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広報お知らせ号

１月15日発行
〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１

藤崎町企画財政課企画係
75－3111(内線2224)

「第８回藤崎町社会福祉大会」開催のお知らせ
☆日
☆会
☆日

時
場
程

豊かな老後を送るために、農業者年金に加入しましょう

２月16日(土) 午後０時30分開会
町文化センター「大ホール」
○正午～午後０時30分 受 付
○午後０時35分～午後１時35分
記念講演 講師 黒石八郎一座笑エンタープライズ
代表 黒石ナナ子氏
○午後１時40分～午後２時
ボランティア推進校福祉作文発表
○午後２時５分～午後２時25分
社会福祉協議会職員による寸劇
○午後２時35分～午後３時50分 式 典
※大会当日は、参加者全員に粗品を用意しますので、申込みの上ご参
加くださるようお願いします。

☆農業に従事する人は広く加入できます(加入条件）
国民年金の第１号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳
未満の人(農地を持たない農業者や家族従事者も含む)であれば誰で
も加入できます。

☆申込締切 ２月６日(水)(一般参加者)
☆申込方法
町内名、人数、送迎バス利用の有無をお知らせください。
なお、老人クラブ等の団体から申込みされる場合は、各団体長に参
加の有無をお知らせください。

☆保険料は所得税の社会保険料控除の対象となります
農業者年金の保険料は、全額所得税の社会保険料控除の対象とな
り、受け取る年金についても公的年金等控除の対象となります。
また、積み立てられた保険料を農業者年金基金で運用した場合の
運用益も非課税です。(個人で運用した場合は課税されます。)

※大会当日は送迎バスを運行します。送迎時間については「ふじさき
社協だより２月号」または第８回藤崎町社会福祉大会ポスターに掲
載しますので、ご確認くださるようお願いします。
☆申込・お問合せ

○藤崎町社会福祉協議会
○藤崎老人福祉センター

65－2056
75ー3232

婚活応援イベント「お見合い大作戦」を開催します
～新しい絆見つけませんか？～
「お見合い大作戦」は農業者の出会いを応援するパーティーです。農
業者の方や農業に興味のある女性の方々の参加をお待ちしています。
☆主
☆日

催
時

津軽南地区農業委員会連絡協議会
２月16日(土) 集合 午後６時30分 開始 午後７時
※午後６時30分よりオリエンテーションがあります。
☆場
所 シェ・タテヤマ(弘前市宮川３ー17ー１)
☆参 加 費 ○男 性 5,000円
○女 性 3,000円(２人目無料)
☆募集人数 40名(男女各20名)
※男性は独身農業者で、藤崎町、黒石市、平川市、大鰐町、田舎館
村在住の方に限らせていただきます。
☆申込締切 ２月１日(金) 午後５時まで
☆申込・お問合せ
黒石地区農村青少年連絡協議会事務局 52ー4335
(中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室黒石分室内)

農道にはみ出している枝等の伐採のお願い

☆保険料の額は自由に選択できます
毎月の保険料は２万円を基本に、最高６万７千円まで千円単位で
ご自身のライフプランに合わせ自由に選択できます。また、一度選
択した保険料の増額や減額の見直しもできます。
☆保険料に手厚い国庫補助(政策支援)があります
認定農業者で農業青色申告をしている等の一定要件を備えた意欲
のある担い手の方に対し、月額２万円の基本保険料のうち１万円、
６千円または４千円が国から補助されます。
※この場合、保険料は２万円で固定されます。

☆80歳までの保証が付いた終身年金です
年金は亡くなるまで受け取ることができます。もし仮に加入者や
受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80
歳までに受け取るはずの年金の現在価値相当額を、死亡一時金とし
て遺族の方が受け取ることができます。
☆任意による脱退は自由です
加入者はいつでも申し出をすることにより脱退することができま
す。またいつでも加入することもできます。
※加入できる期間は60歳になる前の月までです。
ただし脱退した場合、脱退一時金は支給されません。納付した分
については将来、農業者老齢年金として受給することとなります。
☆確定拠出型で長期に安定した制度です
将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用
実績により受給額が決まる確定拠出型年金です。加入者や受給者の
数に影響されない安定した年金制度となっています。
※農業者年金の加入についてのお問合せは、町農業委員会やお近くの
ＪＡ、および農業委員へお気軽にご相談ください。
☆お問合せ

町農業委員会(内線2145、2251）

藤崎町入札参加資格審査申請書の提出について
☆受付期間

２月１日(金)～28日(木）※土・日・祝日を除く
午前８時15分～午後５時

☆有効期間
○町内業者による建設工事(毎年更新)
１年間(平成25年４月１日～平成26年３月31日)
○その他(追加受付のみ)※昨年申請された方は、今回の提出は不要です。
１年間(平成25年４月１日～平成26年３月31日)
※町内業者とは、藤崎町に本店または実態のある支店および営業所等
を有する業者とします。
☆提出方法 郵送、持参どちらでも可(郵送は２月28日消印有効)

樹園地農道で枝等のはみ出している箇所が多く見られます。
☆提出先・お問合せ
そのまま放置していると除雪作業や農作業時の通行の妨げとなり、
〒038ー3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
非常に危険です。
藤崎町役場企画財政課管財係 ☎75ー3111(内線2212、2213)
はみ出している枝等は、剪定時に伐採していただくようお願いします。
☆お問合せ

農政課農村整備係(内線2242)

