においては、
被保険者の医療機関へのかかり方の配慮や保健指導の浸

1,220,000

透等により、保険給付費が減少に転じています。今後も

1,180,000

健全な国民健康保険財政を運営するためには、被保険者

1,160,000

一人ひとりが年１回の特定健診の受診や保健指導の活用、

1,140,000

ジェネリック医薬品の利用を推進し、増加する医療費を

その他(2%)

広報ふじさき

医療費支払となる保険給付費12億3,034万円が歳
出の３分の２程度を占めており、残りは後期高齢
者支援金、介護納付金等
の拠出金となっています。

筋骨格系及び
結合組織の疾患(10%)
皮膚及び
皮下組織の疾患(1%)

藤崎町上位５疾病の状況(医療費)

血液及び造血器の疾患
並びに免疫機構の障害(2%)

腎不全

新生物(14%)
内分泌、栄養及び
代謝疾患(11%)

精神及び行動の障害(3%)
循環器系の
疾患(23%)

その他の
悪性新生物

神経系の疾患(4%)
眼及び付属器の疾患(2%)
耳及び乳様突起の疾患(0%)

その他の
心疾患
高血圧性疾患
糖尿病
0

( 万円 )

483
542
581
773

934
100 200 300 400 500 600 700 800 900

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

村 塗 装

旭硝子 フッ素塗装（最高級塗料）登録施工店

2014．10

保険給付費
1,230,343,322円
（63％）

感染症及び寄生虫症(1%)

損傷、中毒及びその他の外因の影響(3%)
腎尿路生殖器系の疾患(7%)

消化器系の
疾患(12%)

抑制することが必要となります。

光触媒塗装（光が洗う壁）

その他にも各種仕上材

歳 出
1,947,309,308円

国庫支出金
569,685,278円
（29%）

国から交付される負担金等の国庫支出金の５億
6,969万円(29％)と、前期高齢者交付金等の支払基
金交付金の４億5,326万円(23％)を合わせて半分以
上が国からの依存財源となっています。
また、皆さまから納付していただいた国民健康
保険税の４億2,230万円は歳入の21％を占めており、
国民健康保険を運営するための大切な自主財源と
なっています。

呼吸器系の疾患(5%)

地元だから安心!!

拠出金等
636,524,731円
（33％）

総務費
31,736,281円（2％）

被保険者一人当たりの保険給付費は23万６千円、１世

1,240,000

収納率

その他の支出24,205,881円(１％）
国民健康保険税 保健事業費
24,499,093円
427,921,933円
（１％）
（21％）

国民健康保険疾病分類統計表 (平成25年５月診療分)

1,260,000

1,200,000

平成25年度 国民健康保険特別会計歳出

歳 入
1,966,434,144円

支払基金
453,259,407円
（23％）

収納率

（千円）

その他 55,438,159円(3％)
繰入金
139,197,512円(7％)
国民健康保険税
422,301,738円
国保連交付金
（21％）
198,647,262円(10％)
県支出金
127,904,788円
（7％）

保険給付費状況

500

なりました。このうち、財政調整基金へ1,000万円積立てし、残額912万円を平成26年度へ繰り越しました。

おり、町全体の約47％の世帯が加入しています。(町の人
口および加入世帯は平成26年３月31日現在)

3,388

平成25年度の国民健康保険特別会計の決算額は、歳入19億6,643万円、歳出19億4,731万円、差引き1,912万円と

り、また、加入世帯は5,780世帯のうち2,742世帯となって

5,681

5,000
4,000

状

平成25年度の国民健康保険被保険者数は、町の人口

9,000
8,000

格

認定番号

お気軽にご相談ください。

G0102015

藤崎町大字西豊田三丁目２－４
TEL75－5 1 0 1 FAX75－5 1 0 2
代表取締役 木村 悦穂
１級技能士
２級技能士

４名
１名

２級建築施工技師

３名

藤崎町における医療費点数別での病類別受診状況
は、循環器系の疾患(高血圧、心疾患、脳血管疾患
等)が23％、次いで新生物が14％、消化器系の疾患
(胃腸潰瘍、肝疾患等)が12％の順となっています。

藤崎町における医療費ベースの上位５疾病では、
生活習慣病といわれる糖尿病や高血圧性疾患が医療
費を高く押し上げているのがわかります。従前は高
血圧性疾患が件数、医療費ともにずっと1位を占め
ていましたが、平成25年度には糖尿病が1位に上が
りました。これらの予防には、若い時期から健康へ
の意識を高め、食事、適度な運動、酒やたばこを控
える等、普段から心がけることが大切です。
広報ふじさき
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消防だより

平成

も
｢ういいかい 火を消すまでは まあだだよ

東消防署北分署

年度全国統一防火標語

5
75

母子寡婦福祉資金の予約申込受付について
平成27年度に進学予定の児童を扶養している母子家庭の母等を対象に、福祉資金の予約貸付を受付します。
☆予約申込受付資金
種類

