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ごみについてお知らせします

平成25年度「私立幼稚園就園奨励費補助金事業」について

～皆さまへお願い～

私立幼稚園に在園する幼児がいる世帯に対し、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
行っています。

☆ごみの収集について
農業用資材は収集していませんので、処分についてはＪＡ等にご
相談ください。
※「農業用資材」とは、苗箱やビニールなどの農業に使用した資材の
ことです。
☆野焼きは絶対にやめましょう
日常生活で発生するごみをドラム缶などで焼却し、その際発生す
る煙や臭いに対する苦情が寄せられています。周辺住民への迷惑は
もちろん、ダイオキシンの問題により人体へも多大な影響をもたら
しますので、絶対に「野焼き」を行わないようお願いします。
※「野焼き」とは、ドラム缶による焼却や、空き地、川べりなどでの
適切な焼却設備を使わない廃棄物の焼却のことです。
※野焼きをした場合、５年以下の懲役または1,000万円(法人は１億
円)以下の罰金に処せられます。

～常盤地区の皆さまへお願い～

☆対象幼児 私立幼稚園に在園する幼児
☆対象世帯
①町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯
※所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の税額を
用いて決定します。
②生活保護を受けている世帯
③同一世帯から３人以上就園している世帯
☆申請方法
各私立幼稚園または町教育委員会学務課にある申請書類に必要事項
を記入し、７月１日(月)までに各私立幼稚園に提出してください。
☆お問合せ

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)
☎69－5010

りんご箱やコンテナ等の中に色々なごみを入れ、粗大ごみとして出
している方が見受けられます。この場合、混合ごみとなりますので収
集することができません。箱は箱、中のごみも可燃と不燃に分別して、
所得税の予定納税(第１期分)について
指定の袋に入れてから出すようお願いします。
また、掃除機は粗大ごみではなく、分解して不燃ごみとしてから、
予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送
指定の袋に入れて出すようお願いします。
付されます。納付期間は７月１日(月)～31日(水)です。
納付には、便利な振替納税をご利用ください。(振替納税を利用し
☆お問合せ 住民課環境係(内線2137)
ている方は、納期限(７月31日(水))に指定の金融機関口座から自動的
に納付されます。)
減額申請をする場合は、７月16日(火)までに「予定納税額の減額申
愛犬家の皆さまへ
請書」を提出してください。
詳しい手続きについては、国税庁ホームページ(http://www.nta.
最近、犬のフンによる苦情が多数寄せられています。フンは、飼い
go.jp/)をご覧ください。
主が責任を持って必ず持ち帰りましょう！
その他、次の３つの項目についても守りましょう。
☆お問合せ 黒石税務署 ☎52－4111(代表)
１．犬の放し飼いはやめましょう。
２．登録・注射を忘れずに行いましょう。
３．適正な繁殖制限をしましょう。
☆お問合せ

住民課環境係(内線2137)

第９回藤崎町民ゴルフ大会を開催します
ゴルファーの親睦を深めるコンペです。商品も豪華にご用意してい
ますので、お仲間を誘い合ってどしどし参加してください。
☆日
時 ７月７日(日) 午前８時30分～
☆会
場 青森ロイヤルゴルフクラブ
☆競技方法 Ｗペリア他ローカルルール適用
☆参加資格 町民または町内に勤務する方
☆費
用
○プレー代(ビジター) 8,000円(セルフ・乗用カート・昼食付)
※キャディ希望の方は、お申込み時にお知らせください。
○参 加 費 協会員4,000円、一般5,000円(賞品代、懇親会費含む)
☆表彰式ならびに懇親会
町文化センター(プレー終了後、午後６時予定)
☆申込締切 ６月24日(月)
☆今後の予定
○９月８日(日)…板柳町・鶴田町・藤崎町町民対抗ゴルフ大会
(ナクア白神ゴルフコース)
○10月２日(水)…協会親睦コンペ(びわの平ゴルフ倶楽部)

情報公開制度について
情報公開は、町が保管している情報(行政文書)を町民の皆さんから
の請求により公開(開示)する制度です。
これは、町民参加の行政を促進し、町政に対する住民の理解と信頼
を深めることを目的に実施しています。

公開(開示)請求は総務課へ
公開(開示)の請求は、総務課にある「行政文書開示請求書」に住
所・氏名・請求する行政文書の名称などを記入し、提出してください。
また、閲覧のほかに写し(モノクロ１枚：10円、カラー１枚：50円)の
交付請求もできますので、詳しくは総務課行政係へお問合せください。
～平成24年度の公開(開示)請求等～
実施機関

請求件数

公開(開示)内容

町長部局

４件

公開１件、非公開１件、
不存在２件

町議会

０件

－

町教育委員会

０件

－

町選挙管理委員会

０件

－

町監査委員

０件

－

町農業委員会

０件

－

町固定資産評価審査委員会

０件

－

４件

公開１件、非公開１件、
不存在２件

計

※新規会員を募集中です。いつでも入会できます。
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎

☎75－3323

☆お問合せ

総務課行政係(内線2206、2207)

平成25年度「ながしこ」参加団体を募集します
藤崎町に長く伝えられている伝統行事「ながしこ」合同運行が今年
も開催されます。常盤公民館では、この「ながしこ」に参加したい町
内・各種団体を募集します。
☆運行日時 ８月11日(日) 午後２時～
☆運行コース 町役場周辺(予定)
☆申込期限 ６月28日(金)
☆申込・お問合せ

