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みんなで築く 希望に満ち、
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藤 崎 町 に 、ぜ ひ お 立 ち 寄 り く だ さ い！
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福田 勝幸 さんの略歴

流を深めています︒首都圏には︑町出身
で活躍されている方がたくさんいます︒
国際色豊かな９０００人以上の学生
が在籍し︑箱根駅伝などスポーツの分
野においても名高い拓殖大学で︑理事
長として活躍されているのが︑町出身
の福田 勝幸 さんです︒

今回︑拓殖大学のご厚意により︑直
接福田理事長にお話を伺う機会をいた
だきました︒
新たな気持ちで新年度を迎える町民
の皆さんに向けた︑福田理事長からの
メッセージです︒
取(材：企画財政課企画係 石澤 妙子 )

子を持つ親御さんへ伝えたいこと
はありますか
私の父は お
｢ 前はおとなしいから︑
社会に出たときに苦労するだろう︒早
いうちに都会に出て︑外の世界を知っ
たほうがいい と
｣ 言って︑早い時期か
ら外の世界に興味を持たせてくれまし
た︒自分の夢を叶えるため︑東京に行
くことを反対しなかった家族には本当
に感謝しています︒
子どもには︑早い時期に自立させた
ほうがいいと思います︒ か
｢ わいい子
には旅をさせよ と
｣ いうように︑仙台
や東京︑どこでもいいので一度は親元
から離してほしい︒自立させることが
見聞を広めることにつながるのです︒

最後に︑子どもたちへのメッセー
ジをお願いします
若 い 人 に は ︑ス ポ ー ツ・音 楽・本 な ど ︑
何でもいいから自分の好きなことを見
つけてほしいです︒そして夢を持って
ほしい︒夢は自分の力になります︒
様々な出来事の中で︑どんな経験や
失敗でも無駄なことは一つもないのだ
から︑結果はどうであれ︑若い人には
夢に向かって努力してほしい︒夢を夢
で終わらせないで︑果敢に挑戦してほ
しいと思います︒

藤崎町で過ごしたことを聞かせて
ください
姉が３人おり︑待望の長男として生
まれたので︑両親はもちろん︑家族に
はとてもかわいがられました︒母の実
家 が 川 部 田( 舎 館 村 な) の で す が ︑ 母 方
のお祖父さん︑お祖母さんにもよくか
わいがってもらいました︒
小学校に通っていた頃︑平川の土手
は今のように道路が整備されておらず︑
冬になると吹雪で歩くのが大変で︑雪
やぶをこぎながら 分くらいかけてひ
たすら前に進んで学校に通いました︒

ご自身のエピソードをユーモア交え
てお話してくれた福田理事長に︑藤崎
から東京に来て大変だったことは︑と
聞いたところ︑ 自
｢ 分の夢︑好きなこ
とに向かって進んでいたので︑そのた
めの経験と思えば大変なことなんて何
もなかったよ と
｣ 笑顔で答えてくださ
いました︒気さくで温和な語り口調で︑
会話するのが心地よく︑あっという間
に過ぎた取材時間でした︒
小さい頃︑雪道をかきわけて歩いた
のを今でも思い出すという福田理事長︒
ふるさと藤崎町の発展と活躍を願って
いるとのことでした︒

〜取材を終えて〜

ことだったので︑拓殖大学への進学に

校の学費は勤めていた姉が払ってくれ
ました︒それでも自分で決断していた

世界のことを学びたい︑留学したい︑
そうであれば拓殖大学しかないと︑２
年生のときに進学を決めました︒
ちょうどその頃︑父が病に倒れ︑高

高校生になり︑海外に行きたいとい
う気持ちを強く持つようになりました︒

拓殖大学に進学したきっかけを教
えてください

所の子と一緒に︑平川や岩木川に行っ
てよく魚捕りをしました︒自然の中で
遊ぶのが大好きでした︒

そのとき身に付いた忍耐力が今でも役
に立っています︒
小さい頃は魚捕りが好きで︑弟や近
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ふ｢るさと藤崎会 会(長 川越 啓一 と
)｣
いう会を︑皆さんはご存知ですか？
ふ
｢るさと藤崎会 は
｣︑首都圏で暮ら
す藤崎町出身者のほか︑町に縁のある
方など︑約２５０名の会員で構成され︑
会合を通じて情報交換などを行い︑交

今はグローバルな時代です︒青森県︑
藤崎町も同じで︑農産物の多くは国内
だけでなく︑海外とも取引がなされて
います︒この時代を勝ち抜くためには︑
たとえば︑消費者がりんごをどういう
方法で入手し︑どう食しているのかな
どを把握し︑様々な販売戦略を練らな
ければなりません︒その戦略を生かし
ながらりんごのブランド力を磨いてほ
しいと思います︒
ブランド力は消費者の信用となりま
す︒信用があれば︑店頭で他県のりん
ごと並んだときに︑青森のりんご︑藤
崎のりんごを買おう︑という強みにな
るのです︒

信用を得ることが大事なんですね
会社︑地域︑友人など︑あらゆるこ
とに通じることなのですが︑何事も信
頼関係の上に成り立っています︒財産
は無くなっても人の価値はなくならな
い︒震災のボランティアに行って︑ま
さにそう感じました︒
毎日まじめに嘘をつかずに努力する
ことが大事で︑そこから人の信用を得
ることができます︒
故事の 信
｢なくば立たず は
｣私の座右
の銘となっています︒

東京駅から地下鉄で10分ほどの距離
にある拓殖大学の文京キャンパス

昭和 年１月︑藤崎町白子地区
に生まれる︒藤崎小学校を卒業後︑
東奥義塾中学校︑高校に進学︒拓

学校法人 拓殖大学
藤崎町の将来をどう考えますか

殖大学商学部貿易学科を卒業後︑
民間企業勤務を経て拓殖大学に勤
務︒事務局長︑常務理事等を経て︑
２０１１年から理事長に就任︒夫
人と２人暮らし︒埼玉県在住︒

迷いはありませんでした︒東京へ行っ
てからは︑卒業するまで新聞配達で学
費を稼いで拓殖大学に通いました︒

卒業後も母校 拓
･ 殖大学に勤める
ことになりましたが ･･･

福田 勝幸 （白子出身）
理事長

かつゆき
ふくだ
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民間企業勤務時に先輩から声をかけ
られ︑大学に勤めました︒大学の職員
は︑卒業してそのまま就職するのが一
般的ですが︑民間企業で社会経験を積
んだおかげで︑人とは違う視点で物事
を見ることができました︒
理事長となった今でも︑大学経営に
おいて時代から取り残されないよう︑
他の人とは違う視点で物事を見るよう
にしています︒そしてその視点に︑将
来を見据えた考え方を加えることが︑
とても大事だと考えています︒

理事長室や大学の構内には、りんごにち
なんだ絵画が飾られてあり、福田理事長
のふるさとへの思いが感じられます

福田理事長のお話は︑大変心に響く
ものでした︒今回の取材をきっかけに︑
どんな方が首都圏で活躍されているの
だろう︑どんなお話が聞けるのだろう
と︑さらに興味が湧いてきます︒
今後も︑ ふ
｢るさと藤崎会 の
｣力を借
りながら︑皆さんに紹介していきたい
と思います︒
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お忙しい中、ありがとう
ございました！

新年度に向けて 首都圏から贈る ふるさとへのメッセージ
特別企画
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国道７号線に位置する農産物直売施設｢食彩ときわ館｣を増改築して整備
する｢ふじさき食産業創造拠点施設｣の愛称が、｢ふじさき食彩(しょくさい)
テラス｣に決まりました。
今年１月に愛称を募集したところ、全国から748件の応募がありました。
愛称の選考については、ふじさき食産業創造拠点施設の指定管理者である
株式会社ふじさきファーマーズＬＡＢＯの取締役などで構成する愛称選考
委員会において厳正な審査を行い、新潟県新潟市中央区在住の松原 一郎
さん(38歳)の案が採用されました。
｢ふじさき食彩テラス｣には、明るく開放的で眺めの良いテラスに加えて、藤崎
町の食産業の未来を明るく照らす(テラス)という意味も込められています。

ỽἧỹἳἝἷὊởἻὅἓầಏẲỜộẴὲ

お届けします！

「ふじさき品質」

地域の憩いの場としてはもちろん、お子様連れにも利用
しやすく、ご当地グルメを目的とした客層、国道７号線を
利用するビジネス層など、より多くの皆さんに利用しても
らえるよう、カフェコーナーを設置します。ご当地ソフト
クリームやスイーツなど、手軽に味わえるカフェメニュー
を充実させます。
ランチタイム(午前11時〜午後２時頃)ではビュッフェレス
トラン(バイキング形
式)を営業し、ふじさ
き品質の農産物を活
用した健康や自然食
志向のメニューを提
供します。惣菜など、
テイクアウトの利用
もできます。

■お問合せ
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買いたい！ふじさき産品
○こだわり栽培の新鮮野菜
○農産物を活用した惣菜等
○彩りの花きや特色ある地域間連携商品

「ふじさき
知りたい！とっておきのふじさき
○ふじさきコンシェルジュの多彩な情報
ふじさきコンシェルジュの多彩な情報
発信
○藤崎町や広域のイベント観光案内
○旬の野菜、飲食メニュー、レシピの紹介

株式会社ふじさきファーマーズＬＡＢＯ 26ー6901(※４月２日から応対します)
ふじさき食彩テラスホームページ http://www.fujisaki-shokusai.com/
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食べたい！ふじさきグルメ
○野菜を活用した特色あるグルメ
○農産加工品のふじさき土産
○１次加工で農産物を通年活用