ー３３３３

4

26

母子家庭のみなさまへ

修

資

30

広報ふじさき有料広告

藤崎町常盤字富田21－６

～禁煙外来・往診・まき爪の治療も行っています～
診療時間

月

火

水

木

金

土

午前８時30分～正午

○

○

○

○

○

○

午後２時～午後６時

○

○

○

○

自

自宅外

国公立

18,000

23,000

私

立

30,000

35,000

国公立

21,000

22,500

修

私

立

32,000

35,000

学

国公立

45,000

51,000

資

私

立

53,000

60,000

金

国公立

45,000

51,000

私

54,000

64,000

高等専門学校

短期大学
専修学校(専門課程)

種類

宅

養士が、ダイエット・肥満・特定保健指
導・病気別の栄養指導を行っております。

立

専修学校(一般課程)

就
学
支
度

金

メタボリックシンドロームや病気の症状
がでる前に、日常のわずかな工夫で体を整
えませんか？
当診療所では看護師の資格のある管理栄

50172ー65ー2210

貸付限度額(円)

別

学

校

種

31,000

宅

自宅外

国公立
高等学校
専修学校(高等課程) 私 立

27,000

34,500

45,000

52,500

国公立

31,500

33,750

私

立

48,000

52,500

国公立
短期大学
専修学校(専門課程) 私 立

67,500

76,500

79,500

90,000

国公立

67,500

76,500

私

81,000

96,000

高等専門学校

大学

39,500

中学校(所得税非課税の場合のみ)

46,100

立

専修学校(一般課程)

46,500

(注)修学資金特別分については、修学に係る経費が一

公立の高校、高等専門学校、
専修学校(高等、一般課程)、
修業施設(中卒者)

150,000

私立の高校、高等専門学校、
専修学校(高等課程)

410,000

420,000

国公立の大学、短期大学、
専修学校(高等課程)

370,000

380,000

私立の大学、短期大学、
専修学校(専門課程)

580,000

590,000

修業施設(高卒者)

90,000

100,000

ことができます。

160,000

◆申込期間

11月４日(火)～平成27年２月２日(月)

◆その他

68,000

(注)修学資金および修業資金の貸付限度額は月額

どうぞご相談ください。

自

般分の貸付限度額を超える場合に貸付けを受ける

小学校(所得税非課税の場合のみ)

修業
修業期間が５年を超えない範囲
資金

貸付限度額(円)

別

大学

資

常盤診療所

種

金

｣

11

校

学

12

23

学

☆予約申込受付資金(特別分)

高等学校
専修学校(高等課程)

①緊急消防援助隊とは
被災した都道府県内の消防力
だけでは対応が困難な場合に、
全国の消防機関が応援に駆け
付け、人命救助活動等を実施
するために創設されました。
②緊急消防援助隊ブロック合同
訓練とは
緊急消防援助隊の技術および
連携活動能力の向上を目的に、
全国を６ブロックに区分して、
毎年実施している訓練です。
③訓練内容
内陸型地震の発生を想定し、
実践的な訓練を目指して、訓
練の一部を事前に明らかにせ
ず、複数会場を使用した分散
並行型で行います。
④訓練項目
図上訓練、参集訓練、宿営訓
練 、 部 隊 運 用 訓 練（ 二 日 間 で
種目の訓練を実施）など。
⑤開催日時、場所
◆日 時

月 日 木( )
午前８時～午前 時 分
◆場 所
「堀越雪置き場」
※来場される方は弘前市運動
公園駐車場に駐車してくだ
さい。シャトルバスにて会
場まで送迎します。

■お問合せ
弘前消防本部予防課
☎ ー５１０４

10

32

秋の 火 災 予 防 運 動

32

26

【 つの対策】
①逃げ遅れを防ぐために、住宅
用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類およびカーテンか
らの火災を防ぐために、防炎
品を使用する。
③火災を小規模で抑えるために、
住宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人
を守るために、隣近所の協力
体制をつくる。

または最寄りの消防署、分署へ

23

26

■お問合せ
弘前消防本部予防課
☎ ー５１０４

26

20

平成 年度緊急消防援助隊
北海道東北ブロック合同訓
練について

平成 年度緊急消防援助隊
北海道東北ブロック合同訓練が
月 日 水( 、) 日 木( の) ２ 日
間にわたり開催されます。
22

月 日 月( か)ら 日 日( ま)で
の１週間、
県下一斉に
「秋の火災
予防運動」
が実施されます。
この
季節は日増しに寒くなり、火を
取り扱う機会が増えます。ちょっ
とした油断や火の取り扱いの不
注意が火災の原因になることが
ありますのでご注意ください。
尊い命や貴重な財産を失うこ
とのないよう、もしもの時に備
え、住宅用火災警報器の設置を
お願いします。また、家族で避
難方法や消火器の位置などをも
う一度確認し、次の「住宅防火
いのちを守る ７つのポイン
ト」を実行し、自分の家は自分
で守るよう心掛けてください。

