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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番地

藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

ふじさき秋まつりに梅沢富美男氏来たる！
11月22日(日)、23日(月・祝)に開催する「第３回ふじさき秋まつり」に「ふ
じりんごふるさと応援大使」梅沢富美男氏がいらっしゃいます。
ジャンボおにぎりづくりに参加する予定ですので、皆さまぜひご来場ください。

鳥インフルエンザの発生を防止しましょう

わくわく講座のお知らせ
テーマ「あなたと私の命を大切に～うつと自殺の関連～」
安心して生きていくことができる町を目指し、大切なこころや命を
守るため、こころの健康についての講座を開催します。
☆日
☆場
☆講
☆対
☆申 込

時
所
師
象
み

12月16日(水) 午後１時30分～午後３時
町文化センター３階「多目的ホール」
青森県立保健大学健康科学部 教授 大山 博史 氏
町民の方ならどなたでも参加できます。
12月８日(火)までに福祉課健康係へお申込ください。

鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥によって海外から持ち込まれ
☆申込・お問合せ
ると考えられています。秋から冬は渡りが始まり、鳥インフルエンザ
発生の警戒が必要となる時期ですので、次のことに注意してください。

福祉課健康係(内線2122)

～家きん※を飼っている場合～
①渡り鳥や野鳥との接触をさけるため、野外での放し飼いをしない
ようにしましょう。また、飼育小屋は防鳥ネット(２cm角以下)で
囲い、野鳥が入らないようにしましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔な状態で飼育しましょう。
③世話をするときには専用の履物・衣服を身に付け、終了後は
履物・衣類・手指の消毒をしましょう。
④家きんの死亡が続くなど異常がみられた場合は、直ちに「つがる
家畜保健衛生所」に連絡してください。
※家きん…鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

平成25年３月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウ
イルスワクチン(子宮頸がんワクチン)、ヒブワクチン、小児肺炎球菌
ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生
じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療
費・医療手当が支給される場合があります。
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について独立行政法人
医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口までお問合せください。

～死亡した野鳥を見つけた場合～
①素手では触らないようにしましょう。
②多数の野鳥がまとまって死亡している場合は、町農政課、または
中南地域県民局地域農林水産部林業振興課にご相談ください。
③病気以外で死亡した野鳥を処分する場合は、ビニール袋に入れ、
一般ごみとして処分してください。

☆お問合せ・相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
☎0120－149ー913(午前９時～午後５時まで)
※土・日・祝日・年末年始は除きます。
※IP電話等の方でフリーダイヤルをご利用になれない場合は、
503－3506－9411(有料)をご利用ください。

☆お問合せ

○農政課農政係(内線2244)
○西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所
50173ー42ー2276
○中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 ☎33ー3857

全国瞬時警報システム「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」の
放送試験を実施します
全国瞬時警報システムとは、大規模な自然災害や弾道ミサイル攻撃
などの情報を「国から住民まで直接瞬時に」町防災行政無線を通して
伝達するシステムです。
国では住民への情報伝達体制について万全を期すため、次の日程で
全国一斉放送試験を実施します。
☆日
時
☆放送内容
☆お問合せ

11月25日(水) 午前11時
上りチャイム音→「これは、テストです。」を３回
→「こちらは、防災藤崎広報です。」→下りチャイム音
総務課防災係(内線2208、2209)

「第７回なべワン-グランプリin停車場通り」
平成28年２月21日(日)に開催決定！鍋出店者大募集！
７回目を迎える鍋料理の祭典「第７回なべワン-グランプリin停車
場通り」が平成28年２月21日(日)に開催されます。
自慢の鍋を競いたい方の出店をお待ちしています。
「なべワン-グランプリ」とは…
各店趣向を凝らした自慢の鍋料理を販売し、そのグランプリを
決める鍋の祭典です。
詳細については、広報ふじさき12月１日号でお知らせします。
☆お問合せ

平成27年度

○岩谷 眞佐子
○髙谷 和也(肉のたかはる)
○藤崎町商工会

5090－1398－5568
575－3644
575－2370

子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌の
各ワクチンを接種された方へ

凧作り教室のお知らせ
☆日
時
☆場
所
☆材 料 費
☆対
象
☆準 備 物
☆申 込 み

12月13日(日) 午前９時～午後４時
常盤生涯学習文化会館 多目的ホール
１人500円(当日徴収) ※昼食時肉汁・ジュース付
※サイズは1枚凧(48㎝×33㎝)
町民の方(小学３年生以下は親同伴で参加可)先着30名
えんぴつ・消しゴム・新聞(朝刊１日分)・はさみ・
昼食持参(おにぎり)
12月８日(火)までに町文化センターまたは常盤生涯学習
文化会館へお申込みください。

