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広報お知らせ号

３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)

平成24年分の申告・納付の期限等をお忘れなく

水道工事は町指定店へ

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。

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。

☆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)

☆新規の指定工事店
株式会社第一空調(弘前市大字石川字外坪81番地)
代表取締役 工藤 重義 ☎0172－29－1334

４月22日(月)
４月24日(水)

☆お問合せ

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

黒石税務署

52ー4111

平成24年度常盤地区小・中学校教職員
合同歓送迎会のご案内
常盤小学校、明徳中学校の合同歓送迎会を次のとおり開催いたしま
す。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
なお、転出入される教職員については、新聞発表をご覧ください。
☆日
☆場
☆会
☆申 込

時 ３月30日(土) 午後１時～
所 津軽みらい農協常盤支店３階「大ホール」
費 3,000円(当日、受付にて徴収いたします)
み 電話にて、常盤小学校教頭(芳賀)または明徳中学校教頭
(山本)へお申込みください。
☆申込締切 ３月27日(水) 正午
※小・中学校の保護者の方々には、３月25日(月)に２次案内をお届け
する予定です。
☆申込・お問合せ

○常盤小学校教頭(芳賀)
○明徳中学校教頭(山本)

65ー2219
65ー2218

平成25年度藤崎中央小学校PTA主催「歓送迎会」のご案内
藤崎中央小学校PTA主催による歓送迎会を次のとおり開催いたしま
す。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
なお、転出入される教職員については新聞発表等をご覧ください。
☆日
☆場
☆会
☆申 込

時 ４月20日(土) 午後５時～
所 町文化センター３階「多目的ホール」
費 3,500円
み ○在校生保護者は、会費を添えてお申込みください。
○卒業生保護者は、電話等でお申込みください。
(会費は当日、受付にて徴収いたします。)
☆申込締切 ４月12日(金)
※小・中学校の保護者の方々には、３月25日(月)に２次案内をお届け
する予定です。
☆申込・お問合せ

藤崎中央小学校教頭(對馬)

上下水道課上水道係

75ー6025

ウィー少年少女合唱団「春の音楽会」開催のお知らせ
町文化センターが小・中学生を対象に行っている合唱教室では、一
年間の練習の成果を皆さまに披露するため、春の音楽会を開催します。
ピアノ伴奏による素敵な歌声とミュージックベルの演奏をお届けし
ますので、皆さまお誘い合わせのうえご来場ください。
☆日 時
☆会 場
☆入場料
☆内 容
☆お問合せ

３月30日(土) 午後２時～午後３時
町文化センター「大ホール」
無料(事前申込み不要)
歌、ミュージックベルなど
町文化センター 75ー3311

平成25年度国家公務員「国税専門官採用試験｣
(大学卒業程度)のお知らせ
仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリ
ティーあふれる税務職員を募集しています。
国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担い、税務署等にお
いて、調査・徴収・検査や指導などを行う税のスペシャリストです。
☆第一次試験日 ６月９日(日)
☆受験資格
①昭和58年４月２日から平成４年４月１日生まれの者
②平成４年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
(１)大学を卒業した者および平成26年３月までに大学を卒業する
見込みの者
(２)人事院が(１)に掲げる者と同等の資格があると認める者
☆受験申込受付期間
①インターネット申込
４月１日(月)午前９時～11日(木)【受信有効】
②郵送・持参申込 ４月１日(月)・２日(火) 午前９時～午後５時
※郵送の場合は、通信日付印有効です。
☆受験申込書
①受験申込は、人事院あてに原則インターネットで申込みをする。
インターネット申込専用アドレス
(http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html)
②郵送または持参する場合は、最寄りの税務署、仙台国税局人事第
二課または人事院東北事務局へ受験申込書を請求する。
☆お問合せ
仙台国税局人事第二課試験研修係

022ー263ー1111(内線3236)

75ー3303

農道にはみ出している枝等の伐採のお願い
４月１日から夕方の時報が変更になります
(藤崎地区のみ)
☆時報
☆お問合せ

午後５時 → 午後６時

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。

総務課行政係(内線2206、2207)

☆お問合せ

農政課農村整備係(内線2242)

４月からごみの出し方が変わります

国家公務員採用試験のお知らせ

～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

人事院では、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試
験)及び一般職試験(大卒程度試験)を実施いたします。
なお、申込みはインターネットにより行ってください。

☆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

榊町内
金曜日

～藤崎・常盤両地区～
☆３月から小型家電の回収が始まりました
○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
デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯音楽プレーヤー、携帯ＤＶＤプレー
ヤー、携帯用ラジオ、小型ゲーム機(据置型・携帯型)、電子手帳、電子
辞書、ＩＣレコーダー、電卓、電話機、電子機器付属品(ＡＣアダプター、
コード)等
※これまでどおり、燃やせないごみとして小型家電を出すことも可能ですが、資源
化向上のため、小型家電リサイクルにご協力ください。