品質」
行きたい！ふじさき発信拠点
○美しい岩木山を眺望できる安らぎの空間
○子育て家庭や女性に優しい機能的なトイレ
○担い手育成や創業等のチャレンジ支援

῏ỐẳẰẨࢢἘἻἋῐỊ῏ࢢểẨỪῐẦỤỄạ٭ỪỦỉᾎ
｢ふじさき食彩テラス｣では、りんごやお米、にんにく、アスパ
ラガス、大豆などの農産物の販売をさらに強化し、オリジナルの
農産加工品や飲食メニューの開発・販売、農家や地域事業所によ
る農産加工品の開発・支援などに取り組みます。
また、四季折々の岩木山や田園風景を眺望できるテラスや、こだ
わりの食材による藤崎町ならではのメニューが楽しめるカフェ・
レストランコーナー、子
育て家庭や女性に優しい
館内設備、｢ふじさきコン
シェルジュ｣による情報発
信などの機能を備えます。
より多くの方にご利用
頂ける施設として新たに
スタートしますので、ご
期待ください。
※写真はすべてイメージです
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平 成 年 第１回

審議された議案の案件及び内容
■報告
・専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(平成29年度藤崎町一般会計補正予算(第６回)）
・専決処分した事項の報告の件(損害賠償額の決定について)
■諮問
・人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件(諮問第１号、第２号）
■議案
・ふじさき食産業創造拠点施設の設置及び管理に関する条例案
・藤崎町個人情報保護条例等の一部を改正する条例案
・藤崎町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案
・藤崎町介護保険条例の一部を改正する条例案
・藤崎町都市計画法施行条例の一部を改正する条例案
・藤崎町町営住宅条例の一部を改正する条例案
・藤崎町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案
・藤崎町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例案
・ふじさき食産業創造拠点施設の指定管理者の指定の件
・平成29年度藤崎町一般会計補正予算(第７回)案
・平成29年度藤崎町国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第４回)案
・平成29年度藤崎町後期高齢者医療特別会計補正予算(第４回)案
・平成29年度藤崎町介護保険(事業勘定)特別会計補正予算(第４回)案
・平成29年度藤崎町水道事業会計補正予算(第４回)案
・平成29年度藤崎町下水道事業会計補正予算(第４回)案
・平成30年度藤崎町一般会計予算案
・平成30年度藤崎町国民健康保険(事業勘定)特別会計予算案
・平成30年度藤崎町後期高齢者医療特別会計予算案
・平成30年度藤崎町介護保険(事業勘定)特別会計予算案
・平成30年度藤崎町水道事業会計予算案
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議会定例会

おいしいお鍋でぽっかぽか
２
25
場所：藤崎駅通り商店街

町老人クラブ連合会の会員などが小学校を訪れ、
子どもたちにずぐりやあやとり、お手玉などの昔の
遊びを教えました。子どもたちは、高齢者の指導を
熱心に聞きながら昔の遊びを楽しみ、その後は一緒
に給食を食べ、学校での様子を教えたりするなど、
互いに世代間交流を深めました。

藤崎駅通り商店街においてなべワングランプリが
開催されました。寒さで冷え込んだ会場では、各店
舗で温かい鍋が販売されたほか、もちつきや抽選会、
来場者による長〜い豚サガリサンド作りなどの多彩
な催し物が行われ、大盛況で終了しました。

３

12

思い出を胸に、新たな旅立ちへ
場所：藤崎中学校

３月 12 日 ( 月 )、藤崎中学校で卒業証書授与式が
行われました。卒業証書を受け取った卒業生は、在校
生や恩師、親への感謝の気持ちを込めて式歌を歌い、
涙を浮かべながら学び舎をあとにしました。13 日 ( 火 )
には明徳中学校で卒業証書授与式が行われました。

町の文化が盛りだくさん
３
３･４
場所：町文化センター

町文化センターで ｢第９回文化協会フェスティバ
ル｣ が行われました。各サークル・個人による作品
展示や水墨画、川柳などの体験コーナーのほか、歌
謡曲や舞踊などの発表も行われ、訪れた多くの来場
者は町の文化活動にふれていました。

２

年第１回藤

日〜３月

月 日から３月

２

３ 昔の遊びって楽しいね
６
場所：藤崎中央小学校

月

平成 年

日まで︑平成

30

30 28

28

日の

９

日間

・介護保険 事(業勘定

特別会計

歳入歳出とも

万２千円追加

収益的収支

・水道事業会計

収入支出とも

変更なし 予(備費調整

資本的収支

収入変更なし

支出５２６万円減額

・下水道事業会計

収益的収支

78

崎町議会定例会が開かれ︑報

告２件︑諮問２件︑議案 件

について審議され︑承認及び

原案どおり可決し︑閉会しま

した︒

補正予算

■一般会計

国の補正に伴う増額や︑

万１千円追加

収入支出とも

)

)

平成 年度新年度予算は５月

号で詳細をお知らせします︒

37

事業確定による事業費の

減額などで︑歳入歳出とも

)
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１６４１万４千円を追加しま

した︒

■特別会計

・国民健康保険 事(業勘定

特別会計

歳入歳出とも

１３３万５千円追加

歳入歳出とも

・後期高齢者医療特別会計

９２４万７千円減額

7

30

22

９

会期

・平成30年度藤崎町下水道事業会計予算案
・町長が専決処分することのできる事項の件

߹ߜߩࠊ ߛ

Town Topics
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ありがとう さようなら ･･･

福島保育園 閉園式

昭和58年に開設された福島保育園が今年３月31日をもって閉園し、35年の歴史に
幕を閉じました。閉園に伴い、２月17日(土)、福島保育園で閉園式が行われ、全園児
による歌の発表や年長児の楽器演奏などが披露されました。会場では子どもたちの元気いっぱいの姿
に保育園での思い出を重ね、涙する保育士や保護者の姿が見られました。
福 島 保 育 園 は 昭 和 58 年
１月に開設され、主に福島・
徳下・三ツ屋地区の子ども
達を保育し、卒園児童は約
400 名に上ります。閉園後
はときわ保育園と統合し、
平成 30 年４月から｢ときわ
こども園｣となります。
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一般質問
吉村 忠男 議 員
町行政の運営について
町営住宅について
①現況と今後の計画について
②入居待機者について
①第２水木団地の整備
年度で完了予

一環として︑小学校５年生と
中学校２年生を対象に実施し

浄化槽設置助成について
集落排水の流域公共下

います︒

住民参画について

意見箱やホームページ

ます︒

校３年生を対象に実施してい

目的に︑小学校６年生と中学

の検証と課題の改善を

国は︑教育施策の成果

ことのないよう十分配慮して

し︑必要以上に不安にさせる

各種訓練の趣旨を正しく理解

ります︒実施にあたっては︑

できるよう訓練する必要があ

況によって適切に判断・行動

模改修を行います︒

ついて

中学生海外派遣事業に

補助額の合計は︑土地
と住宅を取得した場合が

完治 議員

人材育成について

工事内容は︑屋根及び外
装︑建具や電気設備などを改
修し︑事業費は︑整備工事費
２億５００万円を計上してい
ます︒
両事業とも 合｢併特例債 を｣
活用する予定です︒

業について

8
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１８８０万円の見込みとなっ
ています︒
パブリックコメント制

ています︒
町では︑学力の定着度を測
度は︑どのように活用

水道への接続や︑集落排
水処理場の統廃合などを検討

定し︑指導のあり方を授業に

世

帯︑補助額１０００万円を超
していく上で︑下水道未整備地

されているのか︒うまく機能

当初︑見込んでいた
え︑一定の成果を得られたこ
生かすため︑全児童・生徒を
しているのか
パブリックコメントで
画策定の審議会などに諮られ︑

それぞれ目的があり︑各学

計画への採否などを町ホーム

寄せられた意見は︑計

ことから︑負担増に繋がって

校で計画的に実施されている

対象に実施しています︒

域における合併処理浄化槽設

環境問題について

も検討したいと考えています︒

置に 対 する 助 成 措 置について

とから︑来年度も継続し︑若
者の人口増加につなげたいと
考えています︒
子 育て 世 帯 定 住 促 進 事
業について
いないと認識しています︒
道徳が教科化されるが︑
パブリックコメントは︑計

