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藤崎町企画財政課企画係
　575－3111(内線2224)

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！

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)

「常盤村記念碑」除幕式のご案内について
　
　「常盤村記念碑」建立事業に伴い、多くの皆様方より温かい浄財をご寄
附いただき、誠にありがとうございました。(寄附金総額3,436,161円)
　つきましては、「常盤村記念碑」が藤崎町立常盤小学校敷地内に建
立され、その除幕式を次のとおり挙行する運びとなりました。
　参加を希望される方は、お申込みくださいますようお願いします。

☆日　　時　３月27日(金)　午前10時～
☆場　　所　藤崎町立常盤小学校敷地内　グラウンド付近
☆申込締切　３月25日(水)

☆申込・お問合せ　藤崎町社会福祉協議会　565－2056
　　　　　　　　　藤崎町常盤出張所　　　565－3111

藤崎町は誕生10周年を迎えます

　平成17年３月28日に旧藤崎町と旧常盤村が合併して新生「藤崎町」
が誕生し、平成27年３月28日に町誕生10周年を迎えます。
　この10年を節目とし、町民の皆さんと、これまでの10年間の歩みを
振り返り、築き上げてきたものをさらに強固にするとともに、町民の
一体感のさらなる醸成を図るため、記念式典を開催します。
　町民の皆さんのご参加をお願いします。

☆日　　時　４月29日(水・祝)　午前10時～(入場受付午前９時～)
☆場　　所　町文化センター「大ホール」(入場無料)
☆内　　容

　

内　　容 時　　間

オープニング
DVD上映
(平成17年に誕生した児童による

「人文字」の上映)
午前10時～午前10時５分

記念式典

・町民憲章唱和
・町長式辞、来賓祝辞
・花・木・鳥の制定
・名誉町民称号贈呈　など

午前10時５分～午前11時

記念祭
町民パフォーマンス
「誕生」・「現在」・「未来」

午前11時10分～
午前11時45分

エンディング
DVD上映
(合併10年間の軌跡のカット
 映像上映)

午前11時45分～
午前11時50分

☆お問合せ　総務課庶務係(内線2203、2204)

藤崎町こころの健康相談
　
　司法書士・保健師が、こころの悩みや多重債務などの相談を受け付
けています。相談は無料で秘密は厳守しますので、お気軽にご相談く
ださい。次年度の会場の日程については、次のとおりです。

☆平成27年度こころの健康相談日程

常盤老人福祉センター 藤崎老人福祉センター

４月 １日 15日
５月 20日
６月 ３日 17日
７月 １日 15日
８月 ５日 19日
９月 ２日 16日
10月 ７日 21日
11月 ４日 18日
12月 ２日 16日
１月 ６日 20日
２月 ３日 17日
３月 ２日 16日

※各会場とも午前９時～正午まで

☆お問合せ　福祉課健康係(内線2122)
　　　　　　藤崎町社会福祉協議会　565－2056

場所
月

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)

平成26年度常盤地区小中学校
教職員歓送迎会開催のご案内

　常盤小学校と明徳中学校の合同歓送迎会を次のとおり開催しますの

で、ぜひご参加くださるようお願いします。

　なお、教職員の転出入については新聞発表をご覧ください。

☆日　　時　３月29日(日)　午後１時

☆場　　所　津軽みらい農協常盤支店３階「大ホール」

☆会　　費　3,000円(当日、受付にて申し受けます)

☆そ の 他　参加申込は電話で、常盤小学校 教頭(白戸)、

　　　　　　明徳中学校 教頭(神田)までお願いします。

☆申込締切　３月26日(木)正午

　　　　　　※小・中学校の保護者の皆さんには、３月24日(火)頃に

　　　　　　　案内文書をお届けする予定です。

☆申込・お問合せ　常盤小学校 教頭(白戸)　565－2219

　　　　　　　　　明徳中学校 教頭(神田)　565－2218

平成27年度労働保険年度更新の手続について

　労働保険の年度更新(平成26年度確定保険料と平成27年度概算保険料
の申告・納付手続のことをいいます)を行っていただく時期となりました。
　平成27年度の申告・納付期間は、６月１日から７月10日までとなっていま
すので、お早めにお近くの金融機関・郵便局等で手続をお願いします。

☆お問合せ　青森労働局総務部労働保険徴収室　5017ー734ー4145



小学生～高校生のための夏休み海外研修交流プログラム
参加者募集のお知らせ

　公益財団法人国際青少年研修協会では、10コースの参加者を募集し
ています。体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国際性を養う
ことを目的に実施します。
　お一人で参加する方が７割以上で、初めて海外へ行かれる方が多
く、全国から参加するお友達との出会いも楽しみのひとつです。仲間
づくりの指導もありますので、安心してご参加いただけます。

☆内　　容　ホームステイ、ボランティア、文化交流、学校体験、
　　　　　　英語研修、地域見学、野外活動など
☆派 遣 先　アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、
　　　　　　サイパン、シンガポール、フィジー、フィリピン
☆日　　程　７月23日(木)～８月16日(日)のうち８～18日間　
☆対　　象　小学校３年生～高校３年生まで
☆説 明 会　全国15都市(５月下旬)※入場無料、予約不要
☆参 加 費　25万円～69万円
☆応募方法　(公財)国際青少年研修協会に資料(正式パンフレット、
　　　　　　参加申込書)をご請求のうえ、指定の参加申込書に必要
　　　　　　事項を記入し、同協会までご郵送ください。
☆応募締切　５月26日(火)および６月８日(月)

　日程、対象、参加費および応募締切については、事業により異なり
ます。その他詳しい内容については、(公財)国際青少年研修協会ホー
ムページ(http://www.kskk.or.jp/)をご覧ください。

