主な内容

広報

広
報

ふじさき

Ớ Ữ ễ Ể о Ủ ẅ࣎ ᝅ Ầ ễ ẅΟ Ẳ ẟ ộ Ẽ

みんなで築く 希望に満ち、
活力があふれるまち ふじさき

たくさんの思い出、ありがとう！
平成28年度藤崎中学校卒業証書授与式

特集 まちづくり団体交流会

特集 まちづくり団体交流会

３ 月 １ 日 水( ︑) ふ れ あ い
ずーむ館でまちづくり団体交

年度に町

流会を開催しました︒

交流会は︑平成

等から助成を受けた各団体が︑

活動内容について発表しなが

ら交流し︑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︒

交流会はポスターセッショ

ン 各( 団 体 が 活 動 内 容 を 発 表
するため︑パネルやホワイト

ボードなどにポスターなどを

並べて貼り出し︑聞き手が自

分のポスターの前に立つたび

28

動内容の説明するなど交流を

深めました︒

また︑小畑町内会による事

例発表会も行いました︒

今回の交流会では︑参加者

づくり活動を行った ま
｢ ちづ

する視点が面白く独特な活動

を行った ユ｢ニーク賞 に｣は藤
崎をロックに奮わす会︑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

には常盤レクダンスサークル

投票の結果︑最も優れたまち

イベントなどの展示物を見な

くり賞 に
｣ 藤崎停車場通りけ
やぐ組︑最もまちづくりに対

に 説 明 を 行 う 方 法 で) 行 わ れ ︑
参加者は︑各団体が実施した

がら︑お互いに質問したり活

藤崎停車場通りけやぐ組
(代表 野呂 国夫)

が選ばれました︒

藤崎駅通り商店街は冬
期間の人通りや売上げ
「もっとにぎ
けやぐ通信も毎年発行！ が少なく、
やかにすることができ
みんなみてね！
ないか」「自分たちで
なにかできることはないか」という思いから始
めたのが活動のきっかけ。商店街の人はもち
ろん、農家や会社員の人など、商店街をにぎ
やかに明るくしようという趣旨に賛同してく
れた人たちのおかげでここまでやってこれま
した。なべワン−グランプリには、今や近隣市
町村だけでなく、県南や県外の人も来てくだ
さいます。大きくなったイベントを今後どう
維持していくのかが課題ですが、商店街の活
性化のために、今回の受賞を機に、これからも
もっと前進していきます！（けやぐ組一同）

まちづくり賞

｣
)

)

活動事業名

水木地区夏まつり交流会
及び防災啓発推進事業

ＫＯＢＡＴＡホット
ライフ・プロジェクト

平成 年度に各種助成金制度等を活用
してまちづくり活動を実施した団体

廣光

団体名

水木町内会
会(長 鈴木

睦男

徳下集落農業活性化協議会

農村環境の活用推進事業
会(長 山内 宏 )
藤崎停車場通りけやぐ組 藤崎駅通り周辺地域
パワーアップ作戦
国夫 )

代(表 野呂
小畑町内会

地域住民との交流事業

レ｢クダンスフェスティ
バル﹂開催事業

グッド
ディスプレイ賞
ディスプレイ賞

会(長 新谷
福島町内会

会(長 古川 次男 )
常盤レクダンスサークル
容子 )

矢沢地区夏まつり交流
推進事業

藤崎をロックに奮わす会
(会長 佐藤 裕也)

会(長 古舘
けやぐ会

ユニーク賞

｣

おいしくって大満足！

フ｢ジロックフェスタ！
開催事業

趣向をこらした各店舗の鍋。
どれもとってもおいしそう！

久井名舘地域活性化事業

2 月 26 日 ( 日 ) 藤崎駅通り商店街において、なべワンーグランプリが開催されました。当日は
天候に恵まれ、おいしい鍋を求めて県内外からたくさんの方が来場しました。各店舗による鍋の
販売のほか、会場ではお汁粉やたまごサンドが振る舞われ、ご当地キャラによるステージや抽選
会など多彩な催し物も行われ、大盛況のうちに終了となりました。

)

)

ử͵ẲộẲẺὲ

第８回なべワン−グランプリ in 停車場通り

会(長 山田 重人 )
藤崎をロックに奮わす会

ộẼỀẪụẅẅ˳ׇʩ්˟ᴾ

ぽか！
お腹もこころもぽっか

会(長 佐藤 裕也
久井名舘町内会
会(長 佐藤 文雄

けやぐ組の主な活動はこちら！！

ẮỮễẮểửởẾềẟộẴὲẅẅẅỪầộẼỉộẼỀẪụ
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常盤レクダンスサークル
(会長 古舘 容子)

