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藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町企画財政課企画係
　575－3111(内線2224)

交通安全・生活安全・防火総決起大会を開催します

　交通事故、犯罪、火災等をなくし、町民の皆さまが安心して暮らす
ことのできる安全な社会の実現のために「平成27年度藤崎町交通安
全・生活安全・防火総決起大会」を開催します。
　特殊詐欺防止に関する講話や、弘前警察署員により構成された「劇団
アップル隊」による振り込め詐欺を題材とした寸劇なども行います。ま
た、青森県警の振り込め詐欺被害防止キャラクター「サギかもくん」や藤崎
町のキャラクター「ふじ丸くん」、「ジャン坊くん」もやって来ますので、
ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

☆日　　時　７月25日(土)　午前10時～
☆場　　所　藤崎町文化センター「大ホール」

☆お問合せ　総務課防災係(内線2208、2209)

農地の借受・貸付希望者の受付中
～農地中間管理事業で有利に規模拡大を～

　公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、平成26年から農地
中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
　この事業は、経営規模の縮小を検討する貸付希望者(出し手)から機
構(支援センター)が農地を借り入れ、規模拡大したい借受希望者(受け
手)に、まとまった農地を貸し付けるものです。
 借受希望者(受け手)は事前の応募が必要で、申込みは機構(支援セン
ター)のほか、農政課窓口で受け付けています。(５月末および10月末
に取りまとめ翌月に公表されます。)
 また、農地の貸付希望者(出し手)についても同様に受け付けています
ので、お気軽に問い合わせください。
※平成27年度から、すでに締結された農作業受委託契約を賃貸借に切

　り替える場合は、農作業受託していた受け手を優先するよう貸付

　ルール(事業規程)が変更になりました。

☆申込・お問合せ　農政課農政係(内線2245)
　　　　　　　　　公益社団法人あおもり農林業支援センター
　　　　　　　　　☎017－773－3131

乳がん・子宮頸がん集団検診のお知らせ
～申し込みされた方は忘れずに～

　　
　今年度の乳がん・子宮頸がん集団検診を次のとおり実施しますので
申し込みをご希望される方は、福祉課窓口にてお申込みください。

☆日程・場所　７月26日(日)、27日(月)、29日(水)　スポーツプラザ藤崎
　　　　　　８月７日(金)、８日(土)　常盤老人福祉センター
☆受付時間　正午～午後１時まで
☆対象年齢　平成28年３月31日時点での偶数年齢の方
　　　　　　乳がん：30歳以上の方　子宮頸がん：20歳以上の方
☆申込締切　７月24日(金)まで

☆お問合せ　福祉課健康係(内線2123、2503)

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)から
口座振替への変更について

　
　特別徴収(年金天引き)の対象となっている方は、申し出により口座
振替に変更することができます。口座振替への変更は、随時受け付け
ていますので、ご希望の方はお申し出ください。

☆注意事項　
　○お支払いいただく保険税の総額は変わりません。
　○口座振替に変更となる月については、お申し出の時期により異なります。
　○これまでの納付状況によっては、変更が認められない場合があります。

☆お問合せ　税務課住民税係(内線2105、2106)

学童保育指導員募集のお知らせ

　学童保育とは、放課後や土曜日等に保護者等が留守となる家庭の小
学校３年生までの児童を預かり保育を行うものです。指導員には、児
童の保育および使用施設の管理等の業務をお願いします。

☆募集要件等
　藤崎町または近隣市町村に住所を有し、健康で子育てに熱意のある
20歳～65歳未満の通勤可能な方で、次のいずれかの条件を満たしてい
る方
①保育士、社会福祉士、幼稚園･小中学校教諭等のいずれか資格を
　有するもの
②高等学校卒業者であり、２年以上放課後健全育成事業に類似する
　事業または児童福祉事業に従事したもの
☆採用予定人員　
　２名
☆勤務時間（下記の時間帯でのシフト制になります）
　○月曜日から金曜日　　　　　　
　　小学校の下校時間～午後７時まで
　○学校休業日(土曜日や長期休業日等)　
　　午前７時30分～午後７時まで
☆勤務場所
　町内３小学校学童クラブ
☆勤務条件
　時給720円　※交通費は支給されません。
☆採用予定日
　平成27年９月１日
☆受付期間
　７月15日(水)～８月21日(金)まで(午前８時15分～午後５時まで)
☆申込方法　
　市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を添付のうえ、住民課子育
　て支援係へ提出してください。
※土・日・祝日の受付はできません。郵送の場合は、８月21日(金)ま
　での消印有効です。
☆面接予定日
　８月下旬　藤崎町役場内(後日、連絡します。)
　※採否は面接及び履歴書の審査で決定し、本人に通知します。

☆申込・お問合せ　〒038－3803　藤崎町大字西豊田一丁目1番地
　　　　　　　　　住民課子育て支援係(内線2135、2136)

個人事業税についてのお知らせ

☆納税義務者
　物品販売業、製造業、請負業など一定の事業を営む個人の事業主の
方で、前年の事業収入から必要経費・事業主控除額(年290万円)等を
差し引いた後の所得がある方に対して個人事業税が課税になります。

