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広報お知らせ号

〒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
575－3111(内線2224)

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

平成27年度青森県介護支援専門員
実務研修受講試験案内

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。
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
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。 け、次の要領で実施します。
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
☆日
時 10月11日(日) 午前10時
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
☆会
場 ○青森会場 東奥学園高等学校
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
○弘前会場 弘前医療福祉大学短期大学部
をお待ちしています。
弘前大学理工学部
○八戸会場
八戸市立根城中学校、八戸市立大館中学校
☆日時・場所・対象地区
※試験会場は、原則として受験申込書で希望した会場を指定します
日
時
会
場
対象地区
が、会場の収容人数の都合により、希望とは別の会場で受験して
葛野、東町
いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
藤崎町文化センター
西豊田一丁目
６月30日(火)午後６時30分
また、弘前および八戸会場については、会場となっている２か所
(３階・多目的ホール) 西豊田二丁目
のいずれかを選択することはできません。
西豊田三丁目
☆受験資格
保健、医療、福祉の分野で、原則として通算５年以上従
７月２日(木)午後６時30分 藤越研修集会所
藤越
事し、かつ900日以上の実務経験を有する方
７月６日(月)午後６時30分 常盤地区コミュニティ 常盤、西田
※詳しくは「試験案内」をご覧ください。
センター
小学校通り
☆解答免除の取扱いについて
７月７日(火)午後６時30分 榊公民館
榊
今年度の試験より、介護支援専門員の質の向上の観点から、解答
７月14日(火)午後６時30分 ふれあいずーむ館
本町、木挽町
(２階・視聴覚室)
朝日町、横町
免除の取扱いが廃止されますのでご留意ください。
☆試験案内配布期間
☆参加対象者 対象地区の町民
６月18日(木)～７月17日(金) ※土、日、祝日を除きます。
※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。
☆試験案内配布場所
☆お問合せ 企画財政課企画係(内線2223)
市町村の介護保険担当課、市町村社会福祉協議会および支所、
県高齢福祉保険課、県社会福祉協議会
返信用封筒(角型２号)に郵便番号、
住所、
氏名、
「試験案内送
※郵送希望の場合、
付希望」
を明記し、
250円分の切手を貼り、
お問合せ先まで送付してください。
農道用砕石配布についてのお知らせ
到着次第、試験案内を１冊送付します。なお、時間を要するため、
農道用砕石を無料配布しますので、希望する農道関係者の方は、期
受験申込受付期間を確認のうえ、余裕を持って手続してください。
日までにお申込みください。
☆申込期間 ６月18日(木)～７月17日(金)※当日消印有効
なお、砕石はあくまで農道用のものですので、決してそれ以外の目
☆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、
的で申し込むことのないようお願いします。
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。
また、
「多面的機能支払事業」実施地区および農道舗装工事実施路
ただし、持参の場合でも、提出時に申込内容の確認はで
線、舗装工事計画のある路線は除きます。
きませんので、あらかじめご了承ください。
☆申込期限 ７月１日(水) ※期限厳守
☆受験手数料 7,700円
☆申込方法 農政課農村整備係へ直接お申込みください。(電話申込は不可)
☆受験票発送 ９月下旬
※申込書は農政課に用意しています。
☆合否発表 12月10日(木) 午前10時予定
※配布時期(７月中旬予定)については、改めてお知らせします。
☆実務研修の予定
試験合格者を対象に実務研修を実施します。詳細は別途お知らせします。
☆申込・お問合せ 農政課農村整備係(内線2242)
①実施期間 平成28年１月～３月のうち７日間(前期５日、後期２日)
②実施会場 青森市、弘前市、八戸市の３会場、もしくは青森市、
八戸市の２会場で行います。