どこの店舗に投票しようかな？

優勝した矢車の ｢牛すじ鍋｣ には
たくさんの行列ができました！

3
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すごい人、人、人！お昼前に完売するお店が続出！

町の活性化のため、藤崎町から青森県全体、
そして全国にロックを発信したい！

着物をリメイクした手作りの衣装を展示し、ダ
ンスと健康を結びつけた取組をＰＲしました！
広報ふじさき 2017.４
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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28年度藤崎町一般会計補正予算(第５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 専決第12号〜第14号)
■議案
・藤崎町土地開発公社解散に伴う関係条例の整備に関する条例案
・藤崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例案
・藤崎町税条例等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
・藤崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例案
・藤崎町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の
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
・藤崎町報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する条例案
・藤崎町証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
・青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の減少及び青森県市町村総合事務組合規
約の変更について
・町道路線の認定の件
・町道路線の変更の件
・町道路線の廃止の件
・平成28年度藤崎町一般会計補正予算(第６回)案
・平成28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28年度藤崎町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３回)案
・平成28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28年度藤崎町水道事業会計補正予算(第４回)案
・平成28年度藤崎町下水道事業会計補正予算(第４回)案
・平成29年度藤崎町一般会計予算案
・平成29年度藤崎町国民健康保険(事業勘定)特別会計予算案
・平成29年度藤崎町後期高齢者医療特別会計予算案
・平成29年度藤崎町介護保険(事業勘定)特別会計予算案
・平成29年度藤崎町水道事業会計予算案
・平成29年度藤崎町下水道事業会計予算案

議会定例会
29

月７日から 日

年第１回藤崎町

29 ３

２
元気に踊って明るい街に
25
場所：スポーツプラザ藤崎

３

日の

)

日間

・介護保険 事(業勘定

特別会計

歳入歳出とも

１１０５万５千円追加

・水道事業会計

収益的収支

収入支出とも

変更なし 予(備費調整

資本的収支

16
10

２

14

津軽から全国へ広げよう
場所：役場応接室

新・藤崎音頭伝承保存会ふじの会(会長 齊藤 二郎)
の指導による新・藤崎音頭の講習会が開催されまし
た。｢町の活性化のために、明るい気持ちで元気に
踊りましょう｣との講師の呼びかけに応じ、約50名
の参加者は楽しみながら踊りを練習しました。

津軽さくら物語会(会長 村上 正吾)が、歌手 川中 美幸
さんの新曲｢津軽さくら物語｣のＰＲのために来庁しました。
この曲は、本県出身のシンガー・ソングライター 板橋 かず
ゆき 氏(写真左から２人目)が作曲したもので、｢桜が咲く
これからの季節にぜひ聴いてほしい｣と話していました。

３ 交通安全を願って
10
場所：グループホームさんふじ

２ 地域の安全･安心のために
19
場所：福左内地区コミュニティ消防センター

グループホームさんふじの入居者が、交通安全を祈
願して作成した手芸品を、町交通安全母の会に贈呈し
ました。贈呈された手芸品は、交通安全啓発活動の一
環として、今後ドライバーに配布される予定です。

町消防団第17分団(分団長 横山 秀雄)に新しい小
型動力ポンプ付積載車が入庫され、車両の交付式及
び入魂式が行われました。入魂式では関係者らが祭
壇に玉串をささげ、地域の安全を願いました。

熊本地震災害義援金のお礼
月７日〜

16

߹ߜߩࠊ ߛ

会期

平成 年

まで︑平成

件について審議さ

議会定例会が開かれ︑報告４

件︑議案

れ︑承認及び原案どおり可決

し︑閉会しました︒

補正予算
)

収入２０７万６千円減額

収益的収支

・下水道事業会計

1

■一般会計

収入支出とも

支出 ３１２万８千円減額

１５３万９千円追加

地方版総合戦略を推進する

付金事業 な
｣ ど︑国の補正に
伴う追加のほか︑事業確定

資本的収支

ための 地
｢ 方創生拠点整備交

による事業費の減額などが

収入２００万円追加

)