【３つの習慣】
①寝たばこは絶対やめる。
②ストーブは燃えやすいものか
ら離れた位置で使用する。
③ガスコンロなどのそばを離れ
るときは必ず火を消す。
10

10

○申請書等提出書類は、中南地方福祉事務所または
役場住民課子育て支援係にあります。
○原則として連帯保証人が必要となります。
○償還方法については、年賦、半年賦、月賦のいず
れも可能で、繰上償還および一括返還も可能です。
ただし、支払期日までに償還しなかったときは、
違約金が徴収されます。

■事前相談・申込・お問合せ
中南地方福祉事務所

☎35－1622

(日・祝日休診)

元気できれい

てんちゃん

保湿ゲルクリーム「おかあさんつけて」大好評発売中！

赤ちゃんほしい
妊 婦 と 産 後 の 腰 と 骨盤
整体・光線治療

LCS レディースケアしらはま/ (株)サライト
弘前市城東 4-5-1
<HP>http://saraito-s.com/
2014．10
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TEL.

0172-55-0379

公益財団法人テクノエイド協会

【認 定 補 聴 器 専 門 店】

プロテオグリカン配合

て

てん
てん

ん

しょう

ど

う

てん の

補 聴器 セン ター

※聞こえのご相談、出張サービスも行っております。

弘前市代官町通り
（紀伊國屋書店さん横）

TEL.0172 - 33 - 5016

広報ふじさき有料広告

広報ふじさき有料広告
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自分プロデュース

急募！内職者等・正社員募集(各若干名)
・まとめ内職：ボタン付け、まつり、ラベル付け
(当社にて配送します)
・ミシン内職：当社ミシン貸与により自宅にて部分縫製
(持ち運びできる方)
・パ－ト/
未経験者可(時給：700円)
アルバイト：(各種時間対応、面談時調整)
・正社員(ソーイングオペレータ)
お電話連絡ください!
(株)ベイシックサンミッシェルトキワ藤崎工場
藤崎町字西村井67-1 担当：今 崇行 575-2800

両立

部活と

土曜コース

週１回で英語と数学を受講
ー「おまけ付商品券」使えますー
575-6562 藤崎町西豊田2-7-1

富士学院ホームページ
http://www.fujigakuin.net/

富士学院
広報ふじさき
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11

月

健康係
カレンダー

国民年金のお知らせ
国民年金保険料の免除期間・
納付猶予期間のある方へ

満１歳のお誕生日を迎えたらＭＲ(麻し
ん・風しん)の予防接種を受けましょう。
また、すこやか健診等の日程一覧表は、
町ホームページに掲載しています。

すこやか健診
11月13日(木)【１歳６か月児健診】
●対

象

Ｈ25年３月～４月生

●受

付

13:00～13:15

●場

所

町文化センター

●内

容

身体計測、内科、歯科、
栄養指導、歯科指導、保健指導

●持ち物

母子手帳、ふじさきっず、
バスタオル、問診票等

11月27日(木)【３歳児健診】
●対 象 Ｈ23年３月～４月生
●受 付 12:30～12:45
●場 所 町文化センター
●内 容 身体計測、内科、歯科、耳鼻科、
視力、聴覚、尿検査、精神発達、
栄養指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、ふじさきっず、
バスタオル、問診票等

すこやか相談
11月12日(水)【10か月児健康相談】
●対 象 Ｈ25年12月～Ｈ26年１月生
●受 付 9:30～9:45
●場 所 町文化センター
●内 容 身体計測、離乳食のお話・試食、
生活リズムや発達のお話
●持ち物 母子手帳、ふじさきっず、バスタオル
※参加ご希望の方は７日前までにご連絡ください。
11月12日(水)【母子健康相談】
●対 象 妊婦・生後３か月以上の乳幼児
●受 付 10:00～11:00
●場 所 町文化センター
●内 容 妊娠中のアドバイス、
乳幼児の身体計測、育児相談
●持ち物 母子手帳、ふじさきっず、バスタオル

健康相談

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法
定免除)、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を
受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた
方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)
の受取額が少なくなります。
そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る
老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば
遡って古い月分から納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年
度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時
の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保
険料が納付されていなければ追納はできません。
・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法
定免除・申請免除期間」より先に経過した月分で
ある場合は「若年者納付期間・学生納付特例期
間」が優先します。
・「法定免除・申請免除期間」が「若年者納付猶
予・学生納付特例期間」より先に経過した月分
である場合は、どちらを優先して納めるか本人
が選択できます。
・「若年者納付猶予・学生納付特例期間および法
定免除・申請免除期間」の中では、先に経過し
た月分から納めることになります。
※追納のお申し込み・ご相談はお近くの年金事務
所へお願いします。
■お問合せ
弘前年金事務所国民年金課 5 27ー1337

