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藤崎町企画財政課企画係
　75－3111(内線2224)

ごみの出し方のお願い
～カートリッジガスボンベやライターについて～

　最近ガスボンベやガスライターが原因と思われる車両火災が発生し
ています。次のことに気をつけて、不燃ごみに出すようにしてください。

①ガスボンベは必ず穴を開けてから不燃ごみに出しましょう。
②ガスライターも火災の原因になることから、ガスを使い切ってから
　不燃ごみに出しましょう。

※ガスライターは周囲に火の気がないことを確認し、輪ゴムや粘着力
　の強いテープでレバーを固定するなどしてガスを抜いてください。

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

ストップ　わら焼き！

　わら焼きの煙は道路の視界不良を引き起こし、重大な事故を招く原
因となります。また、目やのどを痛め、特に身体の弱い方や病気の方
に健康被害を及ぼすこととなります。その他、臭いの付着などによる
近隣世帯への迷惑や、延焼による消防出動があれば、緊急時の消防活
動にも支障をきたすなど、様々な影響を及ぼします。　
　わら焼きをやめ、稲わら収集の利用やすき込みを行うことで、周囲
の環境にも優しい米づくりをしましょう。

☆お問合せ　農政課農政係(内線2243、2244、2245)

平成25年度藤崎町成人式記念写真配布のお知らせ

　８月15日(木)に開催しました「平成25年度藤崎町成人式」の記念写
真を９月３日(火)から配布しています。
　写真は下記の場所にて配布しており、本人または代理の方でも受け
取ることができます。
　なお、受取期限は10月31日(木)までですので、受取忘れのないよう
お願いします。
※休館日等についてはご確認ください。

☆配布場所・お問合せ
　○藤崎地区　町文化センター　　　　75－3311
　○常盤地区　常盤生涯学習文化会館　65－3100

おまけ付商品券当選番号のお知らせ

　８月20日(火)の津軽花火大会会場で抽選を行った「おまけ付商品
券」の当選番号をお知らせします。

☆特　賞　1171
☆１　等　1209
☆２　等　0878、1014、2813、2933
☆３　等　0333、0389、0530、0953、1177、1489、1757、2151、
　　　　　2443、2506
☆４　等　0011、0134、0158、0310、0382、0561、0595、0622、
　　　　　0647、0682、0796、0883、0941、1040、1521、1721、
　　　　　2456、2282、2294、2768

※ご不明な点などがございましたら、お問合せ先までご連絡ください。

☆お問合せ
　○藤崎町商工会本所　　　75－2370
　○藤崎町商工会常盤支所　65－3044

下水道マスコット

キャラクター

「スイスイ」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　水が笑顔に　なれる道」
平成25年度　下水道推進標語

下水道への加

入、よろしく

お願いしま～

スイスイ！

平成25年住宅・土地統計調査が行われます

　今年の10月１日を期日として、５年に一度の「住宅・土地統計調
査」が行われます。
　この調査は全国約350万の世帯が対象となる、住宅・土地に関する
最も基本的な調査です。
　調査の対象となるお宅には、県知事から任命された調査員が調査票
を持ってお伺いしますので、調査票記入へのご協力をお願いします。
　調査結果は、国や地方公共団体の住生活における計画や空き屋対策
など、皆さまの暮らしに役立てられます。また、調査内容を統計の作
成以外の目的に使用することは一切ありませんので、安心してご回答
ください。

☆調査期日　平成25年10月１日(火)
☆調査内容　①住宅・敷地の広さや所有の関係
　　　　　　②居住している世帯に関すること
　　　　　　③住まいの設備状況や住環境　　　など

☆お問合せ　企画財政課企画係(内線2224)

むつ小川原地域・産業振興財団助成事業募集のお知らせ

　(公財)むつ小川原地域・産業振興財団は平成元年の設立以来、県内
各地の産業振興や地域づくりの取り組みに幅広く支援しています。
　平成26年度プロジェクト支援助成事業を次のとおり募集しています。

☆対象事業
　地域の活性化および産業の育成振興を図る次の事業です。
　①人材育成 ②技術開発 ③商品開発 ④市場・販路開拓
　⑤観光開発 ⑥環境整備 ⑦スポーツ・文化交流　など
☆助 成 金　事業費の５分の４以内
☆助成対象団体
　県内の市町村、産業団体、地域づくりグループ・組織など
☆募集期限　10月31日(木)(必着)
☆採択の合否　平成26年３月上旬に通知
☆応募方法等
　事業実施要望書に事業計画等を添えて申し込んでください。
　要望書の様式等については、下記までご相談ください。
　また、概要についてはホームページでご覧になれます。

☆応募先・お問合せ
　公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団
　〒030ー0861　青森市長島２丁目10－４(ヤマウビル７Ｆ)
　017ー773ー6222　ＦＡＸ017ー773ー6245
　ホームページ　http://www.jomon.ne.jp/~mozaidan/

水道工事は町指定店へ

　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。

☆新規の指定工事店
　○店　　名　さいとう住宅設備(平川市南田中村内９番地７)
　○代表取締役　齋藤　信夫
　○電話番号　070－5475－6049

☆お問合せ　上下水道課上下水道係　75－6025
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特別養護老人ホームさんふじ　　職 員 募 集
①ホーム入浴介助職員(募集１名、短時間勤務)　

　○勤務時間　午前８時30分～午後12時30分

　○休　　日　変則４週８休

　○賃　　金　日給3,000円

②ヘルパー(募集１名、短時間勤務)