ごみの収集︑ステーショ
ン方式について
評価はどうなるのか︒

現況について
交付決定件数は５件で
ごみの収集方式につい

を行い︑道徳性の成長の様子
への町民の意見・要望
はどう扱われているのか

等を継続的に把握し︑評価を

用したいと考えています︒

画策定の重要な手続として運

ページなどで公表しています︒

すが︑手続についての
画策定の際に幅広く意見を伺

定です︒みどり団地の外壁等
子どもを枠にはめて見ること

問合せもあることから︑今後
ては︑衛生面や費用面

の改修は平成 年度以降も継
う制度であるため︑今後も計

議員

子どものよい点や可能
性を伸ばす個人内評価

につながらないか

を考慮し︑町内会の意見や実
態の把握に努めながら検討し

忍

たいと考えています︒

五十嵐
積み重ねていくことが大切だ
氏名や住所︑連絡先が
明記されている場合に

と認識しています︒
ミサイル対応避難訓練
は︑担当課が対応し︑回答し

学校教育について
国︑県︑町がそれぞれ
は︑十分な教育的配慮
ても︑担当課の事業の参考に

に学力テストを実施し
ているが︑目的は何か︒生徒
学校では︑児童・生徒
しています︒

県では︑学力向上の取組の

設のオープン記念式典を開催

ています︒匿名の意見につい

ほ場整備事業の実施に
あたっては︑地元農家の
や教員の負担が大きいのでは
の安全を第一とし︑状

公共下水道︑農業集落排水等

出資の構成は︑発行済株式

のもとに行われているのか

代表者や関係機関と連携して
ないか

整備計画のない区域への合併

総数３００株のうち

奈良

平成 年度の重点政策
について
役場本庁舎機能強化事
業と常盤生涯学習文化
①両事業の改修目的について

①工事は順調な進捗率なのか

地 方 創 生 事 業 と して の
食彩ときわ館増改築事
②両事業の詳細な工事規模︑

年２月末時点
・１％で

研修を実施する予定です︒

ど ︑部 門 ごとに 様 々 な 従 業 員

加工品製造のオペレーションな

このほ か ︑接 客・レ ジ 操 作・

なども制作する予定です︒

ホームページやパンフレット

開設の準備を進めています︒

選定︑営業許可の申請など︑

業者の決定︑飲食メニューの

出荷者説明会の開催︑仕入

修計画などを策定するほか︑

②従業員の募集及び選考︑研

工事を行います︒

あり︑仮設店舗の撤去︑外構

の進捗率は

①平成

なっているのか

ムスケジュールはどのように

業方法などソフト面でのタイ

②経営としての職員教育︑営

を計上しています︒

円︑工事費６億２０００万円

監理業務委託料１６２０万

などを行い︑事業費は︑工事

耐震補強工事︑浸水対策工事

補修︑自家発電設備の更新︑

工事内容は︑外壁タイルの

模改修を実施します︒

確保と機能強化を目的に大規

いる状況です︒災害時の安全

により修繕費が年々増加して

年を経過し︑経年劣化

①②役場本庁舎は築

内容をお尋ねします

会館の改修事業について

奈良岡 文英 議員

１６８０万円︑住宅のみ取得

ントとして実施しています︒
１５３株を保有し︑代表取締

住宅のみの取得が４件です︒

した場合が２００万円︑総額

イベントの在り方として︑交
役社長には五十嵐副町長が就

下水道問題について

①訪問国の選定について
流人口を増やし︑人のつなが

食産業の新たな相互循環で︑地

する予定です︒

②派遣規模について
りや地域間の連携など︑町へ
任しています︒

％の

③海外都市との友好・交流に
の愛着を深めるために重要な

ついて
①②公用語に英語が使
役割があると考えます︒

経営コンセプトは︑ ふ
｢じ
さき品質で︑みんなに笑顔を

管する 飲｢食加工部門 の｣３つ
の部門で運営します︒

販売を所管する 直｢売部門 ︑｣
飲食サービスの提供などを所

どを所管する 総
｢ 務戦略経営
部門 ︑
｣ 農産物や加工食品の

等の管理や観光情報の発信な

する総括店長をはじめ︑経理

会社の組織は︑全体を統轄

われていること︑国政が
②﹁リゾートしらかみ は｣︑
ＪＲ
東 日 本 秋 田 支 社への働きかけ

安 定 し 治 安 が よいこと ︑時 差
が少ないことなどを検討し︑
シ
によ り ︑昨 年の 津 軽 花 火 大 会
やふじさき 秋 まつり 開 催 時に

ンガポールを選定しました︒
派遣規模は︑藤崎中学校︑
臨 時 停 車 駅と なり ︑
この 実 績
日

明徳中学校の２年生 名と引
年３月

のダイヤ 改 正において藤 崎 駅

を 踏 ま え ︑平 成

ます︒

名となってい

③視野の広い対応力のある人

が リ ゾートしら かみ の｣停 車
｢
駅となりました︒
停車をきっか

率者３名の計

材を育成する上で︑国際交流

けに ︑観 光 誘 客への 取 組 を 推

届けます を
｣ 企業理念とし︑
経営方針に お
｢ 客様に安全・安
心・新鮮な食を提供する ︑｣ 出｢
荷者が熱意を持って販売できる

株式会社ふじさきファー

環境を構築する ︑｣ 地｢域産業と
マーズＬＡＢＯについて

農・観光を融合したふじさき品
質の魅力を発信する ︑｣ 地｢域産
生する を｣掲げています︒
事業計画については︑従業

り施設設備に不具合が生じて

業に新たな魅力あるしごとを創

出荷者︑各種団体︑金

員の採用や研修の実施︑仕入

いることから︑施設の長寿命

常盤生涯学習文化会館は築
融機関などの官民協働の出資

業者の決定等の準備作業を進

年を経過し︑経年劣化によ
年１月５日に

化や︑生涯学習活動の拠点と
設立しました︒

により︑平成

め︑４月 日にプレオープン

①②③町︑町商工会︑

③事業計画について

②経営コンセプトについて

①会社の概要について

域の稼ぐ力を強化する ︑｣ 食｢・

ふじさき食産業創造拠点
施設について

いと考えています︒

進し︑地域の活性化につなげた

の場は大変有意義だと認識し
ています︒
子ども達が将来︑友好・交流
を深めることにより︑海外都市
との 交 流に 発 展 していくこと
が望ましいと考えています︒

町づくりについて
地域活性化事業につい
てて
①町主催イベントの在り方に
ついて
②② リ｢ゾートしらかみ の｣藤崎
駅停車について
①町では︑ ふ
｢ じワン

しての環境整備を目的に大規

75

17

30

下水道問題について

推進したいと考えています︒

計画について

常盤南部と若松︑榊地区整備

ほ場整備計画について

農業振興について

でいます︒

も申請件数が増えると見込ん

は平成

10

続する予定です︒
その 他の 住 宅は ︑町 公 営 住
宅 等 長 寿 命 化 計 画に 基づき ︑
改修工事や用途廃止の検討を
行う予定です︒
②入居待機者は︑西田団地２
名︑第１水木団地１名です︒

件の

若者移住すまいづくり
事業について
年度は︑

成果と今後について
平成
申請があり︑うち土地

25

21

17

51

の招待会︑４月 日に拠点施

29

30

30

資本金は１５００万円で︑

24

20

グランプリ ︑｣ ふ｢じさ
き秋まつり を
｣ 町の一大イベ

30

2018．4 広報ふじさき

9

29

と住宅の両方の取得が 件︑

31

30

30

30

平成30年第１回 議会定例会
平成30年第１回 議会定例会

町民の健康を守る各種
検診について
①特定健診の受診率と 年前
の受診率をお尋ねします︒又︑
％︑ ％に受診率アップの

覚を身に付けた人 材に成 長で
大の見通しについて

加工品開発の現状と商

きる よう ︑今 後 も 事 業 を 継 続

④将来を担う中学生が国際感

③吹奏楽部はどの学校も活躍

ます︒
がめざましく︑藤崎中央小学

子育て環境の充実も大きな定
住の要因と思われるが︑町と

の受診率をお尋ねすると共に
お知らせください

スポーツを含めた活躍状況を

誇りですが︑他の小中学校の

ンドの全国大会三連覇は町の

明徳中学校は平成

で入賞しています︒

県大会で金賞受賞︑東北大会

チングや吹奏楽コンクールの

全国大会金賞をはじめ︑マー

全日本マーチングコンテスト

雇用を生み出し︑定住
促進をつくる町の取組
について

年度はピクル

品化の見通しや雇用拡

しての見解は

今以上の受診率をアップして
④中学生海外派遣事業におけ

直志 議員

平成

ト青森県大会で入賞し︑ま

いく方策を検討しているのか
る町長の思いをお聞かせくだ

浅利

していきたいと考えています︒

ですが︑内容をお尋ねします
た︑藤崎中学校は︑平成 年の

校は︑アンサンブルコンテス

③常盤小学校のマーチングバ

②学童保育に変更があるよう

35

ス︑ジャム︑ガーリック

ども園の開設や学童保育事業

な取組として︑認定こ

①新年度における新た

会で銀賞を受賞しています︒

マーチングコンテスト東北大

コンクール県大会での入賞︑

北大会金賞をはじめ︑吹奏楽

日本マーチングコンテスト東

など︑関係各課が連携し対応

土地の取得や各種手続

立地企業については︑

組と今後の取組について

としているが︑現在までの取

起業・創業支援５件程を目標

町 と して 平 成 年 度 ま
で立地企業目標５件︑

員・パート職員の時給及び

団体における臨時職

町役場及び町指定管理

果が現れると考えています︒

も地域の雇用を押し上げる効

が５名就業しています︒今後

雇用者数が 名︑地域求職者

り︑町内事業者による新たな

７％ ︑ 平 成
年 度 が ・２％

となっています︒
て︑
合︑平成
検 診 が ・５％ ︑ 大 腸 が ん 検
診 が ・８％ ︑ 肺 が ん 検 診 が
・１％ で あ っ た の に 対 し ︑

は︑産業創造協議会において
起業支援や商品企画開発力養

フルタイムで勤務する

ど︑起業・創業希望者に対す

れた場合には︑賃金の改定を

規定 に
｣ 定める賃金表を適用
し︑正規職員の給料が改定さ

臨時職員の賃金は 藤
｢
崎町臨時職員の給与に関する

対象学年の拡充に伴い︑藤
学生の陸上全国大会入賞や柔
る支援に努めているほか︑県

行っています︒フルタイム以

人口減少対策における

の最低賃金を下回らないよう

職者のスキルアップを図り︑

員は知識や経験が豊富であ

なお︑食彩ときわ館の従業

ています︒
ふじさき食産業創造拠
点施設の雪対策︑融雪
に使用する井戸水の水質管理
屋根に雪止めを設置す

議会定例会

)

ソースなどの６品を完成し︑
商品化について︑加工品レシ
ピの提供・製造販売できる体
制を整えているところです︒
雇用拡大については︑雇用

の対象年齢拡充と資質の向上
運動部については︑藤崎中
しており︑県企業誘致推進協
労働条件改善の取組などにつ

拡大・人材育成セミナーによ

がん検診の受診率につい

を目指すほか︑産休・育休明
学校男女のバスケットボール
議会や弘前圏域定住自立圏で
いて

は︑平成

歳以上を対象とした場

けの保育所利用申込みの予約
部や常盤小学校︑明徳中学校
も情報発信しています︒

さい

年度は︑胃がん

受付実施など︑今まで以上に
男女のバドミントン部の活躍

を平成

起業・創業支援について

がめざましく︑県大会優勝や

平成 年度では︑胃がん検診
が ・５ ％ ︑ 大 腸 が ん 検 診 が
・６ ％ ︑ 肺 が ん 検 診 が ・
ます︒

受診率向上に向け︑健康推
崎小学校学童クラブについて
道・型の全国大会優勝など全
関連機関の専門家による相談

でに拡充します︒

進員を中心に受診勧奨事業や
は︑ふれあいずーむ館を活用
国大会での活躍もあり︑町と
会を行っています︒

成のセミナーを開催するな

健康教育に取り組んでいると
する予定です︒
して今後もスポーツや文化活
このほか︑信用保証料の補

子育て環境について

年度は原則７４０

就業につなげるもので︑平成

り︑就業を希望される場合に
の講座を開催し︑ 名の方が
受講しました︒どちらのセミ
ナーも地域の雇用創出につな
がっています︒
ふじさき産品の開発につい
し︑拠点施設で製造販売を行