Part.
5
ＰＨＶ(プラグインハイブリッド)車レポート！
ＰＨＶの走行距離や燃費等を報告します。

●場

間
所

走行距離

300.0km
(うちEV走行距離 277.8km、
ハイブリッド走行距離22.2km)

■お問合せ

17
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福祉課健康係(内線2121～2124）
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ハイブリッド燃料消費率 約7.4km/リットル
※１ 走行全体のうち、E V 走行 (外部充電電力を満充電から使い切るまで) の
比率。0.926は、走行全体のうち92.6％をEV走行し、7.4％をハイブリッド
走行していることを示しています。
※２ EV走行の燃費とハイブリッド走行の燃費に国土交通省が定めた係数 (ユー
ティリティファクター) をかけて算出した複合燃費のことです。

詳細については、町ホームページ (http://www.town.
fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。

割引額

約100.0km/リットル

(19日）常盤老人福祉センター

⑤保証金・保証人(一時貸付タイプのみ) ※以下の２タイプから選択していただきます。
(１)保証金タイプ…契約時に農地代金の２割を保証金として納入
(２)保証人タイプ…契約時に農地代金の１割を保証金として納入するほか、連帯保証人を1名つける。
⑥その他
・一時貸付タイプのみ契約時の年齢が65歳未満であること
(後継者等を特別保証人にする場合や特別保証金を納入する場合は、65歳以上でも実施可能)
・即売で農地を買う場合…自己資金があるかまたは、資金借入できることが確実であること

◆農地を売る方
①代金は、契約・登記後、すみやかに確実に支払われます。
②譲渡所得税の特別控除が受けられます。 ・農業委員会あっせんの場合………800万円
・買入協議制度を活用した場合…1,500万円
◆農地を買う方
①買い受け時の税金が軽減されます。 ・登録免許税……0.8％に軽減(通常２％)
・不動産取得税…３分の２に軽減
②一時貸付タイプは、一定期間(３年または５年)借りた後に、機構買入価格から割引されて買い受けできます。

プラグインハイブリッド
燃料消費率 ※２

(14日）町文化センター

※即売で、買受者が③、④の要件を満た
さない場合は、支援センターが買い受
け後、売り渡しまでの利息を買い受け
者の方に負担していただきます。

22時間33分

(19日）町役場中会議室

所

通作距離の基準
直線距離で0.7km以内
直線距離で1.4km以内
直線距離で2.0km以内

運転時間

3.0リットル

●場

区分
水稲作
小麦作
小麦以外の畑作および野菜・果樹

農地売買のメリット

( ５日）常盤老人福祉センター

13:00～15:00

◆事業の種類
①即売タイプ：買い入れ後、すぐに売り渡す。 ②一時貸付タイプ：買い入れて３年または５年貸付後に売り渡す。
◆要件
①対象農地…「農業振興地域」内の農地(必須)※一時貸付タイプは、「農業振興地域」の「農用地区域」内の農地
②権利取得後の経営面積…地域の平均経営面積(基準面積)を超えること(必須)
③対象者…①認定農業者 ②特定農業法人 ③認定就農者 ④基本構想水準到達農業者 ⑤中心経営体 ⑥その他
※一時貸付タイプの買受者は①～⑤のいずれかであることが必須
④面的集積要件(一時貸付タイプの買受者は必須)
機構から買い受ける農地と、現在耕作している農地(自作地、借地、受託地)の通作距離が以下の基準以内で、合
わせた面積が、おおむね１ヘクタールの団地となること。

15日

ユーティリティファクター ※１ 0.926

間

農地売買の種類と要件

運転日数

給油

●時

公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、農地の「貸借」を仲介する農地中間管理事業のほか、これま
での農地保有合理化事業と同様、農地の「売買」を仲立ちする事業も実施しています。
この「売買」事業は、経営規模を縮小・経営転換する農家から支援センターが農地を買い入れ、規模拡大や
分散農地の集約で生産性を向上させたい農家に売り渡す事業で、買い入れ後すぐに売り渡す「即売タイプ」と、
３年間または５年間の一時貸付後に売り渡す「一時貸付タイプ」があります。
契約書類の作成はすべて支援センターが行い、手数料が少しかかりますが(基本１％、一時貸付は1.5％)、税制
面のメリットがある(譲渡所得税、登録免許税、不動産取得税)ほか、一時貸付では支払った貸付料の大部分(３年
間では９割、５年間では８割)が農地価格から割り引かれますので、農地の売買の際は、ぜひ支援センターをご活
用ください。詳しくは、農業委員会または支援センターへご相談ください。

