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藤崎町企画財政課企画係
75－3111(内線2224)

「2014年版青森県民手帳」予約受付中です

健(検)診の自己負担額が安くなりました

10月中旬頃県内書店・コンビニなどで発売予定の2014年版青森県民
手帳について、町では予約購入の受付をしています。今回の予約分に
限り、定価よりお求めやすくなっておりますので、ご希望される方は
この機会にぜひご予約ください。

今年度から健(検)診の自己負担額が３分の１～半額程度安くなりま
した。これを機に健(検)診を受け、生活習慣病を予防し、将来の医療
費削減につなげましょう。
下記の指定医療機関に直接申込むことで健(検)診を受診することが
できます。

☆2014年版青森県民手帳(発行：青森県統計協会)
○大 き さ 縦15.0cm×横8.5cm
○表 紙 色 黒・緑・青・赤・ベージュ(全５色)
○予約価格 430円(定価500円)
○内
容 スケジュール帳、各種統計、市町村紹介記事など
☆予約受付場所 企画財政課企画係(電話での予約受付可)
☆予約受付締切 ８月26日(月)
※予約された商品は入荷次第ご連絡しますので、企画財政課企画係窓
口にて代金と引換えにお受け取りください。
☆予約受付・お問合せ

企画財政課企画係(内線2224)

町防災訓練を実施します
町では地震および水害が発生したという想定で、防災訓練を行いま
す。町民の皆さんにぜひ見学していただき、防災意識を高めてもらい
たいと思います。なお、当日は訓練の間、役場周辺で交通規制(下記
地図参照)が行われます。また、消防車両がサイレンを鳴らしたり発
煙筒を焚いて大量の煙を発生させたりしますので、火災と間違わない
よう、注意してください。
「災害に強い安全な町づくり」と「防災意識」を高めるために、町民
のみなさんの参加をお待ちしております。
☆日
☆場

時
所

８月25日(日)
町役場周辺

午前９時～11時

当日は交通規制が行われます
規制区間

☆健(検)診実施期間 平成26年２月28日(金)まで
☆健(検)診内容および自己負担額等
特定健診
医療機関での健診
腹部エコー 胃がん検診
(基本健診)
健(検)診料金(参考)
9,462円
5,000円
9,324円
課税世帯
500円
500円
非課税世帯
自己負担額
無料
生活保護世帯
無料
無料
70歳以上
30歳以上
(40歳以上～
対 象
75歳未満につ
30歳以上
いては町国保
加入者)
医療機関での健診
肺がん検診 大腸がん検診 前立腺がん検診
健(検)診料金(参考)
2,150円
1,806円
2,887円
課税世帯
250円
250円
250円
非課税世帯
自己負担額
無料
無料
無料
生活保護世帯
70歳以上
対 象
30歳以上
50歳以上
☆指定医療機関
○藤崎診療所
○せきばクリニック ○樽沢医院
75－4111
75－3020
89－7711
○ときわ会病院 ○常盤診療所
○むらさわ内科クリニック
65－3771
65－2210
75－6060
○健生病院
32－1171
※詳しくはお問合せ先までご連絡ください。
☆お問合せ

福祉課健康係(内線2121～2124、2503)

アライグマによる被害が発生しています！
☆内

容

☆お問合せ

①招集訓練・災害対策本部設置・情報伝達・応急対応訓練
(１)道路確保・救助救出訓練
(２)避難指示による町民避難訓練
(３)水防工法訓練
(４)給水および物資搬送訓練
②参加事業所および町民による初期消火訓練
③火災防ぎょ訓練
総務課防災係(内線2208、2209)

藤崎夏まつり協賛

県下登山ばやし藤崎大会を開催します
太鼓と笛の音が会場いっぱいに響く、迫力のある登山ばやしを聴く
ことができます。入場無料ですので、皆さまお誘い合わせのうえ、お
気軽にお越しください。
☆日
時 ８月20日(火) 午前11時～
☆場
所 町文化センター３階「多目的ホール」
☆入 場 料 無料
☆お問合せ

町文化センター

☎75－3311

近年、アライグマによる住宅被害や農作物被害が全国的に発生して
います。
元来、北米原産であるアライグマは日本にペットとして大量に持ち
込まれましたが、成長すると粗暴となるため、飼い主が遺棄したこと
などで野生化し、現在全国で生息が確認されており、住宅被害や農作
物被害等の拡大が大きな問題となっています。
住宅や農作物に対する被害を防止するため、情報をお寄せください。
☆アライグマの特徴
○体色は灰色から明るい茶褐色。
○成獣で中型犬くらいの大きさ。
○しっぽは25～30cmで、しま模様がある。
○ヒゲと耳のふちが白く、眉間に黒い筋がある。
○果物、野菜、魚、鳥、小動物など何でも食べ、
お菓子など甘いものも好む。
(生ゴミも食べます。)
☆注意点
アライグマは可愛く見えても野生動物です。感染症(狂犬病やアラ
イグマ回虫など)の保有動物であるため、餌付けをしたり、安易に近
づいたり、触らないようにしてください。また、
「特定外来生物」です
「飼育、運搬、屋外に放すこと」
ので、
が禁じられています。
☆お問合せ

○住宅被害
○農作物被害

住民課環境係(内線2137)
農政課農政係(内線2244)

