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藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

ふじさき地域活性化助成金(２次募集)
地域活性化に向けた新たな取り組みに助成します
藤崎町は「町民が主役の活力あるまちづくり」を目指しています。
町では、団体等が地域を元気にするための新たな活動に対し、助成
金を交付して支援することとしていますので奮ってご応募ください。
☆制 度 名 ふじさき地域活性化助成金
☆助成対象
○対象団体
３人以上で構成し、町内に事務所や活動場所がある団体
(ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)
※規約等を定め、予算・決算の管理を適切に行っていること
○対象事業
対象団体が主体的に企画・実施する事業で、地域課題の解決が図
られ、地域活性化の効果が目に見える取り組み
※先進的視点から新たに取り組むものを募集
例）地域交流のためのまつり開催、伝統の担い手育成、地域の魅力発掘
や普及宣伝のイベント、地域環境向上やエコ推進の研修会等
※新規事業または既存の事業に新たに加える取り組み
○対象経費
事業実施に直接必要と認められる経費
※飲食費・人件費・謝礼のうち団体の構成員に支払うものは除外
※旅費および備品は、その合計額が助成金額の50％以下とする
☆助成金額 助成対象経費の100％以内、上限25万円
☆応募方法 ７月14日(月)までに交付申請書等を提出
☆交付決定 ７月末日頃に審査結果をお知らせします。
※事業内容を審査し、１件の事業を助成事業とする見込みです。
※制度の詳細や必要書類等は、お問合せ先までご連絡いただくか、町
ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
☆応募先・お問合せ

企画財政課企画係(内線2223)

平成26年度エコ農業学校開催！参加者募集！
県では、環境にやさしい農業について詳しく知るための「エコ農業
学校」を開催します。関心のある方は是非ご参加ください。
☆第１回

・日
時 ６月30日(月)午後１時～午後３時30分
・場
所 青森県総合社会教育センター(青森市)
・内
容 健康な土づくりの講演
※参加者の申込締切は６月20日(金)です。
☆第２回 ・日
程 ７月22日(火)
・場
所 青森県産業技術センター野菜研究所(六戸町)
・内
容 野菜の病害虫防除技術の紹介、ほ場見学等
☆第３回 ・日
程 ８月26日(火)
・場
所 青森県産業技術センターりんご研究所(黒石市)
・内
容 果樹の病害虫防除技術の紹介、ほ場見学等
☆第４回 ・開催時期 １月下旬
・場
所 青森市内
・内
容 エコ農産物販店からの講演・実践者の事例紹介
※詳細は、県(http://www.pref.aomori.lg.jp/)または町ホームペー
ジ (http://www.town.fujisaki.lg.jp/)を確認するか、お問合せま
で ご連絡ください。
☆お問合せ

松くい虫被害の予防にご協力ください
松くい虫被害は、松が枯れてしまう伝染病で、もし県内でまん延する
と産業や経済、さらには自然景観や観光資源などにも影響を与えますが、
葉が黄色い松や、枯れた松を取り除くことで被害を防ぐ事が出来ます。
身の回りで枯れている松を見つけたら、役場農政課または中南地域県
民局地域農林水産部林業振興課、弘前地方森林組合までご連絡ください。
☆お問合せ

平成26年度「私立幼稚園就園奨励費補助金事業」について
私立幼稚園に在園する幼児がいる世帯に対し、入園料および保険料を所
得に応じて減免する「私立幼稚園就園奨励費補助金事業」を行っています。
☆対象幼児
☆対象世帯

私立幼稚園に在園する幼児
○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。
○生活保護を受けている世帯
○同一世帯から２人以上就園している世帯
○小学校１年生から３年生の兄姉を有し、就園している
第２子以降のいる世帯
※申請書類は各私立幼稚園または町教育委員会学務課にあります。
７月１日(火)までに、書類を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

ボクササイズ体験教室開催のお知らせ
音楽と共にパンチ等をする運動で、ダイエット効果などが期待できます。
☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆参 加 費
☆申込締切
☆準 備 物

７月４日(金)、11日(金) 午後７時～午後８時
スポーツプラザ藤崎 柔剣道室
藤崎町民並びに藤崎町に勤務している成人 先着15名
一般500円(会員300円)
６月29日(日)
室内用ズック、タオル、飲み物、動きやすい服装