８月１日～31日

9:00～12:00

11月14日(金)・19日(水)【傾聴サロン】

農地売買等事業で農地を集積＆集約し、生産性向上を！

期間

11月５日(水)・19日(水)【こころの健康相談】
●時

～多くの農家が利用～

３年貸付タイプ

５年貸付タイプ

３年で支払った貸付料の９割 ５年で支払った貸付料の８割

■お問合せ

町農業委員会(内線2145、2251)
公益社団法人あおもり農林業支援センター

☎017ー773ー3131
広報ふじさき
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生涯学習だより

ー３３２３

「第４回藤崎町体育協会
会長杯少年野球大会」

☎

ふじさきいきいきスポーツクラブ

◆お問合せ

ふれあいライフ
「カラダ ス ッ キ リ 体 験 」
８月 日 金( 、) スポーツプラ
ザ藤崎において「カラダスッキ
リ体験」が開催され、 名が参
加しました。
はじめに、目を閉じて足踏み
を行ったり、仰向けで腕の上がり
具合や上体の捻りなど、自分自身
の体の状態を確認しました。次に、
ストレッチポールを使用し、筋肉
の緊張を緩め、関節を正しい位置
に導くようにエクササイズを行い

◆お問合せ
スポーツプラザ藤崎
☎ ー３３２３

小学校鑑賞事業
「影絵 西遊記」
８ 月 日 火( 、) 町 文 化 セ ン
ターにおいて劇団影法師による
影絵「西遊記」の公演が開催さ
れ、町内３小学校７５０名の児
童が鑑賞しました。
公演では、横８ｍ、縦４ｍの
大スクリーンに影絵が映し出され、

資料館あすか 月の企画展
「佐々木東天遺墨展」
◆日 時
月３日 金( ～) 日 日( )
午前９時～午後４時 分
◆休館日
月６日 月( )
◆入館料 無料
※資料館あすかは、改修工事の
ため 月中旬から 月下旬ま
で休館を予定しています。企
画展を楽しみにしてくださる
町民の皆さまにはご不便をお
かけしますが、ご理解くださ
るようお願いします。工事終
了後の催事については、広報
等にて随時お知らせします。

30

12

ました。参加者は、リラックスし
た状態で、体のゆがみが改善され
るのを実感していました。９月以
降も継続して開催しますので、是
非参加してください。
孫悟空や妖怪たちが本当に生きて
いるかのように変幻自在に飛び交
う様子を、子どもたちは真剣なま
なざしで見入っていました。

また、当日は影絵のしくみや
スクリーンの裏側の説明を交え
たワークショップも行われ、子
どもたちは劇団員のお話を興味
津々に聞いていました。

10

12

◆会場・お問合せ
常盤ふるさと資料館あすか
☎ ー４５６７

☆定例おはなし会
・い
つ 10月11日(土)
午前10時～午前10時45分
・ど こ で 常盤生涯学習文化会館「児童室」
・おはなし ときわっ子本の会
・内
容 テーマ「食べることだーいすき」
本を見ないで、ことばだけで物語を
お話しします。
・対
象 小学生、その他おはなしの好きな方
※始まりの時間に間に合わないと中に入れませんので、
開始時間前までにおいでください。

☆図書館事業「おはなしボックス」
・い
つ 11月１日(土) 午後１時30分～午後３時
・ど こ で ふれあいず～む館
・おはなし わっこの会「化けもの使い」(語り)
ときわっ子本の会「ブラックさんとブラウンさん」
（ストーリーテリング）
藤本 佳代子「へふりじっこ」(布芝居) ほか
・参 加 費 無料
・対象 幼児・児童(保護者含む)
※どなたでも参加できます。お気軽にどうぞお越しください。