☆申込・お問合せ

町文化センター ☎75－3311 FAX 75－3313
常盤生涯学習文化会館 ☎65－3100 FAX 65－3128

人権と行政の特設相談所を開設します
「第67回人権週間」に合わせて、
「人権と行政の特設相談所」
を開設します。
ご近所のもめごと、家庭内の問題、いじめや体罰、職場でのセク
ハラなど人権侵害に関する相談に、法務大臣の委嘱を受けた人権擁護
委員と総務大臣から委嘱を受けた行政相談員の方々が相談に応じます。
相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽にお越しください。
☆日 時 12月２日(水) 午前９時～午後３時
☆場所および相談対応者
藤崎老人福祉センター
常盤老人福祉センター
○人権擁護委員
○人権擁護委員
・藤田 洋
・小野寺 福雄
・荒谷 百合子
・浅利 克
・木村 義治
・榊 彰久
○行政相談員
○行政相談員
・加福 ちゑ子
・三上 一
☆お問合せ 住民課住民係(内線2131、2138)

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

下水道」

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」

平成28年度「就学援助制度」のお知らせ

第11回町民体育大会３種目を開催します

就学援助制度は、小・中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等に
より就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の一部を援助す
るものです。就学援助を受けるためには、次のとおり申請が必要となります。

町民体育大会「ソフトバレーボール競技」、
「スポーツ吹矢競技」、
「ペタンク競技」の３種目を開催します。
◎ソフトバレーボール競技(１チーム４～８名)
☆日
時 11月28日(土) 午後５時30分

☆対 象 者
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている方
②生活保護の停止、廃止を受けた方(平成27年度～平成28年度中)
③児童扶養手当を受給している方
④世帯全員の町民税が非課税である方
⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の掛金の
免除を受けた方
☆援助項目
○学用品費 ○新入学学用品費等(１学年のみ) ○給食費
○通学用品費(１学年を除く) ○校外活動費 ○修学旅行費
○日本スポーツ振興センター共済掛金
※生活保護を受けている方は、援助項目のうち「修学旅行費」、
「日本スポーツ振興センター共済掛金」が支給対象となります。
(義務教育にともなって必要な学用品費・新入学学用品費等など
は生活保護の支給対象となっています。)
☆申請について
申請用紙の配布および提出の受付を町教育委員会学務課および
各学校で行っていますので、必要事項を記入し、以下の添付書類
と共に提出してください。なお、認定結果は後日通知します。
☆添付書類
①生活保護を受けている方
→保護開始通知書の写し
②生活保護の停止・廃止を受けた方 →停止・廃止通知書の写し
→児童扶養手当証書の写し
③児童扶養手当を受給している方
④平成27年１月２日以降に藤崎町に転入した方
→前住所の市町村が発行する平成27年度の市町村民税課税証明書
☆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

◎スポーツ吹矢競技・ペタンク競技(１チーム３名)
☆日
時 12月13日(日) 午前９時
※２種目の事前練習会を12月８日(火)午後７時から行います。
☆場
所
☆参加資格
☆試合方法

☆申込・お問合せ

☆お問合せ

～裁判員候補者名簿ができるまで～
裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿から
くじで無作為抽出した名簿を基に、全国の地方裁判所で作成されます。
平成28年の名簿に登録される人数は、全国で約22万9200人です。
(選挙人名簿登録者に占める割合は、約454人に１人)
～裁判員候補者名簿記載通知について～
平成28年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名
簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)をお送りします。なお、この通
知は、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えするもので、ま
だ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありません。
裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。
☆お問合せ