るほか︑断熱処理を行

は万全か
うことで地域の雇用創出につ

うことで︑氷柱ができにくい

年度は６品を開発

ながるものと考えています︒

構造にするなど︑落雪防止に
駐車場については︑地下水

は十分配慮します︒
用創造事業終了後も株式会社

による融雪装置を設置します

年度実践型地域雇
ふじさきファーマーズＬＡＢＯ

以(上

確認しています︒

準を満たしており︑安全性を

が︑水質検査の結果は全て基
す︒

すると考えています︒

雇用主である直売組合が対応

や雇用保険などについては︑

３月末までの従業員の給料

います︒

新たに整備するものとなって

存のものが古く︑ほとんどが

討していましたが︑既

既存の備品の活用を検

の給料︶

議はあるのか︵備品︑従業員

と農産物直売組合との最終会

株式会社ふじさき
ファーマーズＬＡＢＯ

が町の雇用創造に取り組みま

て︑平成

協議会の業務日程につい

て︑平成

は︑十分考慮した選考を考え

年度は︑２月末時点で４つ

円以上としています︒時期

に︑平成

29

ころです︒
また︑職員不足の解消と︑
動を通じた心身ともに健やか
てんなど︑融資面においても

外のパート職員の時給は︑県

より質の高い学童保育の提供
な成長を支援していきたいと

小学校英語の当町にお
ける取組について
５・６年生での英語教
育が週１時間︑年間

支援しています︒

考えています︒

就学援助制度における

定していません︒

を目的に︑外部委託による運

的・季節的な業務︑あるいは

隣市町村やハローワークの求
準要保護世帯児童に対

29

資格を有する業務に従事する

人募集の賃金を参考にするな

時間行われ︑聞く・話すを中
心に英語に慣れ親しむ授業を
行っています︒また︑教員の

点で４つの講座を開催し︑

83

パート職員の賃金などは︑近

ど︑業務内容や任用期間に応
じて適正に設定しています︒

する入学時学用品費の 入
｢学
前支給 と
｣ 支給額の増額につ
いて

指導力向上のため︑研修など

年３月末の役場
入学前支給は︑学校の

者を対象としたセミナ

り︑雇用拡大につなげるもの
重症化予防を目的として実施

社が受講しています︒また︑

29

平成
職員退職者数︑再任用

を通して英語教育の充実に努

勝治 議員

１名のみのため︑より多くの

ーの開催と町の地域資源を活

①②地域事業者や求職

②協議会の業務日程について

①事業内容について

産業創造協議会について

行政問題について

相馬

めています︒

現状を把握しつつ︑支
町村の実施状況などを考慮し

給額の増額とあわせて︑他市

者数︑新規採用予定者数につ
いて
定年退職者が７名︑普
ながら検討したいと考えてい

万円︑大学は

万円の貸与を行っています︒

等は

入学支度金として短大

と改善点について

の入学時一時金の現状

大学等入学時の奨学金

ます︒

通退職者が１名で︑合
年度の採用予定者数は再

計８名となっているほか︑平
成
任用者が３名︑新規採用者が
６名の合計９名の採用となっ
ています︒
個人の住宅着工件数の
推移と今後の町営住宅

利用状況は︑平成 年度以降

過去３年間において︑

対象者が利用できるよう周知

新築・改築事業について
件︑平

年度が

用したふじさき産品開発の２

成 年度が 件︑平成 年度

平成

を図りたいと考えています︒

つの事業を実施しています︒

体力的弱者である乳幼

で︑平成
していることから︑中３︑高

年度は︑２月末時

児と高齢者を対象に︑

事業者の経営基盤の強化を図

インフルエンザ予防接

件となっています︒
町営住宅については︑みど
年度まで実施する予定

で︑その他の住宅は︑順次︑
改修工事や用途廃止の検討を
行う予定です︒

化について

事業者向けのセミナーは︑

24

種の中３︑高３の無料

69

29

30

30

54 27

り団地の外壁等改修工事を平

は

20

求職者向けのセミナーは︑求

29

成

30

３への事業拡大については予

85

教育環境整備の取組に
ついて

営を今年の秋から予定してい

このほか︑平成

15

49

26

①若者移住すまいづくり︑子

９％となっています︒

東北大会出場を果たしてい

②小学３年生までの対象学年

48

20

育て世帯定住促進事業と共に

年度は小

年度からは６年生ま

子育て環境の充実に努めます︒

年の全

年度が ・

29

10

10

②ガン検診の受診率と 年前

方策を検討しているのか

70

①②特定健診の受診率

20

20

29

30

28
18

40

23

24

28
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33

60

25

22

25

30

66 28
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平成30年第１回 議会定例会
平成30年第１回 議会定例会

税務課からのお知らせ

介護保険料が改定になります

○平成３０年度軽自動車税の減免申請を受付します

第７期介護保険事業計画の策定により、平成30年４月から介護保険料が改定になります。
介護保険料は、介護が必要な方の生活を支えるための大切な財源となっていますので、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。

◆対

象
①身体・精神障がい者又はその者と生計を一にする者が所有する軽自動車
②公益のため直接専用する軽自動車
③その構造が主に身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車(車検証の｢車体
の形状｣欄に｢車いす移動車｣等と記載されている車両)
◆必要なもの
①・・・身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証
②・・・公益のため直接専用する旨を証明する書類、車検証
③・・・車検証、法人の場合は事業内容を確認できる書類
◆受付締切 ４月23日(月)

◆介護保険料の決定
介護保険料は、介護保険事業計画の計画期間である３年間の適用となり、計画期間内で必要と
されるサービス量等の見込みに基づき、決定されます。
◆介護保険サービス事業費の負担割合
介護保険サービスに要する事業費は、国・県・町が経費の50%を負担します。残り半分のうち
27％を40歳から65歳までの方の社会保険診療報酬支払基金からの保険料によりまかなわれてお
り、23％を65歳以上の方が保険料として納めます。
◆介護保険料の基準額
第７期(平成30年度〜平成32年度)では、保険料の基準額を年額81,600円と算出しました。この
基準額をもとに、所得状況により９段階の保険料に分かれて負担することになります。

※①は障がいの区分・程度に応じて減免の可否があります。
※①、③は障がい者１人につき、１台の自動車又は軽自動車の減免に限られます。

第７期介護保険料
所得段階

○軽自動車税は、車両の種類や新規検査(新車登録)を受けた年月に
よって、適用される税率が異なります
◆重課税率
重課税率は、新車新規登録を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く。)に
対して、翌年度から課される税率です。
例：重課税率だと年税額が以下のようになります。
7,200円（旧税率）→ 12,900円
○乗用自家用車
○貨物用自家用車 4,000円（旧税率）→ 6,000円
◆グリーン化特例(軽課）
平成29年４月１日から平成31年３月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自
動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の
軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
区

分

区

分

保険料年額

第１段階

生活保護被保護者
世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

第２段階

世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等
80万円超120万円以下

第３段階

世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入120万円超

第４段階

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人
年金収入等80万円以下

73,440円

第５段階
(基準額)

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人
年金収入等80万円超

81,600円

第６段階

町民税課税かつ合計所得金額120万円未満

97,920円

36,720円

61,200円

平成32年度燃費基準＋30％達成車

概ね50％軽減

第７段階

町民税課税かつ合計所得金額120万円以上200万円未満

106,080円

平成32年度燃費基準＋10％達成車

概ね25％軽減

第８段階

町民税課税かつ合計所得金額200万円以上300万円未満

122,400円

第９段階

町民税課税かつ合計所得金額300万円以上

138,720円

■お問合せ

税務課固定資産税係

88ー8146

■お問合せ 福祉課介護保険係

広報ふじさき有料広告

◆納税義務者
４月１日現在で、町内に主な定置場のある軽自動車等を所有している方
※４月２日以降に廃車などしても、本年度分の税金は還付されません。
（軽自動車税には月割り制度がありません。）
◆小型特殊自動車の申告
トラクターやコンバインなどの農耕作業用自動車や、フォークリフトやショベルローダ、草
刈作業車(ラビットモア)などの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となりますので、軽自
動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
※軽自動車税は車両を所有していれば、公道を走らない場合でも、課税対象となります。
なお、大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、事業主の方は償
却資産と併せて申告をしてください。

2018．4 広報ふじさき

得

軽減率

※電気自動車・天然ガス自動車及び貨物用自動車については基準の変更なし

13

所

Ｈ30年度〜Ｈ32年度

88−8198

地元だから安心!! 塗り替えは第二のマイホームづくりです。

（有）木

村 塗 装

旭硝子 フッ素塗装（最高級塗料）登録施工店 認定番号 G0102015
その他にも各種仕上材 お気軽にご相談ください。

藤崎町大字西豊田三丁目２−４
TEL 75−5 101 FAX 75−5102
代表取締役 木村 悦穂
１級技能士
２級技能士
２級建築施工技師

３名
１名
３名

広報ふじさき 2018．4
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2018.5.30(水)

藤崎町チャレンジデー２０１８ 今年で11回目の開催！対戦相手は徳島県三好市に決定！

公 開 地 点 の 所 在

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

用途地区

藤崎町大字中島字中元(県道浪岡藤崎線沿)