※提出書類等の詳細については、町ホームページをご覧になるか、企
画財政課管財係までお問合せください。

冬期間の水道メーターについてお知らせします

りんご生産技術講習会を開催します

☆冬期間の認定水量について
藤崎町のりんご生産者の技術向上を図るため、｢りんご病害虫防除
冬期間は、積雪により地下式水道メーターは検針ができませんので、 講習会」および「りんご剪定技術講習会」を下記により開催します。
高品質でおいしいりんごを生産するために、ぜひ受講しましょう。
１月～４月までの上下水道料金は認定水量で請求し、検針再開時(５
月請求分)で精算となります。金額については、平成24年12月25日付
☆りんご病害虫防除講習会
で送付した「冬期間の認定水量のお知らせ」でご確認ください。
○日 時 １月24日(木) 午後１時30分～
☆漏水にご注意ください
○場 所 藤崎町文化センター「多目的ホール」
○内 容 ①平成25年産りんご病害虫防除の要点について
冬期間の検針ができない期間に注意が必要なのは「漏水」です。メ
②藤崎町りんご減農薬栽培推進事業について
ーターの設置場所に目印を付け、冬期間中もこまめに確認することで
③平成25年産果樹共済加入促進について
漏水を早めに発見することができます。長い間漏水に気付かず、５月
の精算時に多額の請求となることが例年多くあります。
☆りんご剪定技術講習会
☆メーター付近の除雪にご協力ください
○日 時 ２月４日(月) 午後１時30分～
○場 所 竹原農道沿いりんご園(しらかば団地側から入ってすぐ)
地上式水道メーターは冬期間も検針します。メーター付近の雪は、
定期的に除雪して検針ができる状態にしていただくようご協力をお願
○内 容 りんご普通樹およびわい化樹の整枝剪定技術の実地講習
いします。
※両講習会とも申込み不要ですので、直接会場にお越しください。
※漏水等の修理は、町指定給水設備工事業者へご連絡ください。
☆お問合せ 農政課農政係(内線2244)
☆お問合せ 上下水道課 ☎75－6025

除排雪ボランティアを募集します
わくわく講座を開催します

～藤崎町ボランティア連絡協議会～

☆講座①「体がスッキリ☆元気になるハーモニー体操」
藤崎町ボランティア連絡協議会(事務局：町社会福祉協議会)では、
からだをゆるく動かすだけで、不調が治るという不思議な「ハーモ
一人暮らし高齢者などの除排雪困難世帯を対象にボランティア活動を
ニー体操」(ハーモニーとは協調のことです)。いろいろな筋肉が協
実施します。
力・協調して動くことで、特定の部分にかかる負担を減らし、日常生
除排雪作業は、本協議会への登録者・団体の協力により行います
活動作を改善して痛みを解消するハーモニー体操を試してみませんか。 が、登録されていない町民(個人・団体)の皆さんからも、ボランティ
ア支援員を募集しますので、ご協力いただける方は下記お問合せ先ま
○日
時 １月23日(水) 午前９時45分～午前11時30分
でご連絡くださるようお願いします。
○場
所 藤崎町文化センター「多目的ホール」
○講
師 フィットネスアドバイザー 三浦 和子氏
☆お問合せ ○町社会福祉協議会 ☎65－2056
○持 ち 物 タオル１枚
○福祉課福祉係(内線2115、2116)
※運動のできる服装でご参加ください。
○申込締切 １月22日(火)
☆講座②「健康食品との正しい付き合い方」
最近は、
“血圧に効く”、
“血糖に効く”、
“コレステロールに効く”な
ど様々な健康食品やサプリメントが身近にあります。
それらは薬や食品とどう違うのか、健康に役立てるにはどのように
用いると良いのかなどについて、一度、薬剤師の先生のお話を聞いて
みませんか。
○日
時
○場
所
○講
師
○申込締切

２月15日(金) 午後１時30分～午後３時
藤崎町文化センター「多目的ホール」
薬剤師 磯木 雄之輔氏
２月１日(金)

☆申込・お問合せ

福祉課健康係(内線2123)

鬼なんか怖くないよ！元気に豆まき会
暦の上ではもうすぐ春なのに、まだまだ寒い日が続きそうですね。
子育て支援センターでは、今年も保育所のお友達と一緒に豆まき会
を行います。泣き虫鬼に怒りんぼ鬼、病気の鬼などを元気に退治しま
せんか。
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日 時
☆場 所
☆対象者

２月１日(金) 午前10時～正午
藤崎保育所(遊戯室・子育て支援センター)
在宅の未就学児と保護者

平成25年度 弘前高等技術専門校入校生を募集します
☆募集科名・定員

○造園科 15名
○配管科 20名
☆応募資格 職業に必要な技能およびこれに関する知識を習得しよう
とする者
☆応募期間 １月10日(木)～２月14日(木)
☆応募方法 郵送、持参どちらでも可(郵送は２月14日消印有効)
☆試 験 日 ２月21日(木)
☆試験科目 面接および作文
☆試験場所 弘前高等技術専門校
※詳しくは、下記お問合せまでご連絡ください。
☆お問合せ
○弘前高等技術専門校 ☎32ー6805
○各公共職業安定所

相続登記の無料相談会を実施します
司法書士会では、毎年２月を「相続登記はお済みですか月間」とし
て、相続登記に関する無料相談会を実施しています。登記の手続きは
個々の事情によりさまざまですので、まずは専門家にご相談してみま
せんか。
☆相談内容
☆相談期間
☆相談場所
☆相談費用

相続登記
２月１日～28日(土・日・祝日は除く)
県内の各司法書士事務所
※事前に予約していただくようお願いします。
初回無料(２回目以降や具体的な手続きは有料です)

☆お問合せ

青森県司法書士会 ☎017ー776－8398

※申込締切はありません。
☆お問合せ

○藤崎保育所
○地域子育て支援センター

☎75－3305
☎75－6131

