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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　

「げすいどう みずのみらいを まもるみち」
平成26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！

「高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画(案)」
に関するパブリックコメントの実施について

　町では、高齢者の保健福祉施策や介護保険事業の充実を図るため、
平成27年度から29年度における高齢者福祉計画・第６期介護保険事業
計画の策定を進めております。
　この度、この計画案について広く町民の皆さまからご意見を募集します。

☆募集期間　２月16日(月)～２月25日(水)まで
☆計画(案)および意見書の設置場所
　　　　　　・藤崎町役場　福祉課介護保険係窓口　常盤出張所窓口
　　　　　　・藤崎町ホームページ(http://www.town.fujisaki. 
              lg.jp/)からダウンロードできます。
☆提出方法　意見書に住所、氏名、連絡先を記入のうえ、郵送(２月
　　　　　　25日(水)消印有効)、ファクシミリ、電子メール、直接
　　　　　　持参のいずれかの方法により提出してください。

郵送先
〒038ー3803　藤崎町大字西豊田一丁目１番地

　　　　　　 藤崎町福祉課介護保険係
ファクシミリ 50172ー75ー2515
電子メール kaigo@town.fujisaki.lg.jp

※ご意見等については、個人情報の取扱いに十分注意し、個人が特定
　できないようにし、ホームページ等で公表する予定です。
　なお、提出いただいたご意見等については、個別の回答はしません
　ので、あらかじめご了承ください。

☆お問合せ　福祉課介護保険係(内線2113)

「ケア帽子作り講習会」開催のお知らせ

☆日　　時　３月６日(金)　午後１時30分～午後３時
☆場　　所　町文化センター３階「多目的ホール」
☆内　　容　(講演)「乳がんを二度経験して」
　　　　　　　　ほほえみネットワーク会員　川嶋　トキノ氏
　　　　　　(講演および実習)「ケア帽子作りについて」
　　　　　　　　わた帽子の会　赤石　敏子氏
☆持 ち 物　フェイスタオル、裁縫道具
☆申込方法　３月２日(月)までに福祉課健康係までお申込みください。

☆申込・お問合せ　福祉課健康係(内線2121)

稲作農業の体質強化緊急対策事業の追加募集
　
　稲作農業の体質を強化するため、生産コストを低減する取組への支
援について、国が追加募集をすることとなりました。
　支援内容は次のとおりです。

☆対象作物　平成27年産主食用米
☆対 象 者　認定農業者等
☆助 成 額　１ha以上２ha未満の面積につき３万円
　　　　　　(１ha単位で増える毎に２万円)
　　　　　　※取組内容によって、金額が異なる場合があります。
☆取組内容　指定された取組メニューの実施による前年比２％のコス
　　　　　　ト削減等
☆申込期限　２月27日(金)
☆申 込 先　藤崎町農業再生協議会(藤崎町農政課内)
※対象者、助成金額や取組内容の詳細は、担当までお問合せください。
※この事業は、平成27年１月31日までを締切に募集した同名事業の追
　加募集です。

☆お問合せ　農政課農政係(内線2243、2244、2245)　　　　　

こんなことをやっています わが町のまちづくり
～「藤崎町まちづくり団体交流会」を開催します～

　藤崎町では、町内会やまちづくり団体が地域を元気にするための活

動の支援をしています。

　この度、各団体が今年度の活動内容について発表しながら交流し、

今後の活動がより発展することを目的に、「藤崎町まちづくり団体交

流会」を開催いたします。

　まちづくりに関心がある方のご来場をお待ちしております。

☆日　　時　３月４日(水)　午後６時

☆場　　所　ふれあいず～む館「ふれあい広場」

☆内　　容　各団体が今年度の活動について、ポスターセッションを

　　　　　　行います。

☆会　　費　１人2,000円　※当日会場にて申し受けます。

☆申込方法　電話にて申込先までご連絡ください。

☆申込締切　２月27日(金)

☆申込・お問合せ　企画財政課企画係(内線2223)