川柳

なる程と感動暫し道具展
夢語る子に内職で応援す
加川
職人の鍛えた腕に誤差はない
子育てに道具はやはり飴と鞭
内職の明かり受験の子を守り

棟梁は道具に頼らず目で測る

生命線薄いと言われそれは罪

新谷

川魚

朗風

結城

内職をしたいが天に笑われそう

生きねばと車輪を回す車椅子

左手は酒のありかをかぎわける

藤井 幹水

内職で学費工面のはは米寿

再起する努力が滲む松葉杖

カタカナも混じって母の文が着く

野呂 文坊

趣味いつか副業になり意欲出す

行き届く手入れに錆のない農具

敗者にも拍手を送る決勝戦

成田 波麻

内職にどっぷり浸る年の暮れ

職人も私で終る道具箱

寝たきりをばっさり切った福祉の手

福井

家計簿の赤字内職妻支え

宮大工使う道具に技が冴え

欲の手が袋を破る詰め放題

清水

手内職しっかり家計に組み込まれ

嫁入りの三種の神器もハイテクに

精いっぱい生きて来たかと手と話す

木村 羊川

川

手こずった子が親孝行してくれる

大谷 みつ

この土地に生きる決めて袋張り

出土した道具遺跡が語り出す

休むこと知らない母の魔法の手

福井 藤人

朝顔が二階で咲いた風景画

アルバイト二つ掛け持ち魔女になる

ひっそりと世間を見てる鍬ひとつ

田中さち子

八月月例句会 入選作品抄
題 手｢」 道
｢具」 内｢職」
二｢階」

紫
柳
社

ランドセル孫の瞳浮かぶ内職金

18
2014．10
広報ふじさき
広報ふじさき
2014．10

19

1冊
様
村田

◎藤崎町図書館 大夢 休館日

75

全国読書週間10/27～11/9
☆一般図書
宇根 豊/著
・「農本主義が未来を耕す」
深澤 竜人/著
・「市民がつくる半自給農の世界」
閻 連科/著、谷川 毅/訳
・「愉楽」
ラフィク・シャミ/著
・「愛の裏側は闇 １」
ブルース・チャトウィン/著
・「黒ケ丘の上で」
藤崎 翔/著
・「神様の裏の顔」
アン・パチェット/著
・「密林の夢」
帚木 蓬生/著
・「天に星 地に花」
有川 浩/著
・「明日の子供たち」
柏井 壽/著
・「鴨川食堂おかわり」
百田 尚樹/著
・「フォルトゥナの瞳」
堂場 瞬一/著
・「ターンオーバー」
辻川 覚志/著
・「ふたり老後もこれで幸せ」
馬場 あき子ほか/著
・「流転の歌人柳原白蓮」
☆児童図書
さこ ももみ/作
・「いっしょにねてあげる」
川端 誠/作・絵
・「おはなしばあさんと風来坊」
・「ヘレン・ケラーのかぎりない夢」 ドリーン・ラパポート/文
村岡 花子/文
・「たんぽぽの目」村岡花子童話集
シンシア・カドハタ/著
・「サマーと幸運の小麦畑」
マルタ・アルテス/作
・「ぼくのおじいちゃん」
なかや みわ/作・絵
・「どんぐりむらのほんやさん」
☆郷 土
坂口 昌明/著
・「津軽いのちの唄」
佐々木 中/著
・「短夜明かし」
・「あなたが､ここに生まれてきた理由(わけ)」 木村 藤子/著
※都合により、一部納期が遅れることがあります。

９月６日 土( 、) ライフコート
平川野球場において、第４回藤
崎町体育協会会長杯少年野球大
会が、藤崎レッドファイターズ、
藤崎ジュニアベースボールクラ
ブ 、 大 鰐 Ｊ ｒ Ｂ. Ｃ 、 浅 瀬 石 ブ
ルーソックスの４チームの参加
で開催されました。
延長戦に入る白熱した試合や、
藤崎勢同士の対戦が行われ、保
護者からも多くの歓声が上がる
など、盛り上がりを見せていま
した。大会は、藤崎レッドファ
イターズが見事に優勝しました。
結果は、次のとおりです。
○優 勝
藤崎レッドファイターズ
○準優勝
藤崎ジュニアベースボール
クラブ
○３ 位 大鰐Ｊｒ Ｂ.Ｃ

◎本の寄贈ありがとうございます

たいむ

・期間：10月28日(火)～11月９日(日)
・場所：ふれあいず～む館 展示ホール
図書館で除籍となった資料・雑誌、リサイクル用図書を差
し上げます ※なくなり次第終了

☆10月の休館日
６日(月)・13日(月・祝)・14日(火)・19日(日)
27日(月)・31日(金)
※10月31日(金)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却ポ
ストをご利用ください。
・島根県

10

10

10

75

◎おはなし会開催のおしらせ

65

◎リサイクルブックフェアを開催します

12

◎最新着図書

☆定例おはなし会「おはなしのとびら」
・い
つ 10月18日(土) 午前10時～午前11時
・ど こ で 藤崎町図書館「児童室」
・おはなし わっこの会
・内
容 テーマ「こんにちは ピーターラビット！」
・「こわいわるいうさぎのおはなし」
・「くさずきんのおひめさま」(紙芝居)ほか
・対
象 小学生、その他おはなしの好きな方

29

75－2288

としょかんだより

26

Ｎo.
１９２

藤崎町図書館
大夢

不正軽油は犯罪 で す ！
不正軽油は脱税を目的として、
軽油に重油等を混ぜ、軽油と
偽って販売されているものです。
不正軽油の製造、販売はもち
ろん、使用した人も 年以下の
懲役、１０００万円以下の罰金
など、重い罰則が適用されます。
不正軽油の撲滅にご協力をお
願いします。
【お問合せ】
○中南地域県民局県税部
☎ ー１１３１
内(線２２８、３７８ )
○不正軽油１１０番
０１７ー７３４ー９０６６