常盤公民館(常盤生涯学習文化会館内)
☎65－3100

農道用砕石を無料配布します
農道用砕石を無料配布しますので、ご希望の農道関係者の方は、申
込期限までにお申込みください。
なお、砕石はあくまで農道用のものであり、それ以外の目的でお申
込みすることは絶対しないようお願いします。
また、
「農地・水・環境向上対策」実施地区および農道舗装工事実
施路線、舗装工事計画のある路線は除きます。
農政課に設置している申込書に必要事項を記入のうえ、
農政課農村整備係まで直接お申込みください。
※電話でのお申込みは行っていません。
※砕石の配布は７月中旬を予定しており、改めてお知らせします。
☆申込期限 ７月５日(金)※期限厳守

「町民登山」参加者募集のお知らせ
☆と
き ７月21日(日)※雨天決行
☆集合場所 津軽みらい農協常盤支店、町役場
☆出発時間 午前７時に農協常盤支店を出発します。
☆参 加 料 2,000円(バス代、日帰り温泉(昼食付)、傷害保険料等)
☆行
程
農協常盤支店(午前７時出発)→町役場→アクアグリーンビレッジ
(入山拠点)→暗門大橋(入山)→暗門の滝(暗門の滝歩道)→白神館
(入浴、昼食)→物産センター西目屋→町役場→農協常盤支店(午後
５時到着)
※行程内の事故については、傷害保険の給付限度内の保証に限ります。
☆持 ち 物 雨具、軍手、入浴用具(シャンプー・リンスはあります。)
☆募集人員 先着40名
☆申込締切 ７月５日(金)
☆申 込 先
○津軽みらい農協グリーンセンター指導 今 65－3111
○常盤生涯学習文化会館
65－3100
○町文化センター
75－3311
☆お問合せ

ときわ山岳会・ときわ山野草会

三上

65－2008

☆申込方法

☆申込・お問合せ

農政課農村整備係(内線2242)

労働保険の年度更新を行っていただく時期となりました。今年度の
申告・納付期間は、７月10日(水)までですので、お早めにお近くの金
融機関または郵便局等で手続きしていただくようお願いします。
青森労働局総務部労働保険徴収室

☎017－734－4145

☆費
用
☆そ の 他

７月２日(火) 午後１時30分～午後4時
青森県観光物産館アスパム９階「津軽」
・
「南部」
(青森市安方一丁目１番40号)
県内の労働者、事業主
○公益委員(弁護士、大学教授等)
○労働者委員(労働組合役員等)
○使用者委員(会社経営者等)
無料
秘密厳守、事前予約可

時
所

☆お問合せ

青森県労働委員会事務局

☆対 象 者
☆委
員

不正改造は犯罪です！

017－734－9832

放送大学10月入学生を募集しています

自動車は、生活に欠かせない移動手段となっているのみならず、娯
楽の道具としても認識されており、様々な部品等が販売され、手軽に
取付等ができる状況にあります。しかしながら、灯火の色が不適切な
灯火器および回転灯等の取り付け、運転者席・助手席の窓ガラスへの
着色フィルムの貼り付け、タイヤ、ホイールの車体外へのはみ出しな
どの不正改造を施された車両が存在し、国民生活の安全・安心を脅か
していることが問題となっています。
国土交通省では、これら不正改造を排除し、車両の安全確保および
環境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、「不
正改造車を排除する運動」を全国的に展開しており、特に６月を強化
月間として重点的な取り組みを行っています。
皆さまもぜひ、この機会にどのような改造が不正改造になるのかに
ついて理解を深めていただき、その排除にご協力ください。
詳しい情報は、自動車点検整備推進協議会ホームページ(http://
www.tenken.seibi.com/)をご覧ください。また、不正改造車を見かけ
た際は、情報提供先まで情報をお寄せください。
☆お問合せ・情報提供先
○東北運輸局青森運輸支局 検査整備保安部門
○八戸自動車検査登録事務所

第１回労働相談会を開催します

個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件等に関するトラブル
について、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
☆日
☆場

平成25年度労働保険年度更新の手続きについて

☆お問合せ

平成25年度

017－739－1506
0178－20－3161

放送大学は、テレビ等の放送やインターネット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25年10月入学生を募集しています。詳しい資料を無料
で送付しますので、お気軽にお問い合せください。
☆募集学生の種類
○教養学部 ・科目履修生(６か月在学し、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か月在学し、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)
☆出願期間 ６月15日(土)～８月31日(土)
※インターネットでも出願受付を行っています。
☆資料請求・お問合せ
○放送大学青森学習センター 0172－38－0500
○八戸サテライトスペース
0178－70－1663
※放送大学ホームページ(http://www.ouj.ac.jp/)でも資料請求を受
付しています。

広報お知らせ号有料広告

特別養護老人ホームさんふじ
①募集人員 １名
②職
種 警備員
③雇用期間 １ヶ年(ただし更新あり)
④勤務時間および賃金
○宿直：毎隔日 午後５時～翌日午前９時
(日額)5,000円※深夜割増手当含む
○日直：毎週土、日いずれか１日※祝日交代勤務あり
午前８時30分～午後５時30分
(日額)5,000円

職 員 募 集

⑤社会保険 有り
⑥面接日時 ６月26日(水) 午前10時
⑦面接場所 特別養護老人ホームさんふじ
⑧応募締切 ６月25日(火)
※応募者は事前に連絡のうえ、履歴書を持参し、面接
においでください。
☆申込・お問合せ
特別養護老人ホームさんふじ 75ー3511