「ポスターセッション」とは…

壁またはホワイトボードなどに、報告書を並べて貼り出し、聞き手が

自分の報告書の前に立つたびに適宜説明を行う報告形式のこと。

みんなで　かだって　まちをつくる
「ふじさきまちづくり座談会」を開催します

　
　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。
これからの地域づくりには、住民の皆さまの主体的な行動が必要です。
　このたび、町長と自由な対話をもてる場として「ふじさきまちづく
り座談会」を開催します。これまでの藤崎町について、これからのま
ちづくりの進め方についてなど、皆様が日頃お考えになっている様々
な内容について、ざっくばらんにお話しください。多くの方のご参加
をお待ちしています。

☆日時・場所・対象地区

日　　時 会　　場 対象地区

２月16日(月)午後６時30分
水木地区ふるさと
センター

水木

２月17日(火)午後６時30分 福左内公民館 福左内
２月19日(木)午後６時30分 亀田地区交流センター 亀田
２月23日(月)午後６時30分 若松転作研修館 若松
２月25日(水)午後６時30分 新町集会所 新町、伝馬
２月27日(金)午後６時30分 舘川町集会所 舘川町、下町

※これまで未実施の地区については、平成27年度に開催予定です。

☆参加対象者　対象地区の町民
※事前の申込等は必要ありませんので、お気軽にご来場ください。

☆お問合せ　企画財政課企画係(内線2223)　　　　　

農道にはみ出している枝等の伐採のお願い

　樹園地農道で枝等のはみ出している箇所が多く見られます。
　そのまま放置していると除雪作業や農作業時の通行の妨げとなり、
非常に危険です。
　はみ出している枝等は、剪定時に伐採していただくようお願いします。

☆お問合せ　農政課農村整備係(内線2242)



講演会のお知らせ

　「19期県老連健康福祉大学ＯＢ会」設立総会に先立ち、記念講演が
行われます。どなたでも聴講できますので、ご来場ください。

☆日　　時　３月11日(水)　午後１時～午後２時30分
☆場　　所　町文化センター３階「多目的ホール」
☆講　　師　青森県立郷土館　学芸主幹　竹村　俊哉氏
☆演　　題　五能線の開業と沿線の人々

☆お問合せ　野呂達實　575－5775

もうすぐ春だね！ワクワクおはなし会
　
　地域子育て支援センターではわっこの会の皆さんによるおはなし会
を開催します。ワクワクしながら色々なおはなしを親子で一緒に楽し
みませんか？
　申込は随時受け付けていますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

☆日　　時　３月５日(木)　午前10時30分～正午
☆場　　所　藤崎町地域子育て支援センター
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆講　　師　わっこの会の皆さん

☆申込・お問合せ　○地域子育て支援センター　575ー6131
　　　　　　　　　○藤崎保育所　　　　　　　575ー3305

皆さんのご意見を教育行政に反映します

　町教育委員会では、住民の皆様の様々な意見を反映し、行政と住民
が一体となったまちづくりを進めていくために、町で設置している各
種委員会などの委員を公募します。
　今回公募する委員は次のとおりです。

藤崎町社会
教育委員

藤崎町文化
センター
運営委員会
委員

藤崎町
スポーツ
推進委員

常盤ふるさと
資料館あすか
管理運営
委員会委員

業務内容

町の社会教育
のあり方を協
議し、必要に
応じて意見を
述べるもので
す。

文化センター
の運営計画の
立案および実
施に関するこ
と、利用の普
及および推進
に関すること
を審議するも
のです。

スポーツの
実技指導、ス
ポーツ活動組
織の育成、ス
ポーツ行事ま
たは事業への
協力、スポー
ツ活動の啓発
等を行うもの
です。

資料館あすか
の運営計画の
立案および実
施に関するこ
と、利用の普
及および推進
に関すること
を審議するも
のです。

開催予定

・会議
　年３回程度
・研修等　随時

・会議
　年２回程度

・会議
　年４回程度
・実技指導等
　随時

・会議
　年２回程度

募集人数
２名
(委員総数
 12名以内)

２名
(委員総数
 12名以内)

２名
(委員総数
 15名以内)

２名
(委員総数
 10名以内)