☆納税
　地域県民局県税部からの納税通知書により、８月と11月に分けて納税し
てください。税額が１万円以下の場合は、８月に全額を納税してください。

☆納税の方法
　コンビニエンスストア、金融機関をご利用ください。口座振替の申
込みも受け付けています。

☆お問合せ　中南地域県民局県税部課税第一課　50172ー32ー1131

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　

「忘れない　暮らしの下に　下水道」
平成27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！

「ねぷたばやし」講習会を開催します
　　
☆日　　時　７月23日(木)～25日(土)　午後６時30分～
☆場　　所　藤崎町文化センター「大ホール」
☆持 ち 物　横笛
※本講習会はどなたでも参加できます。

☆お問合せ　藤崎町芸能文化協会　野呂　5090－7936－0965



平成27年度介護支援専門員実務研修
受講試験の勉強会のお知らせ　

　10月11日(日)に行われる平成27年度介護支援専門員(ケアマネー
ジャー)実務研修受講試験に向け、デイサービスセンターえびすでは
今年度介護支援専門員を受講される方を対象に勉強会を開催します。   
　受講者の守秘義務については厳守します。

☆日　　時　８月25日(火)～10月６日(火)までの毎週火曜日　
　　　　　　午後６時～午後８時
☆場　　所　デイサービスセンターえびす
☆対 象 者　介護支援専門員実務研修受講試験実施用紙を提出された方
　　　　　　合格された後、介護支援専門員倫理要領を守れる方
☆受 講 料　3000円(資料代)※全日程終了時(10月６日(火))に徴収
☆申込方法　氏名・連絡先を記入し、郵送かFAXでお申込みください。

☆申込先　〒038－3802　藤崎町大字藤崎字浅田30
　　　　　デイサービスセンターえびす　社会福祉士　野呂　宛
　　　　　FAX　89－7733
　　　　　※電話での申込み・お問合せは一切受付しませんので、
　　　　　　ご了承ください。

藤崎夏まつり「ねぷた合同運行」のお知らせ
　
　今年の藤崎夏まつりの最初を飾るねぷた合同運行が開催されます。
　ご近所お誘い合わせのうえ、皆さまぜひおいでください。

◎藤崎地区

☆日　　時　
　○審査日　８月２日(日)　
　　　　　　運行時間　午後７時30分～午後９時30分まで
　○表彰日　８月５日(水)　
　　　　　　運行時間　午後７時30分～午後９時30分まで
☆場　　所　合同運行コース(りんご商組冷蔵庫前～藤崎駅通り)

　

◎常盤地区

☆日　　時　８月３日(月)　
　　　　　　運行時間　午後７時30分～午後９時30分まで
☆場　　所　ときわ駅前梅田町商店街通り

※両地区とも「新・藤崎音頭」流し踊りも参加します。
　また、本部前ではよさこいソーラン「藤花瑞巌」の演舞があります。

☆お問合せ　藤崎町商工会　575ー2370
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第46回津軽花火大会のお知らせ
◎観覧席前売券販売のお知らせ
☆販売場所　商工会、イオン藤崎店(サービスカウンター)
☆価　　格　900円(当日券1,000円)
☆販売期間　７月18日(土)～８月19日(水)

◎あなたの花火を打ち上げてみませんか
☆開催日時　８月20日(木)　午後７時20分打上げ
☆開催場所　平川河川敷　白鳥ふれあい広場
☆協 賛 額　お一人様で申込む場合　10,000円(五号玉)×発数
　　　　　　※グループ(団体)の場合は、相談に応じます。
☆申込締切　７月31日(金)
※協賛者は、大会プログラムに掲載するほか、場内放送で紹介します。
　また、会場の招待券をプレゼントします。
　なお、メッセージについては、50字以内でお願いします。

☆お問合せ　藤崎町商工会　575－2370

暑さなんか吹き飛ばそう！みんなでプール遊び
　
　地域子育て支援センターでは今年も保育所のプールを開放します。
締切はありませんので、たくさんのご参加をお待ちしています。

☆日　　時　７月30日(木)、７月31日(金)　午前10時30分～正午
☆場　　所　藤崎保育所プール
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆持 ち 物　水着、バスタオル

☆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　　　　　

藤崎町プレミアム付商品券を発行します

　藤崎町商工会では、国等の補助金を活用し「藤崎町プレミアム付商
品券」を次のとおり販売します。

☆販売期間　７月25日(土)～(無くなり次第終了)
☆販売場所　藤崎町商工会窓口　午前９時～午後５時(平日)
　　　　　　　　　　　　　　　午前９時～午後４時(土日)
　　　　　　北常盤駅ぽっぽら　午前９時～午後４時(土日のみ販売)
☆有効期間　７月25日(土)～平成28年１月17日(日)
　　　　　　(期限内に取扱参加店にてご利用ください)
☆商品券内容
　○１枚1,000円の商品券12枚を１セット(１冊)10,000円で販売します。
　○お一人様３セットまでとなります。
　  (代理人による購入はできませんので、ご了承ください)
※プレミアム付商品券の販売日は、大変混雑することが予想されます
　ので、所定の駐車場をご利用ください。

◎駐車場ご案内図
【藤崎町商工会周辺】
　役場駐車場、イオン駐車場Ｄ、Ｃ、Ｂの順に、ご利用ください。
　また、イオン駐車場Ａのご利用は控えてください。

【ＪＲ北常盤駅周辺】
　駅駐車場、駅西口駐車場、津軽みらい農協常盤支店駐車場をご利用
ください。

☆お問合せ　藤崎町商工会　575－2370
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