体力測定＆軽スポーツ教室を開催します

平成26年度農業関係補助事業実施要望を受付します

あなたの体力年齢がすぐにわかります。また、続けて参加すると
体力アップの様子がわかります。

平成26年度に実施する農業関係補助事業の実施要望を受付します。
希望する方は下記によりお申込みください。

☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆申込締切

※申込は随時受付けます。また、当日参加も大歓迎です。

☆対象事業 現在、国、県、町が実施している農業関係の補助事業
①りんご果樹関係 改植、防風網、スピードスプレイヤー等
②野菜・花き関係 パイプハウス及び附帯施設、選別機、乾燥機等
③水稲・転作関係 水稲直播栽培用機械、栽培管理用機械等
※その他農業機械を希望する場合は、農政課にご相談ください。
☆提出書類
①事業実施申込書
②積算資料(見積書、設計書等)
③実施場所等の図面 ④その他必要な書類
※事業実施申込書は、農政課に設置しています。
☆申込締切 ９月13日(金) ※締切厳守
☆申 込 先 農政課農政係
※一部事業については、各農協にお申込みいただく場合もあります。
詳細は農政課農政係までお問合せください。
☆留意事項
①今年度まで実施可能であった事業でも、平成26年度以降は実施し
ないか、または事業内容の大幅な変更等により要望どおり実施で
きなくなる場合があります。また、要望されても予算等の事情に
より事業量の調整を余儀なくされる場合もありますのでご了承く
ださい。
②補助率等各事業の詳細については、農政課までお問合せください。
③締切までに申込が間に合わない場合は必ず事前にご連絡ください。

☆申込・お問合せ

☆申込・お問合せ 農政課農政係(内線2243、2244、2245)

９月８日(日) 午前９時～正午
スポーツプラザ藤崎
町民並びに藤崎町に勤務している成人※先着30名
９月６日(金)

☆申込・お問合せ

ふじさきいきいきスポーツクラブ
(スポーツプラザ藤崎内)

75ー3323

ゴール目指してヨーイドン！楽しい運動会
藤崎保育所では今年も運動会を開催します。親子競技のプログラム
も用意してありますので、この機会に親子でスキンシップを図りなが
ら、楽しい運動会の雰囲気を味わってみませんか？
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時 ９月７日(土) 午前10時集合
☆場
所 藤崎保育所所庭(雨天時は藤崎小学校体育館で行います)
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者

○藤崎保育所
○地域子育て支援センター

75－3305
75－6131

風しんの予防接種費用を助成しています
近頃、風しんが流行しています。風しんは、免疫のない女性がかか
ると胎児に感染し、先天性風しん症候群の子どもが生まれる可能性が
あります。妊婦への感染を予防するためには、周囲の方の予防接種が
重要です。
☆対 象 者 風しんにかかったことがなく、予防接種を受けていない方
☆接種費用 自己負担なし(町が全額助成します。)
☆申込方法 母子手帳を持参のうえ、福祉課健康係窓口までお申込み
ください。
※母子手帳を紛失された方はご相談ください。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係(内線2123)

りんご研究所参観デーを開催します
☆日

時

９月４日(水) 午前９時～午後４時
９月５日(木) 午前９時～午後３時
りんご研究所(黒石市大字牡丹平字福民24)

☆場
所
☆内
容
①特設コーナー「世界のりんご品種」
②研究成果の資料展示・相談コーナー
③試験園地の説明
④りんご講演会(９月４日(水) 午前10時～午前11時30分)
・世界のりんご品種
・りんごの開花遅れとその後の生育
・りんご葉巻萎縮病の特徴と対策
・クワコナカイガラムシの生態と防除
⑤りんごの試食販売(９月５日(木) 午前10時～午後２時)
※無くなり次第、終了となります。
⑥りんご史料館の開放(「老いたるりんごの物語」油彩画展)
☆お問合せ
地方独立行政法人
52－2331
平成25年度

自動車事故被害者の救済制度のお知らせ
自動車事故で重度の後遺症が残った方や、亡くなられた方のご家族
を救済するため、下記の制度があります。
①交通遺児等育成資金貸付制度(無利子貸付)
☆貸付金額 一時金155,000円(貸付時)、月々20,000円(貸付期間中)
☆貸付要件 市町村民税が非課税または均等割のみ課税等
☆対 象 者 ０歳～中学３年生までのお子さん
☆利
子 無利子
☆返還方法 割賦による20年以内の均等払い
※高校や大学へ進学する場合は、返還の猶予があります。
②介護料支給制度
☆受給資格
自動車事故により、重度の後遺障害が残ったため、常時または随時
の介護を必要とする方
☆支給額 月額29,290円～136,880円
(障害の程度、介護に必要な費用に応じて支給します。)
☆お問合せ(①②とも)
自動車事故対策機構

青森支所 ☎017－739－0551

無料相談会を開催しています
青森県司法書士会では毎月第１、第３金曜日に無料相談会を開催し
ています。皆さま悩みごとなどがございましたら、お気軽にご相談く
ださい。なお、相談会は予約制ですので、事前に予約していただくよ
うお願いします。
☆開 催 日
☆開催場所
☆相 談 料
☆予約受付

毎月第１・第３金曜日 午後３時～午後６時
青森県司法書士会館(青森市長島三丁目５番16号)
初回無料(原則50分前後)
午前10時～午後４時(平日) 0120－940－230

☆お問合せ

青森県司法書士会 017－776－8398

青森県産業技術センターりんご研究所

下水道推進標語

「下水道

水が笑顔に

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

下水道への加

なれる道」

入、よろしく
お願いしま～
スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