藤崎町食育推進協議会の委員を募集します

町では町民の皆さまと協働で食育推進のため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。
・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(食育や地産地消に関心のある方)
を有し、会議に出席できる方
・町議員および町職員でない方
※藤崎町附属機関等の公募委員の登用に関する要綱による
☆募集人数 １名
☆委員の任期 委嘱の日から平成28年３月31日まで
☆募集期限 ７月13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。
☆応募方法 申込は所定の用紙に記入のうえ、農政課までお申込みください。
なお、用紙は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)
または農政課に用意してあります。
応募多数の場合は、選考となりますのでご了承ください。

☆申込・お問合せ
〒030ー0822 青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ２階
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

☆募集要件

☆応募・お問合せ
平成27年度

農政課農政係(内線2245)

藤崎地区のみなさまへ
廃棄物処理施設使用許可証の発行について
弘前地区環境整備事務組合ごみ処理施設使用許可証の発行は、次の
ごみ処理施設において発行事務を行っています。
申請の際に、免許証および廃棄物を運搬する車の車検証が必要となります。
なお、住民課では許可証発行事務を行わなくなりましたので、ご理
解ご協力をお願いします。
・弘前地区環境整備センター
・南部清掃工場
☆お問合せ

弘前地区環境整備センター ☎36－3883

下水道推進標語

「忘れない 暮らしの下に
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

(弘前市大字町田字筒井６番地２)
(弘前市大字小金崎字川原田54)

下水道への加

下水道」

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」

藤崎町行財政改革推進委員会の委員を募集します
社会経済情勢の変化に対応した行財政運営の健全化、効率的な町政
の実現を推進するため、町「行財政改革大綱」の策定や行財政改革に
関することについて調査審議し、町長に意見を述べる藤崎町行財政改
革推進委員を募集します。
☆募集人数 ２名(委員総数15名以内)
☆委員の任期 ２年(平成27年７月11日～平成29年７月10日)
☆会議の開催 年２回程度(予定)
☆応募資格 ・平成27年７月11日現在で藤崎町に住所を有する20歳
以上70歳未満の方
・委員として参画する意欲があり、会議に出席できる方
(会議は平日の日中に開催予定)
・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
・町の他の附属機関の公募による委員となっていない方
☆報
酬 日額4,900円
☆応募方法 総務課または町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)
から取得した応募用紙に必要事項を記入のうえ、総務課
庶務係まで郵送(募集期限当日の消印まで有効)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。
☆募集期限 ６月30日(火)
☆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。
☆応募・お問合せ

総務課庶務係(内線2203)

小学生対象の津軽の「ものづくり」体験学習の参加者募集
津軽広域連合では、ふるさと「津軽」の文化について理解を深め、
未来に継承していく心を育むことを目的として、ねぷた灯籠、津軽塗
の箸の製作体験教室を開催します。
小学生の皆さんのご参加をお待ちしていますので、ぜひご応募ください。
☆開催日時

☆開催場所
☆応募方法

☆募集定員

☆申込締切

①「ねぷた灯籠づくり」体験学習
７月28日(火) 午後２時～午後４時
②「津軽塗箸づくり」体験学習
７月29日(水) 午後２時～午後４時
※参加料、材料費、お茶菓子代、ヒロロ駐車料金等は
すべて無料です。
①②ともヒロロスクエア３階健康ホール
郵便はがきまたは電子メールに、①希望する体験学習、
②住所、③氏名、④学年、⑤緊急の際に連絡のとれる
電話番号を明記してお申込みください。
※３年生以下の方は保護者の同伴が必要です。必ず保護
者の氏名等も記入してください。
※１回の応募で小学生２名までお申込みできますが、
２名の場合も①～⑤を全て記入してください。
①②とも小学生20名の合計40名
※津軽広域連合管内８市町村(弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、大鰐町、板柳町、田舎館村、西目屋村)に
住所を有する方が対象です。
※応募が定員を上回る場合は、抽選により決定します。
※抽選の結果は７月21日(火)の参加決定通知発送を
もって、発表に代えさせていただきます。
(落選者には通知しませんのでご注意ください。)
７月14日(火) ※当日消印有効