☆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)
平成26年度

575-3323

県農林水産部食の安全・安心推進課環境農業グループ
☎017-734-9353

農政課農政係(内線2245)
中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 533-3857
弘前地方森林組合 528-3305

ふれあいずーむ館駐車場融雪設備工事のお知らせ
ふれあいずーむ館駐車場は、平成27年１月下旬まで融雪設備工事の
ため利用をできなくなります。
工事期間中は、藤崎小学校隣接の防災公園駐車場をご利用ください。
日頃より施設をご利用の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。
☆お問合せ

ふれあいずーむ館 575－2288
町教育委員会生涯学習課 565－3100

藤崎町商工会からのお知らせ
◎藤崎町おまけ付き商品券を発行します
☆販売期間 ７月27日(日)～(無くなり次第終了)
☆販売場所 藤崎町商工会、北常盤駅ぽっぽら(７月27日のみ)
☆有効期間 ８月１日(金)～12月31日(水)まで
☆商品券内容 ○１枚1,000円の商品券11枚を１セット10,000円で販売
○お一人様５セットまで(代理人による購入は不可)
○大型店・一般店共通で使用可能
◎藤崎町おまけ付き商品券「取扱加盟店」を募集します
☆募集期間 ６月16日(月)～６月30日(月)
☆受付場所 藤崎町商工会
※説明会を６月24日(火)午後１時30分から藤崎町商工会館で行います。
※詳細については、新聞折込チラシ等でお知らせします。
☆お問合せ

藤崎町商工会 575－2370

下水道推進標語

「げすいどう みずのみらいを まもるみち」
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
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」

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
①「プロが教えるかんたん楽しいエコクッキング教室」参加者募集
☆日
時 ７月５日(土) 午前９時30分～午後12時30分
☆定
員 20名(親子参加も可能。小学生以下は親の同伴が必要)
☆準 備 物 エプロン、ふきん、大きめの皿１枚、スープカップ１個、
おはし(必要に応じてスプーン等をお持ちください)、
お米一人あたり0.5合(３歳までのお子さんはお米不要)
②「牛乳パックのリサイクル オリジナルうちわ作り教室」参加者募集
☆日
時 ７月12日(土) 午前９時30分～午後12時30分
☆定
員 10名(親子参加も可能。小学生以下は親の同伴が必要)
☆準 備 物 うちわ１枚、タオル４枚、さらし布(20cm×30cm程度)、模様
を付ける道具(シール、色鉛筆など)、汚れてもいい服装
③「金魚ねぷた作り教室」参加者募集
☆日
時 ７月19日(土) 午前９時30分～午後３時
☆定
員 親子で10組(一家族１個までの制作)
☆準 備 物 昼食、細い筆(色付けに使用。筆の根本が２ミリ程度)、
作業しやすく汚れてもいい服装
※当施設での金魚ねぷた作り教室未経験の方が優先
①～③の共通事項
☆場
所 弘前地区環境整備センタープラザ棟
☆参 加 料 無料
☆申込受付 ①②６月21日(土)から ③７月５日(土)から
(受付時間午前９時～午後４時)
☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36－3388

アライグマ危険！防除と情報提供にご協力ください
農作物の食害、家屋への侵入、寄生虫や病気伝搬などの恐れがある
アライグマの数が近年急増しているため、町では捕獲・駆除を行って
います。
次のことに注意して、見かけたらお問合せまでご連絡ください。

一緒にリラックス！親子ヨガ
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆講
師
☆準 備 物
☆申込締切

７月３日(木) 午後10時30分～正午
地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
在宅の未就学児と保護者
安藤 奈津子先生
バスタオル、飲み物、動きやすい服装
６月27日(金)

☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター 575－6131
藤崎保育所 575－3305

水道料金等の改定について
消費税法等が改正され、平成26年４月１日から消費税率が引き上げ
られたことにより、当町におきましても水道料金等を改定しました。
改定した料金等の適用については、６月請求分からとなりますので、
ご使用されます皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
☆お問合せ

上下水道課総務経営係 575－6025

後期高齢者医療の障がい認定についてご案内します
一定の障がいのある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。
☆「一定程度の障がい」とは
○障害年金(１、２級)を受けている方
○身体障害者手帳(１～３級)をお持ちの方、手帳(４級)をお持ちの
方で音声機能または言語機能障害、下肢機能障害の一部の方
○愛護手帳(Ａ)をお持ちの方
○精神障害者保健福祉手帳(１、２級)をお持ちの方