村落

藤崎町大字藤崎字松野木(国道339号沿)

村落

藤崎町大字藤崎字白子(町道白子北真那板線沿)

村落

藤崎町大字亀岡字池田(町道浅田豊田線沿)

村落

藤崎町大字林崎字宮本(県道太田藤崎線沿)

村落

藤崎町大字中野目字早稲田東(県道五林平藤崎線沿)

村落

藤崎町大字葛野字岡元(県道前坂藤崎線沿)

村落

藤崎町大字藤越字西一本木(町道藤崎東亀田線沿)

村落

藤崎町大字葛野字前田(国道339号沿)

村落

藤崎町大字俵舛字前田(県道五林平藤崎線沿)

村落

藤崎町大字藤崎字村井(町道村井西浅田線沿)

村落

藤崎町大字常盤字一西田(町道水木若松線沿)

普通商業

藤崎町大字常盤字四西田(町道県道若松踏切線沿)

普通住宅

藤崎町大字常盤字五宮本(主要地方道五所川原黒石線沿)

普通住宅

藤崎町大字常盤字二西田(町道西田北常盤停車場線沿)

普通住宅

藤崎町大字徳下字滝本(町道徳下中通線沿)

村落

藤崎町大字三ツ屋字上前田(町道福島徳下線沿)

村落

藤崎町大字福島字村元(町道福島徳下線沿)

村落

藤崎町大字水木字福西(町道水木榊線沿)

村落

藤崎町大字水木字水元(県道浪岡藤崎線沿)

普通住宅

藤崎町大字水木字水元(県道水木榊線沿)

普通住宅

藤崎町大字久井名舘字早稲田(町道久井名舘早稲田線沿)

村落

藤崎町大字富柳字福岡(町道福舘水木線沿)

村落

藤崎町大字福舘字里見(町道福舘水木線沿)

村落

藤崎町大字若松字森越(主要地方道五所川原黒石線沿)

普通住宅

藤崎町大字榊字種元(主要地方道五所川原黒石線沿)

普通住宅

藤崎町大字榊字種元(主要地方道五所川原黒石線沿)

普通住宅

藤崎町大字榊字和田(国道７号線沿)

中小工場

藤崎町大字榊字亀田(町道県道亀田線沿)

普通住宅

藤崎町大字増館字若柳(町道常盤徳下線沿)

普通住宅

価格(円/㎡)

4,830
2,562
3,605
2,149
2,842
2,982
5,950
5,628
8,470
2,709
8,330
7,910
7,140
5,565
9,170
3,122
2,492
2,450
3,360
5,929
4,389
2,499
2,219
2,086
5,110
5,110
4,949
4,760
7,560
5,369

※建物を増改築・取壊したときは、税務課固定資産税係にお知らせください。なお、登記については青森
地方法務局弘前支局 (26−1150)で手続が必要です。

土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を受付します
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり受付します。
◆縦覧期間

◆縦覧場所

４月２日(月)〜５月31日(木) 午前８時15分〜午後５時
※水曜日は午後６時30分まで
※土・日・祝日を除く
税務課固定資産税係

■お問合せ
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税務課固定資産税係

88ー8146

１５分間、体を動かして健康づくり・体力づくりに取り組みましょう！

町内の代表的な地点の地価を公開します
地価は、土地の売買や資産評価をする際の指標となります。納税者の皆さんの土地評価に対する理解を
促進するために、町内の標準地１平方メートル当たりの価格を次のとおり公開します。
公 開 地 点 の 所 在

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

用途地区

価格(円/㎡)

藤崎町大字藤崎字舘岡(国道339号沿)

普通商業

藤崎町大字藤崎字西村井(県道藤崎停車場線沿)

併用住宅

12,460
11,200
10,710
7,700
13,720
10,360
10,570
12,600
13,510
13,160
8,890
11,270
10,990
7,350
8,120
11,200
10,570
7,840
6,384
10,500
12,040
9,660
9,170
8,470
8,120
9,100
8,400
7,910
12,600
11,060
8,400
8,680
9,240
11,130
7,140
14,420
9,590
4,102
3,836
3,906
3,829

藤崎町大字藤崎字四本松(国道339号沿)

併用住宅

藤崎町大字葛野字新岡元(町道新岡元東若松線沿)

普通住宅

藤崎町大字西豊田一丁目(町道葛野前田藤崎豊田線沿)

普通住宅

藤崎町大字葛野字前田(県道前坂藤崎線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字西村井(町道若前西豊田線沿)

普通住宅

藤崎町大字西豊田一丁目(町道中村井７号線沿)

普通住宅

藤崎町大字西豊田二丁目(町道葛野前田藤崎豊田線沿)

普通住宅

藤崎町大字西豊田三丁目(町道豊田村元線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字西村井(町道西村井３号線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字西村井(町道村井白子線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字東村井(町道豊田村元線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字西若松(県道太田藤崎線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字横松(県道太田藤崎線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字若前(国道339号沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字中村井(町道豊田村元線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字梨ノ木(町道村岡梨ノ木線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字舘岡(町道舘岡村岡線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字武元(町道一本柳中村井線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字村井(国道７号沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字新城(町道新城東一本木線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字四本松(町道四本松村岡線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字村元(町道藤崎停車場下袋線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字銅屋森(町道村元銅屋森線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字横松(国道339号沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字銅屋森(町道銅屋森３号線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字村井(町道村井３号線沿)

普通住宅

藤崎町大字西豊田三丁目(町道豊田東村井線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字西若松(町道若前西若松１号線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字西若松(町道村井白子線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字銅屋森(国道339号沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字中村井(町道中村井６号線沿)

普通住宅

藤崎町大字藤崎字村井(町道村井白子線沿)

中小工場

藤崎町大字藤崎字中村井(町道中村井５号線沿)

中小工場

藤崎町大字西豊田三丁目(町道藤崎尾上線沿)

その他

藤崎町大字藤崎字南豊田(国道７号沿)

その他

藤崎町大字藤崎字東若松(町道新岡元若松線沿)

村落

藤崎町大字藤崎字下道(県道太田藤崎線沿)

村落

藤崎町大字藤崎字新城(町道新城１号線沿)

村落

藤崎町大字水沼字浅田(県道五林平藤崎線沿)

村落

広報ふじさき 2018．4

14

藤崎町で暮らしませんか？

子育てについて悩んでいませんか？

子育てなんでも相談のご案内
｢子育てなんでも相談｣では、｢子育て｣や｢学校関係｣など子育てに関する相談
に専門の相談員(保健師兼認定心理士)が応じます。
女性の相談員が対応しますので、お気軽にご相談ください。
電話での匿名相談もできます。
実施日
◆相談内容

子育ての悩み・生活習慣・発達や言葉の遅れ・
学校関係・家庭教育・いじめ・非行 など
※相談上の秘密は厳守します。
幼児〜高校生の子どもを持つ保護者等
月１回(第３土曜日）午後１時〜午後４時

◆対 象 者
◆日
時
◆相談方法
○面接相談(相談会場にて相談受付）

○子育てなんでも相談専用ダイヤル ０７０−２０２１−６９４０
※専用ダイヤルによる相談受付は面接相談日時と同じです。
■お問合せ 町教育委員会生涯学習課
(常盤生涯学習文化会館内) 65−3100

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

移住 ・定住促進事業のお知らせ
・定住促進事業のお知らせ

子育て世帯定住促進事業
町内に転入し、民間賃貸住宅に居住する子育て世帯に家賃等を補助します。

会

場

常盤生涯学習文化会館
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館(予定)
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館(予定)
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館(予定)
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館
ふれあいず−む館

◆補助内容
・家賃 住宅手当等控除後の２万円以内を最大２年間補助
・お米 小・中学生１人につき５kg／月を最大２年間給付
◆申請期間 ４月２日(月)〜平成３１年３月２９日(金）
◆対 象 者(次の要件をすべて満たしている世帯)
・中学生以下の子どもを扶養し、世帯全員が当町に住
所を有していること
・町に定住することを目的として、平成29年４月以降
に転入し、町内の民間賃貸住宅に居住していること
・申請日現在において、町から転出後３年以内の再転
入世帯でないこと
・民間賃貸住宅を自己の居住に用いていること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・家賃及び町税等を滞納していないこと
・５年以上定住し、町内会に加入していること
・本事業による補助を受けた者がいないこと

◆対象住宅
町内の民間賃貸住宅
(公営住宅、社宅、官舎、寮、三親等以内の親族が
所有する賃貸住宅、申請者以外が締結した賃貸借
契約に基づく住宅を除く）
◆必要書類(交付申請書提出時)
・子育て世帯定住促進事業補助金交付申請書
・居住する民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
・世帯全員の住民票
・住宅手当等支給証明書
・町内会加入証明書
・定住確約書
・町税等の納税証明書
・戸籍の附票謄本
・その他町長が必要と認める書類等
■申込・お問合せ 住民課子育て支援係

消防だより

４月９日〜１５日に県下一斉春の火災予防運動を行います

『火の用心 ことばを形に 習慣に』

山火事に注意を！

◆対象住宅(次のいずれにも該当する住宅)
・建物登記の新築年月日が平成29年４月１日以降で、
平成31年３月29日までに登記が完了すること
・住宅(土地を購入した場合は住宅と土地)の所有権が
夫か妻のいずれか又は共有の名義であること
・住宅の床面積(玄関、居室、台所、風呂、トイレを
有する居住用部分)が全体面積の２分の１以上で
75㎡以上であること
・住宅の建築又は購入に係る費用が申請者が購入し
た土地の取得費を含めて1,000万円以上であること
・建築又は購入の契約相手が、夫及び妻の３親等
以内の親族でないこと
◆必要書類(交付申請書提出時)
・若者移住すまいづくり補助金交付申請書
・住宅の建築又は住宅・土地の購入に係る契約書
・住宅の居住用面積が確認できる書類
・住宅の位置図、平面図、立面図
・その他町長が必要と認める書類等