　○勤務時間　正午～午後４時

　○休　　日　変則４週８休

　○賃　　金　日給3,000円

※ヘルパー２級以上の資格取得者が対象です。

～①、②共通事項～

○社会保険　労災、雇用保険加入

○雇用期間　６ヶ月(ただし更新あり)

○面接日時　９月27日(金)　午前10時

○面接場所　特別養護老人ホームさんふじ

○応募締切　９月26日(木)

※応募者は事前に連絡のうえ、履歴書および資格のコ　

　ピーを持参し、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

ママと食べよう！おいしい手作りおやつ

　子育て支援センターでは、今年も講師に小笠原雅子先生をお招きし
て「手作りおやつ講座」を開催します。
　たくさんのご参加をお待ちしています。

☆日　　時　10月11日(金)　午前10時～正午
☆場　　所　町文化センター「創作実習室」(託児室を設けます)
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆持 ち 物　エプロン、三角巾等
☆講　　師　小笠原　雅子先生
☆申込締切　10月４日(金)

☆申込・お問合せ　○藤崎保育所　　　　　　　75－3305
　　　　　　　　　○地域子育て支援センター　75－6131

第９回藤崎町民体育大会
「ソフトバレーボール大会」を開催します

☆日　　時　９月21日(土)
　　　　　　(受付)午後５時30分　(開会式)午後５時50分
☆場　　所　スポーツプラザ藤崎
☆参加資格　中学生以上の藤崎町民
☆チーム編成　○１チーム４～８名
　　　　　　○原則として町内会単位(混合チームも可)
☆試合方法　参加チーム数により、主催者・主管者が決定します。
☆申込方法　参加申込書に必要事項を記入し、９月20日(金)までにス
　　　　　　ポーツプラザ藤崎までお申込みください。
※開催要項・参加申込書は各行政連絡員に送付しています。

☆申込・お問合せ　スポーツプラザ藤崎　75－3323

無料相談を実施しています

　青森県最低賃金総合相談支援センターでは、最低賃金の引き上げに
取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するため、経営改善に伴う賃
金制度・労働時間制度、労働安全衛生管理体制などの見直しに関する
お悩みについて、無料相談を実施しています。
　専門のコーディネーターを配置していますので、お気軽にご相談く
ださい。

☆相談日時　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
　　　　　　(土・日・祝日および12月28日～１月５日は除く)
☆相談内容参考
　○生産効率を上げるため、労働時間を見直したい。
　○賃金制度を見直したい。
　○就業規則を見直し、整備したい。
　○労働安全衛生体制をしっかりしたい。
　○各種助成金を活用したい。
　○その他、経営・労務管理について相談したい。など
☆無料相談・支援事業
　○電話および面談等による相談事業
　○養成による専門家派遣事業
　○労務管理・賃金制度等説明会開催事業　

　なお、出張相談も実施していますので、詳しい内容についてはお問
合せ先までご連絡ください。

☆お問合せ　
　青森県最低賃金総合相談支援センター　017－777－4686

愛犬家のみなさんへ
～飼い犬の狂犬病予防注射と登録を忘れずに～

　犬を飼っている方は、その登録と毎年１回の狂犬病予防注射を行わ

なければなりません。

　平成25年度(秋季)の狂犬病予防注射を下記のとおり実施しますの

で、この機会をご利用ください。

☆集合予防注射料金　3,000円

　(内訳：注射料金2,450円＋狂犬病予防注射済票交付手数料550円)

※新規登録の場合は、注射料金に加えて登録料3,000円が必要です。

※個別に動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医が発行した狂犬病

　予防注射済証を役場へ持参し、狂犬病予防注射済票(交付手数料550

　円)の交付を受けてください。

※犬の死亡(鑑札と狂犬病予防注射票を持参)、転入・転出または町内

　での住所変更や飼い主の変更があった場合は、住民課環境係まで届

　出してください。

☆実施場所

○10月３日(木)【藤崎地区】

時　間 場　所

９:00 ～ ９:15  藤越研修集会所前

９:25 ～ ９:30  農協りんごセンター前

９:35 ～ ９:40  旧藤崎町役場跡

９:50 ～ ９:55  白子研修集会所前

10:05 ～ 10:15  ふれあいずーむ館前

10:25 ～ 10:30  林崎研修集会所前

10:40 ～ 10:45  西中野目生活改善センター前

10:55 ～ 11:00  下俵舛地区コミュニティ消防センター前

11:10 ～ 11:15  中島集会所前

11:20 ～ 11:25  ふれあい健康センター前(矢沢)

11:30 ～ 11:45  役場裏

・10月４日(金)【常盤地区】

時　間 場　所

９:00 ～ ９:05  常盤老人福祉センター前

９:15 ～ ９:20  若松転作研修館前

９:30 ～ ９:35  榊公民館前

９:45 ～ ９:50  亀田地区交流センター前

10:00 ～ 10:05  福左内公民館前

10:15 ～ 10:20  水木地区ふるさとセンター前

10:30 ～ 10:35  富柳老人憩の家前

10:45 ～ 10:50  福舘地区コミュニティ消防センター前

11:00 ～ 11:05  久井名舘地区コミュニティ消防センター前

11:15 ～ 11:20  徳下バス停前

11:25 ～ 11:30  三ツ屋老人憩の家前

11:35 ～ 11:40  福島公民館前

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

ペットの管理は飼い主の義務です
次のことに注意しましょう

①犬の放し飼いは絶対にしないでください。

②犬を屋外で運動させる場合は、必ずふんの後始末をしましょう。

③犬のおしっこはペットボトル等で水をかけるなどして薄めましょ

　う。

④犬や猫の適正な繁殖制限をしましょう。