☆応募・お問合せ・資料請求
　公益財団法人国際青少年研修協会　☎03－6417－9721

「多重債務相談窓口」のご案内

　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。相談員が借金の状況などを伺い、必要に応じて弁護士等の専門機

関に引継ぎを行います。相談は秘密厳守・無料ですので、お気軽にご

相談ください。

☆場　　所　青森合同庁舎３階　青森財務事務所
☆受　　付　月～金(土・日・祝日・年末年始除く)
　　　　　　午前８時～正午　午後１時～午後４時30分

☆お問合せ　東北財務局青森財務事務所理財課　☎017－774－6488

「相続・遺言のやさしいお話」開催のお知らせ
　
　相続登記は期限が定められていないため、一般に手続きが遅れがち
で、いざ売るという場合や担保に入れて融資を受けようとする場合な
どに支障を来すことがあります。長い間放置されてしまったことで、
時間も費用もかさむことがありますから、相続登記は早めに終わらせ
ておくことが重要です。さらに、登記の手続きも個々の事情によって
千差万別です。
　遺産相続でもめないためのアドバイスを、専門家が易しくお話しし
ます。

◎シンポジウム
☆日　　時　３月29日(日)　午後２時～午後３時45分(開場午後１時30分)
☆場　　所　ヒロロ４階　ホール
☆定　　員　300名(申込不要。当日先着順)
☆参 加 費　無料
☆内　　容　○午後２時～午後３時　講演
　　　　　　「遺言相続でもめないための創作落語」
　　　　　　　登壇者　三遊亭　白鳥師匠(落語家)
　　　　　　○午後３時～午後３時45分　トークセッション
　　　　　　「よくある相談や、知ってびっくり意外と知らない
　　　　　　　落とし穴とは!?」
　　　　　　　登壇者　青森県司法書士会会員

◎個別無料相談
☆日　　時　３月29日(日)　午後３時～午後５時(最終受付午後４時30分)
☆場　　所　ヒロロ３階多世代交流室
※応募が多数の場合には後日個別の事　務所での無料相談対応になる
　こともあります。

☆お問合せ　青森県司法書士会　5017ー776ー8398　　　　

国家公務員採用試験のお知らせ

　人事院では、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試

験)および一般職試験(大卒程度試験)を実施します。

　なお、申込みはインターネットにより行ってください。

☆総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)

　○インターネット申込受付期間　４月１日(水)午前９時～８日(水)(受信有効)

　○第１次試験　５月24日(日)

☆一般職試験(大卒程度試験)

　○インターネット申込受付期間　４月９日(木)午前９時～20日(月)(受信有効)

　○第１次試験　６月14日(日)

※申込方法や受験資格等の詳しい内容については、人事院ホームペー

ジまたはお問合せ先までご連絡ください。

☆申込・お問合せ

　人事院東北事務局第二課試験係　☎022ー221ー2022

　人事院ホームページ　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

東北栄養専門学校オープンキャンパスのお知らせ
　
　栄養士の養成学校「東北栄養専門学校」のオープンキャンパスを同
日２部制で開催しますので、興味のある方は是非ご参加ください。

☆日　　時　３月24日(火)　第１部　午後１時～午後３時　
　　　　　　　　　　　　　第２部　午後６時～午後８時
☆場　　所　東北栄養専門学校
☆内　　容　第１部　「栄養士になりきろう」～栄養指導体験～
　　　　　　　　　　　媒体を使って栄養について考えよう
　　　　　　第２部　「調理実習を体験してみませんか？」
　　　　　　　　　　　カロリーコントロール食①　～体重が気になる方～
　　　　　　　　　　　あなたのダイエットを楽しくしませんか
☆対　　象　男女不問　第１部　高校生、社会人入学希望者
　　　　　　　　　　　第２部　社会人入学希望者
☆定　　員　第１部　30名　第２部　20名　※定員になり次第締切
☆参 加 料　無料
☆持 ち 物　第１部　筆記用具　第２部　筆記用具、エプロン

☆申込・お問合せ　東北栄養専門学校　532ー6152
　　　　　　　　　メールアドレス　　ejimu@tcomp.ac.jp
　　　　　　　　　ホームページ　　　http://www.tcomp.ac.jp/eisen/

NTT東日本の電話帳を発行します

　ＮＴＴ東日本では、４月中に順次、新しい青森県版の電話帳を各ご
家庭や事業所へお届けします。現在お使いの電話帳は、お届けの際に
回収しますので配達員へお渡しください。回収した電話帳は、地球環
境保護や資源の有効活用のため、新しい電話帳の原材料となります。
　なお、ご不在等で配達員に電話帳を渡せなかった場合、「タウン
ページセンタ」までご連絡いただければ、後日、改めて回収にお伺い
します。

☆お問合せ　タウンページセンタ　50120ー506309
　　　　　　(平日　午前９時～午後５時)

定例労働相談会開催のお知らせ
　
　青森県労働委員会では、個々の労働者と事業主との間に生じた労働
条件等のトラブルに関する紛争の迅速かつ自主的な解決を促進するた
めの「あっせん」を行っており、その一環として、労働委員会委員に
よる労働相談会を開催していますので、職場のトラブルで悩んでいる
方は是非ご相談ください。

☆開催日・時間・場所

開　催　日 時　　間 場　　所

４月７日(火) 午後１時30分～午後３時30分
青森県労働委員会
(県庁向い みどりやビル７階)

５月12日(火) 午後１時30分～午後３時30分
青森県労働委員会
(県庁向い みどりやビル７階)

☆お問合せ　青森県労働委員会事務局　5017－734－9832　　　