◎藤崎町コミュニティプラザ「ぽっぽら」の利用について
藤崎町コミュニティプラザ「ぽっぽら」は藤崎町商工会が
指定管理者として運営しています。
展示会、会議、演奏会等にご利用いただけます。
◎「渋谷伯龍のお国ことば 川柳色紙展」開催のお知らせ
渋谷伯龍さんと仲間がお国ことばで詠んだ川柳色紙を展示します。
☆日
時 11月16日(月)～12月16日(水) 午前９時～午後５時
☆場
所 藤崎町コミュニティプラザ「ぽっぽら」
(ＪＲ北常盤駅併設)
◎マイナンバー制度に関するセミナー開催のお知らせ
藤崎町商工会では、
「マイナンバー」制度についてセミナーを開催します。
☆日
時 11月18日(水) 午後２時～午後４時
☆場
所 藤崎町商工会館
☆内
容 マイナンバー制度のスケジュール 他
☆申込方法 商工会窓口にて申込みしてください。
☆お問合せ

藤崎町商工会

☎75ー2370

よいしょ！よいしょ！みんなでもちつき会

青森地方裁判所刑事訟廷庶務係 5017ー722ー5471

よろず出張相談会を開催します
中小企業・小規模事業者等の皆さまの、売上拡大・経営改善・新商
品開発・創業・起業・ＩＴ・情報化等の経営上のお悩みについて、各
分野のプロフェッショナルが無料でご相談に応じます。
詳しくは、(公財)21あおもり産業総合支援センターホームページ
(http://www.21aomori.or.jp/soudan/yorozu/)をご覧ください。
☆日

時

住民課環境係(内線2137)

藤崎町商工会からのお知らせ

スポーツプラザ藤崎 ☎75－3323

裁判員制度～まもなく名簿記載通知を発送します～

猫の適正な飼育について
◎猫の適正な飼育について
最近、のら猫に関する苦情や相談が多く寄せられています。のら猫に無
責任にエサを与えることにより、のら猫がその地域に集まり、フンや尿など
をしたり、庭や畑を荒らすなど他の住民に迷惑をかけることになります。
また、エサを与えていれば自覚がなくても周りからは飼っているの
と同じに見えてしまいます。近隣に被害がでれば、エサを与えている
方の責任と見られてもおかしくはありません。
トラブルを避けるためにも、無責任にエサを与えないようにしてください。
みんなでルール・マナーを守り、住み良いまちにしましょう。

スポーツプラザ藤崎(３種目とも)
小学生以上の町民の方
参加チーム数により、主催者が決定します。
※開催要項・参加申込書は行政連絡員に送付しています。

☆会
場
☆対 応 者

11月30日(月) 午前10時～午後４時
※以降、原則毎月第４月曜日に開催します。なお、変更となる
可能性もありますので、ホームページでご確認ください。
板柳町商工会「会議室」
青森県よろず支援拠点 サブコーディネーター 石川 悟 氏

☆申込・お問合せ
(公財)21あおもり産業総合支援センター内 青森県よろず支援拠点事務局
5017－721－3787

司法書士による無料相談会開催のおしらせ
相続・成年後見・借金問題・労働トラブルなどについて、司法書士
が無料で面談での相談に応じます。また、青森会場では聴覚障害の方
のご相談に対応できるように手話通訳者が常駐しますので、お気軽に
お尋ねください。
☆日

時

11月23日(月・祝)

☆場

所

○大鰐会場
大鰐町地域交流センター 鰐come(わにかむ)「研修室」
○青森会場
アスパム６階「八甲田」
登記相談(相続・贈与等)
法律相談(成年後見・多重債務・消費者問題等)
司法書士(青森県司法書士会会員)

☆相談内容
☆相 談 員

○大鰐会場 午前10時～午後３時
○青森会場 午前10時～午後４時

なお、いずれの会場も相談は無料ですが具体的な手続が必要になる場
昔ながらの杵と臼を使ったもちつきを親子で体験しませんか。
合には、
別途費用がかかりますので相談員にご確認ください。
申込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。
また、青森県司法書士会総合相談センター(☎0120ー940ー230)では相談
☆日
時 12月８日(火) 午前10時～正午
のご案内やご相談内容に応じたお近くの司法書士の紹介を、野辺地司法
☆場
所 藤崎保育所(遊戯室)
書士相談センター(☎0175ー73ー7130)では、毎週水曜日(午後２時～午後５
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
時)と土曜日(午前９時～正午)に無料相談を行っています。
☆申込・お問合せ 地域子育て支援センター 575－6131
☆申込・お問合せ 青森県司法書士会 5017－776ー8398
藤崎保育所
575－3305