公(共下水道事業債 )
支出１９８万４千円追加

工(事請負費

主なもので︑歳入歳出とも

)
平成 年度予算は︑５月号

で詳細をお知らせします︒

2017.４ 広報ふじさき

７億３２１８万４千円を追加

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

７３万９千円追加

・後期高齢者医療特別会計

歳入歳出とも

３５０万５千円減額

5

29

25

29

Town Topics

昨年４月に発生した『熊本地震災害』につい
て、町では住民課窓口や「ふじさき秋まつり」
などのイベント会場に義援金箱を設置したとこ
ろ、多くの皆さんがご支援してくださいました。
集まった義援金 588,908円のうち 260,022円
は６月に熊本県西原村に送金済みで、残り
328,886円は３月15日に青森県町村会を通して
熊本県町村会に送金しました。
今回の送金をもって町としての義援金箱の設
置は終了します。温かいご支援ご協力、誠にあ
りがとうございました。
■お問合せ

総務課庶務係 88ー8292

２ 高品質なりんご生産を目指して
21
場所：根子橋りんご生産組合冷蔵庫付近園地

女性農業者を対象に、りんご剪定技術講習会が開催
されました。りんご普通樹の整枝剪定における注意事
項の説明などがあり、18名の参加者は、講師の話をメ
モをとり、質問するなどして熱心に受講していました。

広報ふじさき 2017.４
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一般質問
奈良 完治 議 員

て︑高齢者が施設に入所した
場合の措置︑福祉バス運行事
業︑地域の協力を得て実施す
る見守り活動などを行いま
す︒
障がい者対策の継続事業と
して︑障がい者の方が自立し
た日常生活や社会生活を営む
ための生活援助や相談支援事
業︑在宅生活が困難な方に対
する施設での生活介助︑日常

町政運営について
平成 年度の政策と予
算について
①平成 年度の重要政策は何
かか
②その重要政策を実施するた

て︑不妊治療助成事業の拡
充︑妊婦及び乳幼児などに対

合併特例債を活用します︒
さらに︑引き続き﹁ふじさ
き産品開発育成事業﹂を実施
するほか︑食彩ときわ館の運
営主体となる 法
｢ 人設立準備
事業 な｣どを︑国の 地｢方創生
推進交付金 を
｣ 主な財源とし
て実施します︒

町活性化について
空き家対策について
①高齢者向け空き家登録の対
応について
①国の法律改正の動向
や住宅確保要配慮者の
ニーズなどを見極め︑関係機
関と連携しながら今後の対応
を検討します︒
藤崎町空き家等の適正
な管理に関する条例に
ついて
①藤崎町の空き家の件数は把
握しているのか
②老朽危険空き家の件数はい
くらか

④これからの取組に関する課
題︑問題点について

③老朽危険空き家除去事業の
実績はどのようになっている
のか

である﹁地方創生拠点整備
交付金﹂事業として採択さ
れ︑補正予算債と合わせ︑

す︒
平成 年度に排出量が増加
した要因は︑ごみの搬入先で
ある 弘
｢ 前地区環境整備事務
組合 が
｣ ︑平成 年度から事
業系一般廃棄物の計量方法を
変更したことです︒
今後の取組は︑事業系のご
みに関しては︑事業系一般廃
棄物減量化の啓発活動を行い
協力を呼び掛け︑家庭系のご
みに関しては︑広報紙や各種
資料などにより︑ごみの減量
化やリサイクル意識啓発の周
知徹底を図ります︒
②青森市や黒石市などの実施
内容を精査し︑検討します︒
③地方交付税の算定に清掃関
連費用が見込まれ︑その対象
住民は国勢調査に基づいた居
住人口となっています︒
これには︑住民登録してい
ない方も含まれているため︑
住民登録のない方が排出した
ごみについても町が収集する

年 月末時点で１６２件あ
り︑そのうち老朽危険空き家
と判断されるものは 件で
す︒
また︑町の改善指導により
平成 年中に５件の危険空き
家の解体実績があるほか︑放
置による倒壊等保安上著しい
危険のおそれがある１件の特
定空き家について︑通学路等
の危険回避対策として 空
｢き
家対策の推進に関する特別措
置法 に
｣ 基づき行政代執行を
実施しました︒
老朽危険空き家の解体・除
去等について︑行政指導には
限界があり︑法律に基づく行
政代執行を適用するために
は︑複雑な手続に相当な期間
を費やすことや一時的な公費
投入による回収リスクを伴う
ことなどが想定される一方
で︑危険空き家の放置は︑近
隣への危険性︑害虫等の発
生︑景観上の問題もあり︑総
合的な判断が求められ︑難し
い課題と認識しています︒
今後も倒壊等の危険が及ぶ
ことのないように継続的な調
査や所有者に対する適正な指
導に努め︑活用できる空き家
については︑最善の活用方法
を検討します︒