また、後期高齢者医療の被保険者証の交付を受けると、現在加入して
いる医療保険(国民健康保険、社会保険等)を脱退する必要があります。
なお、後期高齢者医療制度に加入すると、お一人お一人に保険料を
☆危険性は？
納めていただくことになり、場合によっては負担が増えることもあり
○人を噛んだり、イヌやネコを襲うことがあります。
○アライグマが持っている病気が人にも感染する可能性があります。 ますので、制度加入についてはお問合せください。
☆お問合せ 住民課国保年金係(内線2133)
☆見かけたら？
○近寄らないで役場までご連絡ください。
○近寄ってきたら棒やホウキで追い払ってください。
藤崎町食育推進委員会の委員を募集します
○もし噛まれたら早めに病院へ行き、医師に相談してください。
☆身近に来ないようにするには？
○天井裏に入ったら、追い出してから侵入口を塞いでください。
○生ゴミやペットフードを外に放置しないでください。
☆お問合せ

○農作物被害の場合
○住宅被害の場合

農政課農政係(内線2245)
住民課環境係(内線2137)

平成26年度青森県介護支援専門員
実務研修受講試験案内
青森県介護支援専門員実務研修受講試験は、青森県知事の指定を受
け、次の要領で実施します。
☆日
☆会

時
場

10月26日(日) 午前10時
○青森会場 青森山田高等学校
○弘前会場 弘前医療福祉大学短期大学部/弘前学院大学
○八戸会場 八戸工業大学
☆受験資格 原則として、保健、医療、福祉の分野で通算５年(一部
10年)以上の実務経験を有する方
☆試験案内配布期間
６月19日(木)～７月18日(金) ※土、日、祝日を除きます。
☆試験案内配布場所
市町村および支所の介護保険担当課、市町村社会福祉協議会本所
および支所、県高齢福祉保険課、県社会福祉協議会
※郵送希望の場合、返信用封筒に郵便番号、住所、氏名、
「試験案内送付希
望」を明記し、240円分の切手を貼り、お問合せ先まで送付してください。
☆申込期間 ６月19日(木)～７月18日(金)※当日消印有効
☆申込方法 「試験案内」巻末の封筒を使用し、１通につき１名分を、
簡易書留郵便または持参で申込先まで提出してください。
☆受験手数料 7,700円
☆受験票発送 10月上旬
☆合否発表 12月10日(水) 午前８時30分
☆申込・お問合せ

社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材課
☎017－732ー4335

町では町民の皆さまと協働で食育推進の取り組みを行うため、町民
の代表となる委員を募集します。
☆募集要件

○町内に住所を有する20歳以上70歳未満の方
○委員として参画する意欲(食育や地産地消への関心)を
有し、会議に出席できる方
○町議会議員及び町職員でない方
☆募集人員 １名
☆委員の任期 嘱託の日から平成27年３月31日まで
☆募集期間 ７月14日(月)必着
☆会議の開催 年１、２回程度 ※会議は平日に開催します。
☆報
酬 会議１回の出席につき、4,900円支給します。
☆申込方法 農政課窓口にある申込書に必要事項を記入し、同課まで
お申込みください。
(応募多数の場合は選考となります。)
☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2241)

麻しん・風しんの予防接種はお済みですか？
麻しん・風しんは、春先から初夏にかけて多く見られますが、今年
は例年に比べ麻しんの感染者が多く、注意が必要です。
また、風しんは近年成人男性への感染が多く、また、抗体を持たない
妊娠中の女性が感染すると、赤ちゃんに障がいが起こる可能性がありま
す。妊娠中の女性は風しんの予防接種が出来ないので、周囲の方は予防
に努めてください。
◎麻しん・風しんを予防するために
１歳児および小学校入学前１年間の幼児は、麻しん・風しんの定期
予防接種対象者となります。できるだけ早めに接種しましょう。
◎風しんの予防接種の助成について
☆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住民
☆接種費用 自己負担なし(町が全額負担)
☆申込方法 福祉課健康係窓口に母子手帳持参のうえ、お申込みください。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係(内線2123)