共通応募資格
以外の条件

要請に応じて
いつでも実技
指導が可能な
方

☆委員任期　２年(平成27年４月１日～平成29年３月31日）
☆報　　酬　日額4,900円
☆共通応募事項　①平成27年４月１日現在で藤崎町に住所を有する20歳以
　　　　　　　上70歳未満の方
　　　　　　②委員として参画する意欲があり、会議に出席できる方
　　　　　　　(会議は平日の日中に開催の予定)
　　　　　　③国会議員、地方公共団体の議員および公務員(臨時職
　　　　　　　員を含む)でない方
　　　　　　④町の他の附属機関の公募による委員となっていない方
☆応募方法　町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)、藤
　　　　　　崎町文化センターまたは町ホームページから取得した応
　　　　　　募用紙に必要事項を記入のうえ、生涯学習課まで郵送　
　　　　　　(申込期限当日消印まで有効)もしくは直接お持ちくださ
　　　　　　い。なお、応募用紙は返却しません。
☆申込期限　３月６日(金)必着
☆選考方法等　提出された書類をもとに決定します。ただし、必要に応   
　　　　　　じて面接または抽選を行う場合もあります。選考結果は
　　　　　　応募者全員にお知らせします。

☆お問合せ　町教育委員会生涯学習課　565－3100

お詫びと訂正

　広報ふじさき２月号Ｐ18「町の人口と世帯数」の前月比に誤りがありました。
　お詫びして訂正いたします。

(誤)　男－12　女ー３　合計－15　世帯－２
(正)　男－７　女＋５　合計－２　世帯＋２

農地の貸し借りには農地中間管理事業を
ご活用ください

　農地中間管理機構(あおもり農林業支援センター)では、農地の合理化、
担い手への集積化を推進するため、農地中間管理事業を実施しています。
　契約は機構を通して行われ、賃料も機構を通してやり取りされるの
で安心です。
　さらに、農地の集積へつながる賃貸借契約には、賃料のほかに各種
協力金も支給されます。(支給には一定の要件があります)
「農地を手放したいけど相手が見つからない」「分散した農地を一か
所に集めたい」など、農地のことでお困りの方は、ぜひ農地中間管理
事業をご活用ください。

☆申込・お問合せ　農政課農政係(内線2243)

平成26年度 第９回藤崎町婦人会総会のお知らせ

　平成26年度第９回藤崎町婦人会総会を開催します。
　総会終了後は、黒石ナナ子氏による藤崎町民生きがいセミナーも開
催されますので、皆さまお誘い合わせのうえお越しください。

☆日　　時　３月８日(日)　(総会)午前９時30分 (講演会)午前10時50分
☆場　　所　町文化センター「大ホール」
☆内　　容　(講演)「輝く津軽の女性」
　　　　　　　　黒石　ナナ子氏(黒石市議会議員、黒石観光大使)

　婦人会では新会員を募集しています。婦人会加入をご希望の方は、
町文化センターまたは町教育委員会生涯学習課までお申込みください。

☆お問合せ　○町文化センター　　　　　575－3311
　　　　　　○町教育委員会生涯学習課　565－3100

「ふじりんごふるさと応援大使」

梅沢富美男劇団 藤崎町公演のお知らせ

　ふじりんごふるさと応援大使である梅沢富美男さんの劇団による
公演を今年も開催します。
　皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

☆日　　時　６月20日(土)、21日(日)
　　　　　　　・昼の部　(開演)正午　・夜の部　(開演)午後５時
　　　　　　※開場時間は、各回とも開演30分前です。
☆場　　所　町文化センター「大ホール」
☆内　　容　３部構成(約２時間30分)
　第１部　人情時代劇
　第２部　梅沢富美男オンステージ
　第３部　夢の舞踊絵巻

　チケットの販売方法等については、広報ふじさき３月号(３月１日
発行)でお知らせします。

☆お問合せ　○町教育委員会生涯学習課　565－3100
　　　　　　○町文化センター　　　　　575－3311

平成27年度学童保育事業について

　広報ふじさき２月号にて平成27年度の学童保育事業についてお知ら
せしましたが、その後一部に変更がありましたのでお知らせします。

(変更前)実施時間　平日：放課後～午後６時
　　　　　　　　　土曜日、休校日、長期休み：午前８時～午後６時
(変更後)実施時間　平日：放課後～午後７時
　　　　　　　　　土曜日、休校日、長期休み：午前８時～午後７時

☆お問合せ　住民課子育て支援係(内線2135、2136)