限定されています︒
迅速できめ細かな対応が求
められる災害などの緊急時
は︑双方が情報を共有しなが
ら連携するため︑今後の役割
は今以上に増すものと考えて
います︒
③今後は︑医者が安全上推奨
している適温をもとに︑利用
者のご意見を伺うなど対応し
ていきます︒

相馬 勝治 議員
行政問題について
健康宣言の町について
宣言後の状況 食( 事︑運動 にに)
ついての行政の取組はどのよ
うになっているのか
健康宣言後は︑国保と
介護予防事業の活用に
より︑体育協会やボランティ
ア団体の協力を得て健康づく
り運動を全町的な体制で実施
しています︒体育協会には︑
特定保健指導の対象者へ肥満
予防の運動教室や一般介護予
防として運動機能向上の支援
を目的とした﹁にこにこわい
わい健康教室﹂を委託してい
ます︒

を争うこともあり︑万全を期
すためには二重三重の体制が
必要と考えます︒情報の共有

②高齢者の安否確認は︑一刻

意に報いることですので︑ご
理解をお願いします︒

すが︑個人や団体からの寄附
の意志を尊重することが︑厚

①学校図書の購入は︑
教育費を充当すべきで

社会福祉協議会につい
てて
①赤い羽根共同募金に文庫本
充実事業があるが︑学校図書
の購入は本来教育費を充てる
べきで児童福祉という観点な
らば違和感があるが︑どうか
②ほのぼの交流協力員と民生
委員の活動が重複している面
があるが︑情報の共有や連携
はどうなっているのか
③風呂の温度も生活習慣のひ
とつなので︑両老人福祉セン
ターの湯温を医者が安全上推
奨している温度にするべきだ
と思うが︑どうか

社会福祉について

①②③④町で把握して
いる空き家は︑平成

４８８４トン︑平成 年度が
５５５７トンとなっていま

５億６千万円余りの財源を確
保しました︒財源の不足分は

す︒
最重要課題となるのは︑地
方創生推進事業の核となる
食｢彩ときわ館増改築事業 で｣
す︒今年２月︑国の補正予算

した特定健診︑がん検診︑こ
ころの健康相談事業を行いま

し︑安全な妊娠・出産・育児
を支援するための保健指導︑
健康診査︑生活習慣病予防と
早期発見・早期治療を目的と

生活を行う施設サービス︑障
がい部分を補うための補装具
給付事業などを行います︒
健康対策の継続事業とし

めの予算について
①②平成 年度の中心
的な政策の一つとし
て︑新たに 子育て支援プレ
｢
ミアム付き商品券 を
｣ 発行す
るほか︑引き続き中学生まで
の医療費補助の所得制限撤廃
を行います︒
また︑新たな移住・定住対
策として︑町外在住の若年夫
婦が町内へ住宅を建てる場合
に補助金を出すほか︑町外か
ら町内のアパートに子育て世
帯が移り住む場合︑家賃補助
に加え︑町の特産品であるお
米の購入補助を行います︒
さらに︑よりよい保育環境
を提供するために と
｢ きわ
保育園の認定こども園整備事
業 に
｣ 対する補助を︑国の負
担金を活用して行います︒
高齢者対策の継続事業とし

議員

現地の農家に伝えることで︑
農家収入の向上が期待されま
す︒
また︑りんご ふ｢じ 発｣祥の
地である町の知名度の向上と
町民が国際協力へ関心を持つ
ことに寄与すると思います︒
今後の継続については︑
ＪＩＣＡ並びに弘前大学等と
協議します︒

五十嵐 忍
環境問題について
ごみ収集処理について
①平成 年のごみ処理基本計
画策定後︑ごみ問題の推移と
現状︑また今後の方向性はど
うなっているのか
②家庭での生ごみ堆肥化を推
進するために︑コンポスト容
器に助成金を出すことも有効
だと思われるがどうか
③住民登録をしないと︑本来
ごみ処理等の行政サービスを
受けられないことになるが︑
住民票を移していない人への