平成 年度児童・生徒
募集のご案内
弘前大学教育学部附属小学校
◆募集人員
第１学年児童 １０７名
◆応募資格
平成 年４月２日～平成 年
４月１日生まれであること
保護者と同居しており、通学
時間が片道１時間以内
◆応募書類交付
９月 日 水( ～) 月 日 火( )
※郵送による交付はしません
◆応募受付期間
月 日 月( ～) 月７日 金( )
※ 郵送による提出は認めません
◆応募書類等

◆日 時
月 日 金( )
開場 午後１時
開演 午後１時 分
◆場 所
町文化センター 大ホール
◆出 演
藤崎小学校５年生
藤崎中央小学校５年生
常盤小学校４年生
藤崎中学校吹奏楽部
明徳中学校３年生
◆入場料
無料

第 回藤崎町立
小中学校音楽発表会

るな、乗るなら飲むな」を忘れずに、飲
藤崎町交通安全対策協議会

②保護者と同居しており、通学
時間が片道１時間以内
◆応募書類交付期間
月 日 月( ～) 月 日 火( )
◆応募受付期間

(）内保護者

安田

莉麻（卓磨

花道（竜馬

はなみち

木 戸田

結菜（慎也

西中野目

水

馬 佐藤

ゆ な

り ま

伝

沼 山内

勝男（

リツ（

盤 成田リャウ（

お悔やみ申しあげます
常
水

島 古川

)
)
)

)
)
)

俵

沼

舛

中野目

野呂

中村

本間

ツヤ（

源吾（

サダ（

水

佐藤

鈴木

すみ（

誠 （

良一（

三上辰三郞（

福左内

福井

キヨ（

榊

木挽町

中村

木

水

スポーツプラザ藤崎 においてプロバスケットリーグのゲームが開催されます。

盤

常

)
)
)
)
)
)
)
)

20
2014．10
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【お問合せ】
町教育委員会学務課
☎ ー５０１０

行政・人権合同相談所
を開設します
「行 政 相 談 」 と 「 人 権 問 題 」 に
暮らしの中で行政と人権に対

ついて、合同相談所を開きます。
する意見・苦情・困りごとなどが
ありましたら、お気軽にご相談く
ださい。年金、土地建物の売買、
境界、金銭貸借、相続などさまざ
まな相談に無料で応じます。

なお、秘密は厳守いたします。
◆日 時
月 日 水( )
午前９時～午後３時
◆場所および担当者
○藤崎町文化センター
・行政相談委員 加福ちゑ子
・人権擁護委員
藤田 洋、野呂 廣志、
荒谷 百合子

バスケットボールファン必見！

お誕生おめでとうございます

青森行政評価事務所職員 予(定 )
【お問合せ】
総務課行政係
内(線２２０６、２００４ )

青森行政評価事務所職員 予(定 )
○常盤老人福祉センター
・行政相談委員 三上 一
・人権擁護委員
佐藤 イツ子、福士 剛、
小野寺 福雄
・司法書士 藤本 祥平

15

青森スポーツクリエイション
■お問合せ

☎017ー763ー0511

※３月にもワッツホーム戦の開催を予定しています。
傷者 435人 －118 3,291人 －702

あ と が き

69

10

ゲーム開始
１１月１５日
（土） 午後５時～
(８月31日現在)

ＶＳ大阪エヴェッサ
８月中 前年比 年間累計 前年比

またとない機会ですので、みなさま是非ご観覧ください。
県内の交通事故概況

福

第４期

お店も罰せられますので、「飲んだら乗

月 日 金( ～) 月 日 火( )
◆応募書類等
①入学願書 ②受検票
③届出書
④在学証明書
⑤小学６年生１学期または前期
通知表の両面の写し
◆選考日時
月 日 火(・祝 )
午前９時～午後２時 分
◆合格発表
月 日 金( )午前 時
生徒昇降口前に掲示
※合格者は受検票と印鑑を持参
してください。

●国民健康保険税

②入学検定受験票等

第３期

※この欄に載せたくない方は、
届出の時に、窓口に申し出て
ください。

●町県民税

)

第４期

きみ（

●後期高齢者医療保険料

町 安田

第４期

)