『小さな火 大きな森を 破壊する』

■申込・お問合せ 建設課建設係

これからは空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節となります。火災はちょっとした油断か
ら、皆さんの大切な命や貴重な財産を奪います。万が一に備え、住宅用火災警報器を設置しま
しょう。また、家族みんなで避難方法等をもう一度確認し、次の「住宅防火いのちを守る７つの
ポイント」を実行しながら、自分の家は自分で守るよう心掛けましょう。
◆住宅防火いのちを守る ７つのポイント
①寝たばこは絶対にやめる
②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
③ガスコンロなどのそばを離れる時は必ず火を消す
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
⑤寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する
⑥火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する
⑦お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所との協力体制をつくる

広報ふじさき有料広告

てんちゃん

【認 定 補 聴 器 専 門 店】
て ん

しょう

ど う

んの

んて

て
てん

補聴器センター

※聞こえのご相談、出張サービスも行っております。

弘前市代官町通り
（紀伊國屋書店さん横）
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TEL.0172 - 33 - 5016

若者移住すまいづくり事業

88ー8184

山間部の雪解けが一層進み、空気が乾燥するこの時
期は、１年のうちで最も山火事が発生しやすい季節で
す。貴重な森林を山火事から守るため、火の取扱いに
十分注意してください。
■申込・お問合せ

○消防本部予防課
○東消防署北分署

32ー5104
75ー3333

町内に転入し、新築住宅を取得する若い夫婦の方に
補助金を交付します。
住宅と土地を取得したとき 80万円補助
50万円補助
住宅のみを取得したとき
◆申請期間 ４月２日(月)〜12月21日(金）
◆対 象 者(夫及び妻が次のいずれにも該当する方)
・平成29年４月１日〜平成31年３月29日に転入して
いること。ただし、平成28年12月１日以降に転出
し再転入していないこと
・申請日現在において、満45歳未満であること
・前年度分の市区町村税で滞納がないこと
・５年以上定住すること
・町内会に加入していること
・本事業による補助を受けたことがないこと
◆補助内容

88ー8285

◆その他(共通事項）
○交付申請書のほかに実績報告書や交付請求書などの提出が必要です。事業の詳細は町ホームページ(http://www.
town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。各種様式もダウンロードできます。
○必要書類の提出は、それぞれの事業の担当課窓口に提出してください。(郵送不可) ※土･日･祝日を除く
受付時間：平日 午前８時15分〜午後５時 ※子育て支援係は水曜日のみ午後６時30分まで受付
○補助金等の交付後に補助対象外の事実や不正な行為が認められた場合は、補助金等を返還していただきます。
○確定申告における所得税の取扱いについては税務課又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
広報ふじさき 2018．4
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こんにちは

５

月

ஜᐽଥ
ࠞࡦ࠳

満１歳のお誕生日を迎えたらＭＲ(麻し
ん・風しん)の予防接種を受けましょう。
また、すこやか健診等の日程一覧表は、
町ホームページに掲載しています。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
５月１１
０日(木)【１歳６か月児健診】
日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 Ｈ28
27年９月〜10月生
●受 付 13:00〜13:15
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、
身体計測、小児科、歯科、
内科、歯科、
栄養指導、歯科指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、問診票、バスタオル等
５月２５日(木)【３歳児健診】
４日(木)【３歳児健診】
●対 象 Ｈ26
25年９月〜10月生
●受 付 12:30〜12:45
●場 所 藤崎老人福祉センター
ふれあいずーむ館
●内 容 身体計測、小児科、
内科、歯科、
歯科、
耳鼻科、
耳鼻科、
視力、聴覚、尿検査、精神発達、
栄養指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、問診票、バスタオル等

ߔߎ߿߆⋧⺣
５月１
７日(木)【１
８日(木)【１０か月児健康相談】
●対 象 Ｈ29
28年６月〜７月生
●受 付 9:30〜9:45
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、離乳食のお話・試食、
生活リズムや発達のお話
●持ち物 母子手帳、子どもノート、問診票
バスタオル等
※参加ご希望の方は５月10
11日(木)までにご連絡ください。
日(木)までにご連絡ください。
５月１
７日(木)【母子健康相談】
８日(木)【母子健康相談】
●対 象 妊婦・生後３か月以上の乳幼児
●受 付 10:00〜11:00
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 妊娠中のアドバイス、
乳幼児の身体計測、育児相談
●持ち物 母子手帳、子どもノート、
バスタオル等

ஜᐽ⋧⺣

■お問合せ
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福祉課健康係 88ー8197
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国 民 年 金のお知らせ

国保の届け出について

受

付

○国保の届出にはマイナンバー(個人番号)
又はマイナンバーが確認できる書類と身分証明書
(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。

平成３０年度国民年金保険料について
平成30年度の国民年金保険料は次のとおりです。

◆国保に加入するとき
こんなとき

平成３０年度国民年金保険料納付額表

持参するもの

１か月分
保険料額 割引額

他の市区町村から転入
転出証明書、印鑑
してきたとき
他の健康保険などを
健保の離脱証明書、印鑑
脱退したとき
生活保護を受けなく
保護廃止決定通知書、印鑑
なったとき

現金・クレジットカード
(毎月定額)
口座振替(前納)

子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑

◆国保を脱退するとき

死亡したとき

ー 98,040円

ー

ー 97,240円

16,290円

１年分
保険料額 割引額

ー 196,080円

２年分
保険料額 割引額

ー 393,000円

800円 192,600円 3,480円 378,580円 14,420円
50円 96,930円 1,110円 191,970円 4,110円 377,350円 15,650円

持参するもの

国民年金保険料学生納付特例申請について

保険証、印鑑
国保と健保の保険証、印鑑

20歳以上の方は、学生であっても国民年金保険料に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される「学生納付特例制度」があります。

保護開始決定通知書、
保険証、印鑑
死亡を証明するもの、
保険証、印鑑

外国籍の人が脱退する
在留カード、保険証、印鑑
とき

◆対象となる方
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校
(修業年限１年以上である課程)に在学する学生等で、本人の前年の所得が基準額以下の方

◆その他

◆所得のめやす

こんなとき

持参するもの

住所、世帯主、氏名など
が変わったとき
保険証をなくしたり、汚
れて使えなくなったとき
就学のため、子どもが他
の市区町村に住むとき

118万円＋(扶養親族等の数×38万円)

保険証、印鑑

◆申請に必要なもの
○申請書(住民課国保年金係窓口に備え付けています)
○在学期間がわかる学生証の写し又は在学証明書(原本)
○年金手帳(氏名記載ページ)の写し

身分を証明するもの、印鑑、
汚れた保険証
在学証明書又は学生証、
保険証、印鑑

学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定
である場合、３月下旬から４月上旬に再申請のはがきを送付します。
引き続き学生納付特例制度を希望する場合は、必要事項を記入の上、返送してください。

※上記以外のものが必要になる場合もあります。
■お問合せ

住民課国保年金係

88ー8179

߽ࠄᔓࠇߡ߹ߖࠎ߆㧩

■お問合せ

⛗ᧄࠍࡊࡦ࠻ߒߡ߹ߔ
町図書館では、乳児健診時に読み聞かせのきっか
けとなる｢ブックスタート｣のための絵本をプレゼン
トしています。
乳児健診に来られなかった方やまだ絵本をもらっ
ていない方は町図書館にお越しください。
平成 29 年４月〜平成 30 年２月に実施
した乳児健診対象のお子さん
◆持 ち 物 母子手帳
◆対 象 者

■お問合せ

ー

※口座振替･クレジットカードでの平成30年度分、６か月(４月〜９月)・１年前納・２年前納の申込み
は２月末日で締め切りました。６か月(10月〜３月)前納分の申込締切は８月末日ですのでご利用ください。
現金納付については４月中に手続してください。１か月分前納については随時申込みできます。
※２年前納は平成30年４月〜平成32年３月分です。なお、平成31年度は月額16,410円で計算しています。

外国籍の人が加入する
在留カード
とき

こんなとき
他の市区町村に転出す
るとき
他の健康保険に加入し
たとき
生活保護を受けること
になったとき

６か月分
保険料額 割引額

16,340円

現金(前納)

町図書館｢大夢｣･町ブックスタート友の会
☎75ー2288

広報ふじさき有料広告

５月２日(水)・
５月
１
７日(水)【こころの健康相談】
16日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 藤崎老人福祉センター
(２日）常盤老人福祉センター
(16日）藤崎老人福祉センター
５月１
２日(金)・１
９日(金)【傾聴サロン】
５月
１
１
日(金)・
１
８日(金)
●時 間 13:00〜15:00
【傾聴サロン
おしゃべり&オレンジカフェ】
●場 所 (12日）藤崎老人福祉センター
●時 間 (13
:
00
〜15:00
19日）常盤老人福祉センター
●場 所 (11日）藤崎老人福祉センター
(18日）常盤老人福祉センター
■お問合せ
福祉課健康係 88−8197

国保係

常盤診療所
藤崎町常盤字富田21−６

0172ー65ー2210

〜禁煙外来・往診・まき爪の治療も行っています〜

住民課国保年金係
弘前年金事務所

88ー8179
27ー1339

健診で体からのお便りをチェック！
良い習慣の積み重ねで健康に。生活を見直
し、健やかな毎日を目指しましょう。

診療時間

月

火

水

木

金

土

午前８時30分〜正午

○

○

○

○

○

○

午後２時〜午後６時

○

○

○

○

筋肉と脂肪のバランスを測定できる体組成
計も導入しました。どうぞご利用ください。

(日・祝日休診)
広報ふじさき 2018．4
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藤崎町図書館
大夢

午前１０時〜午前１０時４５分
○ど こ で 常盤生涯学習文化会館 児童室
○おはなし ときわっ子本の会
テーマ：
「さあ、春のおはなし いっぱい！」
おはなしの内容を覚えて、語り聞かせる手法
(ストーリーテリング)でお話します。
○対
象 小学生、おはなしの好きな方ならどなた
でも参加できます。
※始まりの時間に間に合わないと中に入れませんので、
開始時間前までにお越しください。