という観点から︑住民票を移
していない方への働きかけは
行っていません︒

74

に関しては︑民生委員が非常
勤の地方公務員であることか
ら︑重要度が高い情報を扱っ
ているのに対し︑ほのぼの交

農業振興について
ウズベキスタンのりん
ご栽培指導事業につい
てて
①事業の概要について
②事業の進捗率と成果につい
てて
③事業の意義と継続について
① ② ③ 良質なりんご
生産の栽培技術普及と
農家の収入向上のため︑当町
と弘前大学が共同で技術支援
を 実 施 す る Ｊ Ｉ Ｃ Ａ ジ( ャ イ
カ 草) の 根 技 術 協 力 事 業 を 平
成 年度から３か年計画で行
い︑今年の２月上旬の受入研
修を最後に︑事業を完了しま
した︒
主な事業内容として︑当町
から延べ 名のりんご農家を
派遣し︑現地の農家に剪定等
の技術指導を行いました︒ま
た︑ウズベキスタンの農務省
や農業大学︑果樹研究所の関
係者を延べ 名受け入れ︑講

10

子ども医療費助成事業
の平成 年度の見込み
について
①所得制限撤廃による対象者
と助成額について

子育て支援の町行政
の取組について

浅利 直志 議員

題を解決できる高い能力を持
った人材の育成に努めていま
す︒

職員の資質向上につい
てて
職員の資質向上の取組
として︑各職制に応じ
た基本的な知識を習得する
基｢本研修 を｣義務づけている
ほか︑専門的・実務的な知識
を習得する 専｢門研修 ︑｣職員
自らが自己能力の開発意欲に
応じて研修科目を選択する
選｢択研修 ︑｣青森県へ職員を
派遣する実務研修などを推進
しています︒
これらの取組を通じて︑職
員に必要な公務員倫理や幅広
い業務知識︑町政の様々な課

課題を共有し町内会単位での
健康づくり事業を展開してい
ます︒

長の合同会議を開催し︑健康

員が当町で学んだ栽培技術を

もに︑弘前実業高校藤崎校舎
の生徒との国際交流を実施し
ました︒
今後︑ウズベキスタン研修

義や摘果・剪定等の実技を通
して栽培技術を指導するとと

51

12

28

また︑健康推進員と町内会

26

29

働きかけはどうなっているの
かか

27
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27

28

流協力員の活動や扱う情報は

29

27

29

29

25

①ごみ総排出量の推移
は︑平成
年度が
５２６３トン︑平成 年度が
26

25
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化の早期実施について
ペースでは対応できないこと
から︑常盤生涯学習文化会館
内の展示ホール等を一部改修
して︑保育室に充てる予定で
す︒

設置している学童クラブのス
統計調査によると︑当町の事
業所数・従業者数・年間商品
販売額・年間製造品出荷額に
大きな変動はない状況です︒

年の間に実施された国の各種

②国の国保への国庫負担金を
減らす罰則措置の影響額と廃
②② 準｢要保護世帯 に｣も単価引
上げの適用について
①②国の単価引上げの
決定を踏まえ︑今後の
支給額等について検討しま
す︒
ついて
ふるさと納税の現状
は︑平成 年２月末現

﹁ふるさと納税﹂﹁お
礼品﹂の現状と今後に

止の見通しについて
①子ども医療費給付事
業の所得制限撤廃によ
り︑新たに対象となった児童
数は︑昨年６月１日現在で未

りんご黒星病対策の強
化点や改善点について

地元産業の現状と町
の支援策について

現在３小学校でクラブ
を開設し︑平成 年３
菌密度の高い園地にお
け る 芽 出 め( だ し 当) 時
の特別防除の追加や落花後の

的防除の徹底が強化点として
挙げられます︒
ＥＢＩ剤への感受性が低下
した菌への対応策としてフ
ルーツセイバーやユニックス
顆粒水和 す( いわ 剤) を採用す
るなどの防除体系の見直しが

町の誘致企業等を訪問
した際︑景気について
は︑前年と比べほとんど変わ
っていないとの回答です︒
また︑平成 年から平成

年度の完成を目指し工事に
着手しています︒
計画変更になった要因は︑
現地測量及び実施設計を行っ
たところ︑事業採択時の設計
及び工事費の算出では︑現地
との不都合が生じたため︑側
溝断面の変更︑仮設道路及び

在で７５３件︑１２１２万円
の寄附金があり︑昨年度に比
べ増加しています︒
返礼品については︑りんご
を中心に町の特産品を寄附金
額に応じて選択できます︒
また︑返礼品の発送事務等
については︑職員が対応して
いますが︑今後︑件数及び寄

