２０１４年（平成26年)

広報お知らせ号

１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)

藤崎町りんご共同防除組合連絡協議会よりお知らせ
～平成26年度コンフューザーＲ設置希望調査について～
近年、管内で問題となっている害虫のリンゴコカクモンハマキ・モ
モシンクイガ・ナシヒメシンクイに対応するため、当管内では交信か
く乱剤による一斉防除が実施していますが、地域ぐるみでの広域一斉
防除により一層高い効果を得られるため、平成26年度設置に向けて次
のとおり設置希望調査を行います。設置を希望される方は期日までに
お申込みください。
☆申込締切 １月29日(水)
☆提出書類 つがる弘前農協藤崎支店に設置しています。
☆経
費 定価5,600円(10a当たり)
☆助 成 金 現在のところ、町およびJA全農より助成予定です。
☆申込・お問合せ
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

りんご生産技術講習会を開催します
藤崎町のりんご生産者の技術向上を図るため、次のとおり講習会を
開催します。
高品質でおいしいりんごを生産するために、ぜひ受講しましょう。
☆りんご病害虫防除講習会
○日 時 １月28日(火) 午後１時30分～
○場 所 ふれあいずーむ館「ふれあいホール」
○内 容 ①平成26年産りんご病害虫防除の要点について
②藤崎町りんご減農薬栽培推進事業について
③平成26年産果樹共済加入促進について

豊かな老後を送るために、農業者年金に加入しましょう
☆農業に従事する人は広く加入できます(加入条件）
国民年金の第１号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳
未満の人(農地を持たない農業者や家族従事者も含む)であれば誰で
も加入できます。
☆保険料の額は自由に選択できます
毎月の保険料は２万円を基本に、最高６万７千円まで千円単位で
ご自身のライフプランに合わせ自由に選択できます。また、一度選
択した保険料の増額や減額の見直しもできます。
☆保険料に手厚い国庫補助(政策支援)があります
認定農業者で農業青色申告をしている等の一定要件を備えた意欲
のある担い手の方に対し、月額２万円の基本保険料のうち１万円、
６千円または４千円が国から補助されます。
※この場合、保険料は２万円で固定されます。
☆保険料は所得税の社会保険料控除の対象となります
農業者年金の保険料は、全額所得税の社会保険料控除の対象とな
り、受け取る年金についても公的年金等控除の対象となります。
また、積み立てられた保険料を農業者年金基金で運用した場合の
運用益も非課税です。(個人で運用した場合は課税されます。)
☆80歳までの保証が付いた終身年金です
年金は亡くなるまで受け取ることができます。もし仮に加入者や
受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80
歳までに受け取るはずの年金の現在価値相当額を、死亡一時金とし
て遺族の方が受け取ることができます。
☆脱退・加入は自由です
加入者はいつでも申し出をすることにより脱退することができま
す。また、いつでも加入することもできます。
※加入できる期間は60歳になる前の月までです。
ただし脱退した場合、脱退一時金は支給されません。納付した分
については将来、農業者老齢年金として受給することとなります。

☆りんご剪定技術講習会
○日 時 ２月４日(火) 午後１時30分～
○場 所 根子橋りんご冷蔵庫周辺園地(藤崎中央小学校南側)
○内 容 りんご普通樹およびわい化樹の整枝剪定技術の実地講習

☆確定拠出型で長期に安定した制度です
将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用
実績により受給額が決まる確定拠出型年金です。加入者や受給者の
数に影響されない安定した年金制度となっています。

☆女性を対象としたりんご剪定技術講習会
○日 時 ２月10日(月) 午後１時30分～
○場 所 根子橋りんご冷蔵庫周辺園地(藤崎中央小学校南側)
○内 容 りんご普通樹の整枝剪定技術の基礎的な内容に重点をお
いた実地講習(男性の受講も可)

※農業者年金の加入についてのお問合せは、町農業委員会やお近くの
ＪＡおよび農業委員へお気軽にご相談ください。
☆お問合せ

水道管の凍結にご用心

※各講習会とも申込み不要ですので、直接会場へお越しください。
☆お問合せ

気温がマイナス４度以下になると、水道管が凍結または破裂したり
することがあります。真冬日や長期間家を留守にするときは、こまめ
に水道の水抜きをして凍結を防止しましょう。

農政課農政係(内線2244)

津軽広域水道企業団 津軽事業部職員を募集します
☆試験職種 上級化学(大学卒業程度)
☆受験資格 昭和54年４月２日～平成４年４月１日までに生まれた者
☆採用予定人員 １名
☆試 験 日 ○第１次試験 ２月16日(日)
○第２次試験 ３月16日(日)
☆試験会場 弘前市民会館(第１次・第２次試験とも)
☆受験手続き
「受験申込書」に必要書類を添えて、１月31日(金)必着で津軽広域
水道企業団津軽事業部総務課まで提出してください。
※受験申込書は、津軽広域水道企業団ホームページ(http://www.
tusui.jp/)からダウンロードできます。
☆申込・お問合せ
津軽広域水道企業団津軽事業部総務課

町農業委員会(内線2145、2251）

52－6033

○水を抜くとき
水抜き栓を右に止まるまで回して閉めた後、蛇口を開けて水を抜き
ます。
○水を出すとき
蛇口を閉じ、水抜き栓を左に止まるまで回して開きます。
※水抜き栓が半開きになると漏水し、高額の料金を負担することに
なりますので、必ずきっちりと開閉してください。
○もしも凍結したら
蛇口を解放状態にしてタオル等をかぶせ、その上にゆっくりぬるい
お湯を繰り返しかけて溶かします。同時に部屋全体を暖めるとより
効果的です。
○凍結・破裂などの修理は藤崎町指定工事業者へ
無許可の業者に工事を依頼したため、思わぬトラブルが発生する
ケースがあります。凍結、破裂などの修理は最寄りの指定工事業
者へ依頼してください。
☆お問合せ