○ど こ で 藤崎町図書館 児童室 よいこのくに
○おはなし わっこの会
テーマ：おはなしＺＯＯ(どうぶつえん)
『かばのおはなし』
「かばくん」｢ちいさなヒッポ｣ ほか
みんな大好き、どうぶつのおはなし、はっじまるよ〜♪
○対
象 幼児・児童(保護者含む）
※どなたでも参加できます。お気軽にお越しください。

○「まいにちつかうもの」
○「伊奈かっぺいを解読する」
○「母の家がごみ屋敷」
○「花木荘のひとびと」

石川 ゆみ‖著
泉谷 栄‖著
工藤 哲‖著
高森 美由紀‖著
ほか
※都合により、一部納期が遅れることがあります。

◎藤崎町図書館 大夢 休館日のお知らせ
☆４月の休館日

建売
住宅 新築戸建をお探しの方必見！
交通･お買い物･公共施設に近くて便利

☆『赤ちゃんからの絵本展』
期間：４月24日(火)〜５月12日(土）
図書館では赤ちゃんから楽しめる本を展示・貸出します。
見て触って、児童室内で読み聞かせができます。
ぜひ、お子様連れでご来館ください。

南津軽郡藤崎町大字西豊田二丁目 11-5
藤崎町役場、
イオン藤崎店まで徒歩約3分
JR五能線 藤崎駅まで徒歩約3分

土地面積
152.03 ㎡ (46.00 坪 )

土地＋建物

販売
価格

1Ｆ39.74 ㎡ (12.00 坪 )
2Ｆ43.24 ㎡ (13.05 坪 )
延床面積合計
82.98 ㎡ (25.05 坪 )
4帖

何

でも

お気

軽にお問合せ下さい

ＯＫ！
見るだけ ＯＫ！
け
聞くだ

返済例 借入 1,750 万円
月々
返済

41, 810 円

※当初 3 年固定金利 0.7％借入期間 40 年で算出

洋室
6.5 帖

●
イオン

●ローソン

藤崎町
●役場

ドラッグアサヒ

●藤崎
診療所

歓喜寺●

洋室
8帖

●

●
FORUM-1

●GS

夢空間を創る

現地

丸秋建設 有限会社

( 事前連絡必要 )

વஸೄઢਧ௹িഛ৯
વஸೄઢਧ௹ি
ഛ৯ 
 

随時内覧可能

ｻﾝﾙｰﾑ

(税込)

国道339号線

LDK14 帖

1 階平面図

(税込)

090-3369-7582

★

7(/
ఝ 090-3369-7582

藤崎駅
2 階平面図

二月例句会 入選作品抄
題 き｢らきら﹂ 大｢胆﹂ 遠｢慮﹂

成田 波麻
立志式張りある声で夢語る
二十億寄付する広い心持ち
無遠慮な客夕餉どき長居する

田中さち子
覚えた字何度も書いたランドセル
姑と大げんかした夢の中
建前は無礼講だが酒の席

福井 朗風
獅子頭キラキラ光る口を開け
妻が居て子が居て大胆になれず
貧しいが遠慮のいらぬ友が寄り

文坊

パトカーを振り切り逃げた死傷事故

野呂
一周忌女に戻るイヤリング

まだ元気老人会は遠慮する

清水 川魚
北の海流氷キラキラ動く春
少年の一手大人をたじろがせ

ガンバレと亡き母キラキラ星になり

小林ちょちょじ

大胆に恋のうちあけどもりがち
津軽衆残りの一つ食べません
遠慮などどこ吹く風の詰め放題

佐々木トミヱ

ミラーボールグラスの中で酔いしれる

なまはげの大手振る舞い春を呼ぶ

木村 羊川
雨上がり梢に咲いたくもの糸
世渡りが下手な遠慮で一人酒

藤人

福井 藤人
堂々と直球でゆく勝負球
末席で男正論抱いている
葬儀代貯めて後継ぐ子に残す

出席者全員選 題﹁奢る﹂
福井
永年の絆香典どんと出す

紫

߷௶

期間：４月１日(日)〜５月12日(土)
「第23回日本絵本賞｣及び｢第10回絵本屋さん大賞｣特集を
開催しています。受賞作・候補作を取り揃えていますので、
この機会にぜひご利用ください。

諸経

駐車
３台

1,720万円＋ 費 30万円

建物面積

☆『日本絵本賞』及び『絵本屋さん大賞』特集

２日(月)・９日(月)・16日(月)・23日(月)・27日(金）
※４月27日(金)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却
ポストをご利用ください。

2018．4 広報ふじさき

○い
つ ４月24日(火)〜 ※なくなりしだい終了
○ど こ で 藤崎町図書館 受付
○対
象 乳幼児・小学生（お一人様、１日１回）
本を借りると豆本が入ったガチャガチャを回せるよ！

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100、町文化センター ☎75ー3311

月々返済４万円台から夢が叶う！

広報ふじさき有料広告

☆郷土

☆『わくわく♪ドキドキ★ おはなし ガチャ本』
〜大夢(タイム)カプセルで豆本ゲット!!〜

５月12日(土) 午前10時
町文化センター ３階 ｢多目的ホール｣
第１部 藤崎いきいき生活大学開講式
第２部 記念講演 演題 「いきいき元気な自己表現」
講師 フリーアナウンサー 倉田 和恵 氏

■お問合せ

◎こどもの読書週間企画
2018年・第60回こどもの読書週間
期間：４月23日(月)〜５月12日(土)
標語：「はじまるよ！本のカーニバル」

時
所
容

【倉田 和恵 氏 プロフィール】
○元青森放送アナウンサー
○ＲＡＢラジオ｢ＨＯＴひろさき｣パーソナリティー、ＲＡＢテレビＣＭリポーター
(現在)
○ＦＭアップルウェーブ「津軽いじん館」「やじうま川柳」に出演中
○ＮＨＫ弘前文化センター講座「朗読散歩」講師
○エルム文化センター講座「楽しい朗読」講師

◎定例おはなし会「おはなしのとびら」
○い
つ ４月21日(土) 午前１０時〜午前１１時

☆児童図書
○「ほーほー」
ザ・キャビンカンパニー‖作・絵
○「あいさつってたのしい」
石津 ちひろ‖文
○「いろんな み」
クララ・コルマン‖さく
○「ハンカチやさんのチーフさん」
どい かや‖文
○「おみせやさんでんしゃ」
林 木林‖文
○「きつねうどんたぬきうどん」
古内 ヨシ‖さく
○「花見べんとう」
二宮 由紀子‖作
○「わたしの空と五・七・五」
森埜 こみち‖作

◆日
◆場
◆内

国道7号線

○「自然を楽しんで稼ぐ小さな農業」 マルクス・ボクナー‖著
○「大友二階崩れ」
赤神 諒‖著
○「いのちがけ」 加賀百万石の礎
砂原 浩太朗‖著
○「茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける」
諏訪 宗篤‖著
○「雲上雲下」
朝井 まかて‖著
○「長く高い壁」
浅田 次郎‖著
○「天龍院亜希子の日記」
安壇 美緒‖著
○「レッドリスト」
安生 正‖著
○「定年オヤジ改造計画」
垣谷 美雨‖著
○「沸点桜」(ボイルドフラワー）
北原 真理‖著
○「路上のＸ」
桐野 夏生‖著
○「青くて痛くて脆い」
住野 よる‖著
○「カーネーション」
徳永 圭‖著
○「首都圏大震災」
牧野 武則‖著
○「オリジン」上・下
ダン・ブラウン‖著
○「織られた町の罠」
エンミ・イタランタ‖著
○「アウトドア育脳のすすめ」
瀧 靖之‖著
○「ＤＩＹを生かした小さな庭づくり」 有福 創‖監修
○「牛と土」福島、3.11その後。
眞並 恭介‖著

21

「藤崎いきいき生活大学」開講式をつぎのとおり開催します。
どなたでも参加できますので、多くの方々のご来場をお待ちしています。

◎定期おはなし会
○い
つ ４月１4日(土)

☆一般図書

㧸Q
㧜㧝㧞

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

◎最新着図書

平成３０年度藤崎いきいき生活大学開講式

 75−2288

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

と し ょ か ん だより
としょかんだより

紫
柳
社
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KPHQTOCVKQP

役場75−3111

常盤出張所65−2111

上下水道課75−6025

教育委員会69−5010

ずーむ館75−2288

みち江(91)

水 木

横 山 正 悦(70)

(69)

新

町

山

谷

ミ

ヤ(94)

〜表紙の説明〜

勝 (53)

小

畑

三

上

は

ま(95)

髙

木

キ

サ(92)

田

中

たか子(91)

ＪＲ東日本のダイヤ改正により、藤崎駅が五能線列車｢リゾート
しらかみ｣の停車駅になることから、停車を記念して３月17日(土)に
藤崎駅で｢おもてなしイベント｣を実施
しました。当日は、友達同
士や家族連れ、保育園の園
児など、町内外から合計
250 名が集まり、藤崎駅で
小旗を振って｢リゾートし
らかみ｣を出迎えました。

つ

健 (70)

仲 町

小 杉

水 沼

佐々木 あ

伝

野

馬

呂

さ(94)

や

(93)

榊
舟

場

木挽町

境

公 子(59)

ゑ(97)

※この欄に載せたくない方は、届出の時に窓口に申し出てください。

県税部からのお知らせ

澤

スポーツプラザ藤崎からの
お知らせ

永

町

し尿汲み取り収集連絡
先のお知らせ

新

年度朝野球大会の

吉 田

鹿 内 静 一(85)

仁

◆藤崎地区

水 沼

10

舟 場

藤

参加チームを募集します

須

平成

西豊田二

株式会社津軽衛生公社

奈良岡

31

城(81)