☆申込・お問合せ
〒036ー8003 弘前市大字駅前町９番地20
津軽広域連合「ものづくり」体験学習事業係 ☎31ー1201
電子メールアドレス tsugarukoiki09@hi-it.jp

入国警備官採用試験のお知らせ
☆受験資格
○警備官

①平成27年４月１日において高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から起算して５年を経過してい
ない方および平成28年３月までに高等学校または中等
教育学校を卒業見込みの方
②人事院が上記に準ずると認める方
○警備官 昭和50年４月２日以降に生まれた方(上記①に規定する
(社会人) 期間を経過した方および人事院がそれに準ずると認める
方に限ります。)
☆受付期間 ○インターネット ７月21日(火)午前９時～７月30日(木)
○郵送または持参 ７月21日(火)～７月23日(木)
※できるだけインターネットを利用してください。
☆第１次試験 ９月27日(日)
☆第1次試験合格発表 10月14日(水)
☆第２次試験 10月27日(火)～10月29日(木)
☆最終合格発表 11月24日(火)
☆お問合せ

法務省仙台入国管理局総務課
人事担当 上石、赤井、三塚 ☎022ー256ー6076

弘前高等技術専門校公開のご案内
☆期
日
☆場
所
☆内容・定員

７月25日(土)
青森県立弘前高等技術専門校
一日技能教室
午前10時～正午、午後１時30分～午後３時30分
①ホバークラフト製作
午前20名 午後20名
②手づくり木箱製作
午前20名 午後20名
③ペットボトル温度計製作 午前10名 午後10名
④苔玉製作
午前15名 午後15名
☆参 加 料 無料 ※事前の申込が必要
☆参加方法 FAXまたはメールに氏名、年齢、電話番号、参加教室名
(午前・午後の希望)を明記してお申込みください。
※小学生の参加は、保護者同伴でお願いします。
☆受付期間 ７月13日(月)午前９時～７月17日(金)午後５時
※定員になり次第締切となります。
※施設公開等については当日の午前９時～午後３時30分まで行っています。
☆申込・お問合せ
青森県立弘前高等技術専門校 訓練課 ☎32ー6805 FAX35ー5104
電子メールアドレス hi-gisen@pref.aomori.lg.jp

７月定例労働相談会のお知らせ
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇・賃金引き下げ・長
時間労働・パワハラなど)について、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
※青森県労働委員会とは、青森県の行政機関の一つで、労働問題につい
て専門的知識を持つ、公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員
等)、使用者委員(会社経営者等)で構成されており、中立・公正な立場で労
働問題を解決します。
☆日時・場所
開 催 日
７月７日(火)
８月４日(火)
９月１日(火)
☆対 象 者
☆費
用
☆利用方法

時

間

場
所
アスパム
午後１時30分～午後4時
(５階 白鳥・夏泊)
午後１時30分～午後３時30分 青森県労働委員会
午後１時30分～午後３時30分 青森県労働委員会

県内の労働者・事業主
無料
随時受付(事前予約も可)

☆お問合せ
〒080ー0861 青森市長島二丁目１－５ みどりやビル７階
青森県労働委員会事務局 ☎017ー734ー9832 FAX017ー734ー8311
ホームページ
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html

「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。借
金等でお困りの方は、お気軽にご相談ください。相談は秘密厳守・無料です。
☆場
☆受

所
付

☆お問合せ

青森合同庁舎３階 青森財務事務所
月～金(祝日・年末年始除く)
午前８時30分～正午 午後１時～午後４時30分
東北財務局青森財務事務所

☎017－774－6488

新規高等学校卒業予定者を対象とした求人の早期申込を
平成28年３月に高等学校を卒業する生徒を対象とした求人の申込受
付開始は６月20日(土)です。
新規高等学校卒業予定者の地元就職促進と、各企業においては優秀
な人材の確保のため、求人の早期申込をお願いします。
☆申込・お問合せ

弘前公共職業安定所 求人企画部門
538ー8609(内線31＃)