●介護保険料

１１月１６日
（日） 午後２時～
件数 331件 －98 2,660件 －592

88
82
82
85
101
71
102
88

青森ワッツ来たる！
納期限は10月31日(金)です

94
80
88
89
89

30

初！
町村で
10月の町税等の納期

緑

＋３

舘 對馬ハツヱ（

5,821世帯

福

世帯

を提供した人、さらにはお酒を提供した

【お問合せ】
附属中学校事務室
☎ ー２１５９

－８

人だけでなく、同乗者や車
17

10

14

第７回ふるさとあおもり
景観賞応募受付中

８月31日現在 前月比

とは悪質な犯罪となります。
◆募集期間
平成 年１月 日 土( ま)で
※最 優 秀 賞 の 応 募 者 に は ク オ
カード５０００円分を贈呈
詳しくは、町建設課建設係に
おいてあるチラシをご覧にな
るか「ふるさとあおもり景観
賞」を検索してください。

－５

15,634人

①入学願書

③児童調査書 ④健康診断書
⑤入学検定料振込領収書
◆選考日時
月６日 土( )午前９時 分
◆合格発表
月 日 水( )午後３時
【お問合せ】
附属小学校事務室
☎ ー７２０２
弘前大学教育学部附属中学校
◆募集人員
第１学年 １６５名 予(定 )
◆出願資格
①平成 年３月小学校卒業見込

－３

夏のイベントがすべて無事に終了し、秋の気配が感じられるように
なってきました。実り豊かな秋の味覚への期待で胸が膨らみます。食べ
すぎは健康によくないのですが、果たして自制できるのか…
(Ｓ)
28人 ＋ ２
２人 －１
死者

広報ふじさき
2014．10

21

8,318人

合計

女

7,316人
男
人口

酒運転は絶対にしないでください。
18

25

10

８月届出分

戸 籍 の 窓
町の人口と世帯数

また、車を運転している
23

お酒を飲んで運転するこ
21

36

26

10

21

30

11

11

31

10

10

11

27

11

11

12

運転
飲酒

NO!!
40

12

ら
飲んだ な
乗る
24

10

27

33

32

27

20

27

5

10

12

12
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お知らせ
(569－5010） ずーむ館（575－2288） 常盤生涯学習文化会館（565－3100） 町文化センター（575－3311）
役場（575－3111） 常盤出張所（565－2111） 上下水道課（575－6025） 教育委員会

information

藤崎町文化センター自主事業

沢田 知可子 コンサート
～聖夜のF u j i s a k iにエレガントな贈りもの～
泣ける名曲として有名な｢会いたい」などのヒット曲で知られる沢田知可子のコンサートが開催されます。
ゲストには、青森県在住シンガーソングライターの小山内創祐さんをお呼びしています。
友人やご家族で、ご一緒にお楽しみください。

日

会

時

場

チケット

26 12月 ７ 日 (日)

平成
年
開場 15：30

開演 16：00

藤崎町文化センター

大ホール

大人前売 3,000円（当日3,500円)
小人前売 1,500円（当日2,000円)
※小人は中学生以下

全席指定

藤崎町文化センター
10月15日(水) 発売開始予定
チケット販売
午前９時～午後５時
休館日 第３月曜日を除く月曜日・第３日曜日

青森県在住
シンガーソングライター

お問合せ

【司会】

横山

ひでき

藤崎町文化センター
TEL 75ー3311

よう！

を食べ
食、野菜

１日３

ふじ さ キ ッ チ ン

■お問合せ 福祉課健康係
( 内線 2122)

緑黄色野菜のかぼちゃは、βーカロテン ( ビタミンＡ ) が豊富なほか、ビタミンＥ、Ｃ、カルシウム、鉄などを含んだ野菜
です。特にβーカロテンには粘膜などの細胞を強化して、免疫力を高める働きがあります。さらに体内でビタミンＡに変わり、
活性酸素を減らす抗酸化作用もあります。
かぼちゃの旬は７月～ 12 月。収穫のピークは夏ですが、取れたてのものは甘味がなく、貯蔵することで甘味が増します。
そのため食べ頃は秋から冬にかけてです。そこで、今月はお砂糖は少しでも素材の優しい甘味でおいしくいただけるかぼちゃ
の煮物をご紹介します。

旬を味わう「かぼちゃといんげんの煮物」
■材料 ( ２人分 )
・かぼちゃ ( 皮付き ) 140g ・油揚げ ( 小揚 ) １枚 (20g)
・さやいんげん
30g ・だし汁
160ml
・砂糖
小さじ２(6g)
・しょうゆ
小さじ２弱 (10g)
■作り方
①かぼちゃは一口大に切る。
②油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、小さい三角に切る。
③さやいんげんはゆでて水にとり、３㎝の長さに切る。
④鍋にだし汁を温め、かぼちゃを入れて３～４分煮、調味料と油揚げ
を入れてやわらかくなるまで煮る。
⑤④にゆでたいんげんを加えて一煮したらできあがり！

広報ふじさきに関するご意見・ご要望は、企画財政課企画係までお寄せください。
■編集・発行 藤崎町役場企画財政課企画係 〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１
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