☆お問合せ

☆総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)
○インターネット申込受付期間 ４月１日(月)午前９時～８日(月)
○第１次試験 ４月28日(日)
☆一般職試験(大卒程度試験)
○インターネット申込受付期間
○第１次試験 ６月16日(日)

４月９日(火)午前９時～18日(木)

※インターネットによる申込みができない環境にある場合は、総合職
試験は３月11日～29日までに、一般職試験は３月21日～４月８日ま
でにお問合せ先までご連絡ください。
※詳しい内容については、人事院ホームページまたはお問合せ先まで
ご連絡ください。
☆申込・お問合せ
人事院東北事務局第二課試験係 ☎022ー221ー2022
人事院ホームページ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

住民課環境係(内線2137）

NTT東日本の電話帳を発行いたします
平成25年度東北地区国立大学法人等
職員統一採用試験のお知らせ
☆受験資格 昭和58年４月２日以降に生まれた者
☆試験区分
○事務系区分 事務、図書
○技術系区分 電気、機械、土木、建築、科学、物理、電子・情
報、資源工学、農学、林学、生物・生命科学
☆申込期間 ４月１日(月)～15日(月)
☆申込方法
東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会ホームページ上の
受験申込画面からお申込みください。
☆第１次試験 ５月19日(日)
○試験内容 教養試験(多肢選択式による筆記試験)
○試験地 弘前市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市
※受験に便利な１都市を選択
☆第１次試験合格者発表 ６月18日(火)
☆職員採用合同説明会 ６月22日(土)仙台、６月24日(月)盛岡
☆第２次試験 ７月１日(月)から開始
(東北地区国立大学法人等各機関で行います)
※詳しい内容については、東北地区国立大学法人等職員採用試験実施
委員会ホームページをご覧ください。
☆申込・お問合せ
東北地区国立大学法人等採用試験事務室 ☎022－217－5676
ホームページ http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shiken/

県の旅券窓口弘前分室を移転します
県では、旅券窓口弘前分室を平成25年７月から、現在の弘前合同庁
舎から弘前駅前「HIRORO(旧ジョッパル)」３階に移転し、新たに「弘
前パスポートセンター(仮称)」として業務を開始します。
詳しくは次のとおりです。
☆移転先

弘前駅前「HIRORO(旧ジョッパル)」３階
(弘前市大字駅前町９－20)
☆移転後の業務日
○月曜日～金曜日
○午前８時30分～午後５時15分
※土・日・祝日、年末年始(12月29日～１月３日)および振替休日と
なる月曜日はお休みです。
☆注意点
移転したのは弘前旅券窓口だけです。県内の他の旅券窓口について
は場所の変更はありません。
☆お問合せ

青森県県民生活文化課旅券グループ

017－734－9217

ＮＴＴ東日本では、４月中に順次、新しい青森県版の電話帳を各ご
家庭や事業所へお届けいたします。現在お使いの電話帳は、お届けの
際に回収いたしますので配達員へお渡しください。回収した電話帳
は、地球環境保護や資源の有効活用のため、新しい電話帳の原材料と
なります。
なお、ご不在等で配達員に電話帳を渡せなかった場合、「タウン
ページセンタ」までご連絡いただければ、後日、改めて回収にお伺い
いたします。
☆お問合せ

タウンページセンタ
0120ー506309
(平日 午前９時～午後５時)

平成25年度「教育・福祉・環境」助成金募集のお知らせ
公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、地域貢献を目的に
個人、団体、NPO法人、企業等に助成金の交付を行っています。
☆助成金額
☆対
象

必要費用以内で、100万円を限度
原則として１年以上の継続的、組織的活動実績のある個
人、団体、NPO法人、企業等

☆応募資格等
○青森県の自然、地域、生活文化、歴史、風土などの地域資源を活
用・創造する活動や、健康増進、医療、福祉、環境に関連する活
動を行うこと
○平成25年10月１日～平成26年９月30日までに実施する活動であること
○助成金給付後、活動・研究報告書を提出すること
※次の団体等は対象外とします。
・過去３年以内に当財団の助成金を受けた団体等
・政治活動または宗教活動を目的とする団体等
☆応募期間 ４月１日(月)～６月30日(日)
☆応募方法
ホームページ(http://www.michinoku-furusato.or.jp)から申請書
をダウンロードし、必要事項を記入して下記申込み先まで送付して
ください。
☆申込・お問合せ
公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局
☎017－774－1179

担当：佐藤・川村

お詫びと訂正
広報ふじさき３月号の「消防だより」の東消防署北分署電話番号に
誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(誤)東消防署北分署
(正)東消防署北分署

☎32－3333
☎75－3333

