２０１３年（平成25年)

広報お知らせ号

２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)

藤崎町の農地賃借料情報についてお知らせします
平成24年１月～12月までに締結(公告)された農地の賃貸借における
賃借料水準(10ａ当たり)は、次のとおりとなっています。賃借をする
当事者双方が賃借料を決める際の参考としてご活用ください。
☆田(水稲)の部
締結(公告)された
地域名

平均額

最高額

最低額

データ数

藤崎町全域

16,500円

28,400円

10,000円

214

藤崎地域

18,600円

30,000円

10,000円

69

常盤地域

15,500円

24,400円

10,000円

145

締結(公告)された
地域名

平均額

最高額

最低額

データ数

藤崎町全域

10,900円

16,000円

10,000円

７

締結(公告)された
地域名

平均額

最高額

最低額

データ数

藤崎町全域

10,000円

10,000円

10,000円

５

☆畑(普通畑)の部

☆畑(リンゴ)の部

※データ数は、集計に用いた筆数です。
※金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
☆お問合せ

町農業委員会(内線2145、2251）

藤崎町りんご共同防除組合連絡協議会よりお知らせ
－平成25年度コンフューザーＲ設置希望調査について－
近年、問題となっているリンゴコカクモンハマキ・モモシンクイガ
などに対応するため、当管内では交信かく乱剤による一斉防除を実施
しています。地域ぐるみでの広域一斉防除により、一層高い効果が得
られます。本年度設置に向けて次のとおり設置希望調査を行いますの
で、多数お申込みくださるようお願いします。
☆申込方法
つがる弘前農協藤崎支店に設置している申込書に必要事項を記入の
うえ、２月25日(月)までに提出してください。
☆経
費 10ａ当たり 5,600円(定価)
☆助 成 金 藤崎町・ＪＡ全農より助成予定
☆申込・お問合せ

学力向上支援員・特別支援教育支援員を募集します
☆藤崎町学力向上支援員(パート)
○募集要件等 (資格)中学校英語または数学の教員免許所持者
○採用予定人員 若干名
○勤 務 内 容
・中学校で学力維持向上のために学習支援等を行う
・中学校の授業・行事等に合わせて基本的に週５日勤務(月～金曜日)
・おおむね午前８時～午後４時の間で１日４～７時間程度
(学校によっては午後６時程度までの放課後指導有り)
○勤 務 条 件 時給1,500円 ※公務災害補償のみあり
☆藤崎町特別支援教育支援員(パート)
○募集要件等
資格は特に必要としませんが、子どもの発達状況に応じて接するこ
とができる方
※小中学校教諭(または講師、支援員)・保育士・幼稚園教諭等の経
験のある方等優遇
○採用予定人員 若干名
○勤 務 内 容
・小中学校で特別な支援を必要とする児童に対して学習支援等を行う
・小中学校の授業・行事等に合わせて基本的に週５日勤務(月～金曜日)
・おおむね午前８時～午後４時の間で１日４～７時間程度
○勤 務 条 件 時給1,000円 ※公務災害補償のみあり
☆共通事項
○募集要件等
藤崎町または近隣市町村に住所を有し、健康で通勤可能な方
○採用予定日 平成25年４月１日
○採 用 期 間 平成25年４月１日～平成26年３月31日
○受 付 期 間 ２月15日(金)～３月８日(金)午前８時30分～午後５時
○申 込 方 法
市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を添付のうえ受付期間内に
教育委員会学務課へ提出してください。
※土・日・祝日の受付はできません。
※郵送の場合は３月８日(金)までの消印があるものを受付します。
○面接予定日 ３月下旬 常盤生涯学習文化会館内
(後日、本人に連絡します)
※採否は面接および履歴書の審査で決定し、直接本人に通知します。
☆お問合せ
〒038－1214

藤崎町大字常盤字三西田35番地１
(常盤生涯学習文化会館内)
藤崎町教育委員会学務課 ☎69－5010

藤崎町りんご共同防除組合連絡協議会事務局
つがる弘前農協藤崎支店 営農係 ☎75－3320

融雪資材購入費用の助成についてお知らせします
４月からごみの出し方が変わります
～藤崎・常盤両地区～
☆「小型電子機器」の無料回収ボックスを設置します。
○場 所 藤崎地区…町役場本庁舎内
常盤地区…コミュニティプラザぽっぽら(北常盤駅)
○品 目 投入口(250mm×150mm)に入るもの
～常盤地区～
☆名前札のないものは収集されなくなります。
木の枝や布団など、ひもで縛って出しているごみについて、名前を
書いた荷札や紙をつけて出していただくことになりました。
※大量に出すと収集できなくなるため、一度の収集につき一世帯５束まで
☆榊・亀田町内の燃やせないごみ収集日が変わります。
亀田町内
火曜日
☆お問合せ

榊町内
金曜日

住民課環境係(内線2137）

昨年末からの大雪により、りんご等果樹の枝折れや裂開による生産
への影響、また消雪の遅れによるにんにくの初期生育への影響等が懸
念されています。このため町では、農家が農地に散布するため購入す
る融雪資材の費用の一部を次のとおり助成することにしました。
☆対象農地
りんご等果樹栽培園地ほか、大雪により生産への影響が出ると見込
まれる農地
☆対象資材
農地の融雪を目的として販売されている散布用資材で、平成24年11
月１日～平成25年３月21日までに購入したもの
☆助成内容 １袋200円(10ａ当たり２袋を上限)
☆申込方法
役場農政課にある申込書に必要事項を記入し、３月15日(金)ま で
に提出してください。
※申込みの際は、①印鑑、購入資材の数量・金額等確認のために②納
品書または領収書、助成金振込先口座の確認のために③通帳をご持
参ください。
☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2244)