上下水道課上水道係

75ー6025

藤崎町入札参加資格審査申請書の提出について
☆受付期間

２月３日(月)～28日(金) 午前８時15分～午後５時
※土・日・祝日は除きます。

☆有効期間
○町内業者による建設工事
１年間(平成26年４月１日～平成27年３月31日)
※町内業者とは、藤崎町に実態のある支店および営業所等を有する
者とします。
○その他(町外建設工事、建設コンサルタント等、物品製造役務等)
２年間(平成26年４月１日～平成28年３月31日)
☆提出方法 郵送、持参どちらでも可(郵送は２月28日消印有効)
☆提出先・お問合せ
〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
藤崎町役場企画財政課管財係 75－3111(内線2212、2213)
※提出書類等の詳細については、町ホームページ(http://www.town.
fujisaki.lg.jp/)をご覧になるか、企画財政課管財係までお問合せ
ください。

平成26・27年度指名競争入札等参加資格
審査申請の定期受付を実施します
津軽広域水道企業団(津軽事業部・西北事業部)では、指名競争入札
等参加資格審査申請の定期受付を次のとおり実施します。
☆対
象
津軽広域水道企業団が発注する次の①～④の業務の指名競争入札等
に参加しようとする者および随意契約の方法により契約の締結を希
望する者
①建設工事の請負業務
②測量・設計などの建設関連業務
③製造の請負・物件の買入・その他の業務
④業務委託
☆受付期間 ２月28日(金)まで ※土・日・祝日を除きます。
午前９時～午後４時
☆有効期間 ２年間(平成26年８月１日～平成28年７月31日)
☆提出書類 ①建設工事の請負業務………………………企業団様式他
②測量・設計などの建設関連業務…………企業団様式他
③製造の請負・物件の買入・その他の業務…企業団様式他
④業務委託……………………………………企業団様式他
※企業団様式は津軽広域水道企業団ホームぺージ(http://www.
tusui.jp/)からダウンロードすることができます。また、書類は
フラットファイル(Ａ４判Ｓ型)につづり、表紙と背表紙に会社名
を記入してください。
☆提出方法 持参、郵送どちらでも可
※受付票が必要な場合は持参してください。
※郵送の場合は返信用封筒(切手貼付、返送先記入済のも
の)を同封してください。
☆そ の 他 受付期間終了後は、一切受付しません。
☆提出先・お問合せ
津軽広域水道企業団
○津軽事業部総務課
〒036－0342 黒石市大字石名坂字姥懐２ 0172－52－6033
○西北事業部総務課
〒038－3196 つがる市柏桑野木田福井20－４ 0173－25－2711

多重債務相談窓口のご案内について
東北財務局青森財務事務所では、多重債務相談窓口を設置していま
す。相談は無料で、秘密厳守ですのでお気軽にご相談ください。
☆相談専用電話 017－774－6488
☆相談場所 青森財務事務所
☆受付時間 月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
※土・日・祝日・年末年始は除きます。
☆お問合せ

平成25年度

東北財務局青森財務事務所理財課

017－722－1463

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

「第９回藤崎町社会福祉大会」開催のお知らせ
☆日
☆会
☆日

時
場
程

２月15日(土) 午後０時30分開会
町文化センター「大ホール」
○正午～午後０時30分 受 付
○午後０時35分～午後１時35分
記念講演 講師 黒石八郎一座笑エンタープライズ
代表 黒石ナナ子氏
○午後１時40分～午後２時
ボランティア推進校福祉作文発表
○午後２時５分～午後２時25分
社会福祉協議会職員による寸劇
○午後２時35分～午後３時50分 式 典
２月６日(木)(一般参加者)

☆申込締切
☆申込方法
町内名、人数、送迎バス利用の有無をお知らせください。
なお、老人クラブ等の団体から申込みされる場合は、各団体長に参
加の有無をお知らせください。
☆そ の 他
・大会当日は、参加者全員に粗品を用意しますので、申込みの上
ご参加くださるようお願いします。
・大会当日は送迎バスを運行します。送迎時間については「ふじさき
社協だより２月号」または第９回藤崎町社会福祉大会ポスターに掲
載しますので、ご確認くださるようお願いします。
☆申込・お問合せ

○藤崎町社会福祉協議会
○藤崎老人福祉センター

65－2056
75ー3232

鬼は外！福は内！みんなで豆まき会
子育て支援センターでは、今年も保育所のお友だちと一緒に豆まき
会を開催します。
みんなの中にいる弱虫鬼、泣き虫鬼、寒がり鬼を「鬼は外！福は
内！」の元気な掛け声で退治しませんか？
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者

２月３日(月) 午前10時～正午
藤崎保育所 遊戯室
在宅の未就学児と保護者

※申込は不要です。
☆お問合せ

○地域子育て支援センター
○藤崎保育所

75－6131
75－3305

平成26年度 青森県立青森高等技術専門校
入校生の追加募集について
平成26年４月入校生の普通課程(若年者コース)の追加募集を次の
とおり実施します。
☆訓練科名および募集定員
○電気工学科
６名
○環境土木工学科 17名
☆訓練期間 両科とも２年(平成26年４月～平成28年３月)
☆応募資格 高等学校卒業者(見込み含む)または、同等以上の学力を
有する者
☆受付期間 ２月13日(木)まで
☆試 験 日 ２月20日(木)
☆お問合せ

○青森県立青森高等技術専門校
○最寄りのハローワーク

017－738－5727

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」