干

◆参加資格

水

沼

藤

☎ ー３３３８

(２月28日現在)
年間累計 前年比
453件 −139
５人 ー４
576人 −184

齋

田舎館衛生社

県内の交通事故概況

西豊田三

◆常盤地区

●軽自動車税

〜お悔やみ申しあげます〜

30

自動車税・不動産取得税・個人
事業税はコンビニエンスストア
で納付できます︒ぜひご利用く
ださい︒また︑便利で安全・確
実な口座振替もご利用できます︒
申込用紙は︑各取扱金融機
関・中南地城県民局県税部の窓
口に備え付けてあります︒

納期限は５月１日(火)です

ー２２２９

紅(一樹)

伊 藤 羽

☎

哉(靖顕)

く

１チーム

きょうや

人以上で編成したチーム
※町内外を問わず
◆参加料

匡

■お問合せ

馬

◆口座振替の利用について

對

12

)

榊

と

人(康浩)

０

２５０００円
申(込時に納入

歩奈未(賢太郎)

住民課環境係 ☎ ー８１６９

橋

27

37

88

◆申込締切

ひ

三

農政係からのお 知 ら せ

白 戸 理

小学校通り

4

あ と が き
関係者の方々のご尽力により、念願だっ
た福田理事長への取材が実現でき、本当
に感謝しています。様々な偶然が重なって、
ふっと目の前にチャンスが現れたとき、た
めらわずにそのチャンスを掴むことが、夢
を叶える秘訣なのかなと思います。広報
を担当してよかった。素晴らしい時間を
どうもありがとうございました！
（Ｉ）

４月 日 土( )※厳守
■申込・お問合せ

朝日町

こ(祐輝)

年４月から農業振興

あ

平成

藤

スポーツプラザ藤崎
☎ ー３３２３

齋

み

地域整備計画の見直しを行いま

32

仙台国税局人事第二課試験研修係

木挽町

な

14

65

◆受験資格
○昭和 年４月２日〜平成９年
４月１日生まれの者
○平成９年４月２日以降生まれ
の者で次に掲げる者
①大学を卒業した者及び平成
年３月までに大学を卒業
する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同
様の資格があると認める者
◆申込受付期限 ４月 日 水( )
◆申込方法
申込みはインターネットから
とします︒国家公務員試験採用
情報 NAVI(http://www.jinji.go.jp/
をご覧ください︒
saiyo/saiyo.htm)
◆第１次試験日 ６月 日 日( )
■お問合せ

ほ

75

29

30

き

唯 月(健太)

年度町民ユニカール大会

中

平成

田

す︒農用地の変更を検討中の方

場

はご相談ください︒

舟

の結果報告

10

☎０２２ー２６３ー１１１１
人事院東北事務局
☎ ２２ー２２１ー２０２２

斗(拓真)

つ

28

30

お知らせ

常盤ふるさと資料館あすか65−4567

○個人事業税 ･･･
定期賦課分
○法人県民税 事･業税 地(方法人
特別税を含む )
中間申告・確定申告分
･･･
○自動車税 ･･･
６月納期分
※平成 年度は︑ 月 日 金( )
までに申込みが必要です︒
○軽油引取税
■お問合せ
中南地域県民局県税部
納税管理課 ☎ ー４３４１

)内保護者
た

■お問合せ

ムによる熱戦が繰り広げられま

鈴 木 湊

と

88

１月 日 日( に)スポーツプラザ
藤崎において開催され︑ チー

した︒結果は次のとおりです︒

国家公務員採用試験の
お知らせ

水 木

な

農政課農政係 ☎ ー８２７３

建物建築に伴う要件緩和
のお知らせ

勝 ＳＡＹチーム

＋４

み

亀 岡
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４月の町税等の納期
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市街化調整区域の集落におい

〜お誕生日おめでとうございます〜
(

ー５

は

前年比
ー26
＋１
ー25

て︑建築することができる用途

ー１

り

２月中
件数 254件
死者 ２人
傷者 326人

及び指定区域を見直しました︒

世帯

清(野 正廣︑荒谷 百合子︑
吉田 兼男 )
児玉チーム

合計

準優勝

女

スポーツプラザ藤崎75−3323

前月比

7,092人
8,086人
15,178人
5,952世帯

人口 男

２月 届 出 分

変更後の用途及び指定区域の

戸 籍 の 窓

町の人口と世帯数
２月28日現在

69−5010

児(玉 雄一︑成田 ユカ子︑

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)

範囲は建設課及び町ホームペー

■申込・お問合せ

国税専門官は︑国の財政を支
える重要な仕事を担い︑税務署
等において︑調査・徴収・検査
や指導などを行う税務のスペ
シャリストです︒
仙台国税局では︑バイタリ
ティーあふれる国税専門官を募
集しています︒

◆申込締切

齋藤 正勝 )
第３位 ＮＮＳチーム

◆参加費用
◆申込方法

シンガポール
８月１日(水)〜６日(月)
16名
次の要件をすべて満たす者
○町内に住所を有する中学２年生
○積極的に海外派遣事業の参加を希望していること
○心身ともに健康で海外研修ができる状態であること
○保護者が海外派遣に同意していること
○800字以内で海外派遣参加希望理由等の作文を書くこと
○事前研修(３〜４回)、事後研修(帰国後２回)、報告会等に必ず参加できること
自己負担額 30,000円（旅券取得費用、任意保険料等は別途自己負担）
所定の参加申込書に記入の上、希望理由の作文(400字詰め原稿用紙２枚程度)を添えて
各町立中学校又は町教育委員会学務課に提出してください。
※参加申込書は各町立中学校又は町教育委員会学務課にあります。
※選考審査を経て、５月中旬(予定)までに派遣生を決定します。
４月26日(木）

成(田 健太郎︑永田 由美子︑
鈴木 廣光 )

◆派 遣 先
◆派遣期間
◆募集人員
◆応募資格

88

常盤生涯学習文化会館65−3100
ジ (http://www.town.fujisaki.lg.jp)
で確認することができます︒

次代を担う中学生が外国での生活を通して異なった文化や伝統を見聞きし理解を深め、国際感覚
を養うことにより国際社会に貢献できる人材の育成と中学校の国際理解教育の推進に資することを
目的として、海外でホームステイ・学校体験を行う生徒を事業します。

■お問合せ

ɶܖဃෙٳᢔʙಅ‒‒Ӌьᎍ⇁Ѫᨼↆ↭ↈ

建設課建設係 ☎ ー８２８５

ီ↝ᐯ∝૨҄↚ᚑ↻↷ⅵ≆

町文化センター75−3311

63

11

家族で｢リゾート
しらかみ｣に乗車し、
藤崎駅で降りた中村
渉さんは｢窓からの
景色が素晴らしかっ
た。今度は新緑の季
節に乗ってみたい。
海を間近に見ることができ、子どもた
ちも喜んでいました｣と、｢リゾートし
らかみ｣での旅を楽しんでいました。
広報ふじさき 2018．4
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２月27日(火)、ふれあいずーむ館でまちづくり団体交流会を開催しました。
交流会は、平成29年度に町からの助成を受けた各団体が活動内容について
発表し、今後の活動がより一層発展することを目的に開催しています。
当日は、各団体が実施したイベントなどの展示物を見ながら、参加者同士、
互いに質問したり活動内容を説明するなど交流を深めまし
た。また、常盤レクダンスサークルによる事例発表会も行
いました。
参加者による投票の結果、まちづくり活動が最も優れていた｢まちづくり賞｣には
常盤レクダンスサークル、独特な活動でまちづくりに対する視点が最も面白い
｢ユニーク賞｣ には久井名舘町内会、ポスター等の展示が最も優れていた「グッド
ディスプレイ賞｣ には小畑町内会が選ばれました。

ドディスプレイ賞
グッ

小畑町内会
(会長 成田 昇)

１日３食、野菜を食べよう！

まちづくり賞

常盤レクダンスサークル
(会長 古舘 容子)

ユニーク賞

久井名舘町内会
(会長 佐藤 文雄)

ふじさキッチン

■お問合せ

福祉課健康係

88ー8197

水耕栽培により、１年中おいしく食べることができる豆苗。本来はハウス又は露地栽培され、収
穫時期は３月から５月にかけて行われます。
購入する際は、葉の色が濃いみずみずしいものを選びましょう。袋詰めの封を開けていない場合
は、野菜室で立てて保存するのがおすすめです。また、カットして残った根の部分を水につけ、日
当たりのよい場所に置くともう 1 度収穫できます。
豆苗は、粘膜や皮膚を健康に維持するビタミンＡや代謝を助けるビタミンＢ群などを多く含み、
栄養価の高い野菜です。
今回は簡単にできて、野菜をたっぷり食べられる豆苗のナムルを紹介します。

旬を味わう「豆苗ナムル」
旬を味わう
「豆苗ナムル」
■材料 ( ２人分 )
・豆苗 1/2 袋 ・もやし 1/2 袋 ・ちくわ 1 本
・白すりごま 小さじ 2 ・鶏ガラスープの素 小さじ 1
A
・ごま油 大さじ 1/2 ・塩 少々 ・にんにく ( すりおろし ) 少々
■作り方
①豆苗を半分に切る。
②ちくわは縦に半分に切り、ななめ細切りにする。
③もやしをさっと洗い、①、②といっしょに耐熱容器に入れ、ラップをふわりとか
けて 500W で３分レンジ加熱する。( 電子レンジにかける時間は、様子をみなが
ら調節してください。）
④③をざるにあげて冷ます。
＊炒めたお肉といっしょにご飯にのせ、
真ん中に卵黄をのせるとビビンバ風
⑤ボウルにＡを入れて混ぜる。
になります！
⑥⑤に、水気を絞った④を入れてよく混ぜ合わせる。
広報ふじさきに関するご意見・ご要望は、企画財政課企画係までお寄せください。
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