こんなことやってるんだね 藤崎のまちづくり

平成25年度の特定健診・がん検診の
申込みがはじまりました

～「まちづくり活動報告・交流会」を開催します～
藤崎町内では、いろいろな団体が地域を元気にするための活動を実
施しています。町やその他の財団助成金等を活用しながら今年度取り
組んだ成果を、それぞれの団体が発表し、意見交換して交流をいたし
ます。一般の方も参加できます。まちづくりに関心のある方のご来場
をお待ちしております。
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

３月６日(水) 午後６時～
ふれあいず～む館「ふれあい広場」
３月４日(月)

※活動発表および意見交換のあと、懇親会(会費2,000円予定)の開催
もございます。こちらの参加有無についても合わせてお知らせくだ
さい。
☆申込・お問合せ

企画財政課企画係(内線2223)

藤崎町民生きがいセミナー開催のお知らせ
フットセラピストの境江利子さんをお迎えして、体験を交えた温か
なお話と手指のストレッチなどの実習を行います。
☆日 時 ３月10日(日) 午前10時50分～午前11時50分
☆場 所 藤崎町文化センター 大ホール
☆対象者 藤崎町民
しょうがいがくしゅう
☆演 題 「心と身体のリラックス・笑街楽集しましょう」
☆講 師
境 江利子氏(JRFA公認フットセラピスト・あんよせらぴー主宰)
【プロフィール】
・自身のヘルニアをきっかけに、数年前から現在の活動を始める
・モットーは「地域に笑顔と元気を！」
・弘前市在住
☆入場料 無料(事前申込み不要)
☆お問合せ

藤崎町文化センター

75ー3311

平成24年分の申告・納付の期限等をお忘れなく
平成24年分の申告・納付の期限等は、それぞれ次のとおりです。
☆申告および納付の期限
○申告所得税および贈与税
○消費税および地方消費税
☆振替納税による振替日
○申告所得税
○消費税および地方消費税

３月15日(金)
４月１日(月)

黒石税務署

☆申込方法
申込用紙に必要事項を記入して、各町内の健康推進員または福祉課
健康係まで提出してください。
※申込用紙は健康推進員をとおして全戸配布しています。また、福祉
課健康係窓口にも設置していますのでご利用ください。
☆申込・お問合せ

52ー4111

凍結防止のために水道管の水抜きをしましょう
長期間の不在や厳しい寒さが予想されるときは、水道管の水抜きを
しましょう。

福祉課健康係(内線2121～2124)

国民年金保険料のご案内を民間委託しています
日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電
話・文書・戸別訪問による納付のご案内や免除等の申請手続きのご案
内を民間事業者へ委託しています。
《平成25年２月から》
ご案内させていただく民間事業者(弘前年金事務所管内)

(株)アイヴィジット
お問合せ先 ☎0120－185－056(架電時番号表示および受電)
☎0120－756－133(送付文書表示)
☎0120－967－444(戸別訪問資料表示)
※その他の地域を担当する民間事業者については、日本年金機構ホー
ムページ(http://www.nenkin.go.jp)またはお近くの年金事務所で
ご確認ください。
～振り込め詐欺などのご注意を！～
○民間事業者は、日本年金機構が発行した納付書により最寄りの金融
機関やコンビニエンスストアでのお支払いをご案内します。このた
め、銀行口座を指定してＡＴＭの操作により振り込みをお願いする
ことはありません。
○民間事業者が戸別訪問して保険料をお預かりする場合、顔写真入り
の納付督励員証明書(身分証)を提示し、日本年金機構が発行する納
付書をお持ちの方に限り、保険料をお預かりすることが可能となっ
ています。
※納付書をお持ちでない方から保険料をお預かりすることはありません。
☆お問合せ

４月22日(月)
４月24日(水)

期限を過ぎて申告をすると振替納税や延納制度が利用できなくなる
ほか、加算税がかかる場合があります。
また、期限を過ぎて納付をしたり、振替日に振替口座の残高不足等
で振替できなかった場合には、延納制度が利用できなくなるほか、延
滞税がかかる場合があります。
☆お問合せ

平成25年度は特定健診自己負担額が無料に、また各種がん検診も半
額になりました。
「病気の早期発見のため」だけではなく、
「自分の健康でいたいとい
う気持ちの確認のため」に、そして「家族のため」に受けましょう。

弘前年金事務所国民年金課

☎0172ー27ー1337

わらぞうり作り町民講座を開催します
☆日
時
☆場
所
☆参 加 費
☆講
師
☆申込締切
☆主

催

２月23日(土) 午前９時～午後３時
藤崎町年縄伝承館
材料費300円(わら、はなお代)
※当日持参してください。
常盤地区コミュニティ協議会 年縄部会
２月21日(木)
※先着20名とさせていただきます。
藤崎町年縄奉納行事伝承保存協会

※当日は肉汁を用意しますので、おにぎり等を持参してください。
☆申込・お問合せ
常盤地区コミュニティセンター事務局(担当

小野寺)

☎65－2959

☆水抜き方法
①蛇口を開く(ボイラーなどの場合は、お湯抜き栓を開く)
②水抜き栓を最後まできっちり閉める
☆凍結した場合
①蛇口にタオルなどを巻き、少しずつお湯をかける
②解凍されない場合は、町の指定給水装置工事業者へ依頼する

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。
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、
非常に危険です。
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

☆お問合せ

上下水道課

☎75－6025

農道にはみ出している枝等の伐採のお願い

農政課農村整備係(内線2242)