無｢回答 と｣しました︒
ただ︑この制度が続く以
上︑税の減収を防ぐために
も︑ふるさと納税への対応は
続けていく考えです︒
また︑地域中小業者の 景
｢
況感 に
｣ ついては︑ふるさと
納税のアンケート調査と同時
調査のため︑無回答としたも
のです︒
なお︑平成 年度と平成

文英 議員

年度のふるさと納税額につい
ては︑町ホームページで閲覧
できます︒

奈良岡
食食 彩ときわ館改築について
食彩ときわ館増改築事
業計画について

地域中小業者の 景
｢況
感感 及
｣び ふ
｢ るさと納
税税 に
｣ ついて藤崎町が新聞ア
ンケート調査に﹁無回答﹂で
あった理由と今後の対応につ
いて
①ハード面について
は︑３月補正予算案

かか
②運営会社の設立の準備状況
について
③生産者組合の組織はどのよ
うになっているのか
④財源の内訳はどのように
なっているのか

①オープンまでのスケジュー
ルはどのようになっているの

ふ｢るさと納税 が｣︑制
度の趣旨から逸脱した

に︑食彩ときわ館増改築事業
の予算を計上し︑平成 年度

28

町議会では︑議会の活動
自
｢ 分たちの想定とは異なる
を知ってもらい︑議員と自
質問があり︑町民がどんな
由に意見交換ができる場と
ことに関心を持っているの
して２月 日 土 に 議会報
かを知ることができる良い
(
)
｢
告会 を開催しました︒
機会となった︒有意義なも
｣
当日は︑ふれあいずーむ
のだった と
｣話していました︒
館と常盤生涯学習文化会館
野呂議長は 今
｢ 回出された
の２会場で行われ︑合計
意見は︑議員全員協議会の
名の参加者が議員と意見交
ときに町に報告し︑今後審
換を行いました︒
議・改善できるものは要望
参加者からは 弘前実業高
していきたい︒報告会の開
｢
校藤崎校舎の跡地はどうな
催時期についての意見もい
るのか や 町からの補助が
ただいたので︑議員間で協
｣
｢
年々少なくなり︑町内会で
議しながら次回の開催につ
の集会所の維持管理が大変
いて努力したい と
｣
｣ 話してい
など︑町政に関する意見・
ました︒
要望が出され︑参加者の活

議会報告会を開催しました

開かれた議会を目指して

自治体間競争となっており︑
制度の是正を求める意味で

附額が増えることが想定され
ることから︑システムの導入
や事務を代行する業者委託等
を検討します︒

27

学童保育の現状と今後
の取組について

就学児童が１５２名︑小中学
生が４７７名の合わせて
６２９名です︒以前から対象
であった児童と合わせると︑
月１日現在︑３年生以下の児
童２３３名が登録しており︑
指導員等の数は 名となって
散布間隔の短縮による防除回
数の増加などのほか︑越冬落
葉の除去やすき込みなど耕種

平成 年度の見込みについ
ては︑対象児童１６００名分
の助成額約４９７０万円を予
算計上しています︒

対象者拡大分の助成額は月
１２０万円ほどになります︒

６月から 月までの７か月分
の給付実績額は︑所得制限撤
廃前と比較して約８５０万
円増加していることから︑

本事業対象児童数は１６０９
名となります︒
また︑本事業における昨年
います︒
一日当たりの平均利用児童
数は︑藤崎小学校が 名︑中

改善点として挙げられます︒

②自治体の少子化対策の取組
を支援する観点から︑未就学

は︑午前７時 分から午後７
時までとなっています︒
平成 年度の利用申込み
は︑常盤小学校利用児童が
大幅に増え︑常盤小学校内に

ます︒
④食彩ときわ館増改築の本体
工事及び備品購入費につい
て︑内閣府の地方創生拠点整
備交付金２億８４３６万６千
円の交付が決定しているとと
もに︑本体工事について︑元
利償還金に対する交付税算入
率が高い起債である補正予算
債を充当する予定です︒
また︑附帯工事である融雪
設備工事については︑合併特
例債を充当しており︑全体的
に町の一般財源の充当を抑制
した予算となっています︒

)

央小学校が 名︑常盤小学校
が 名であり︑保育室の面積
を利用児童数で割り返した
一人当たりの保育室面積で
は︑藤崎小学校が３ ３
･ ㎡︑
中央小学校が５ １
･ ㎡︑常盤
小学校が２ ５
･ ㎡となってい
ます︒

26

地域中小業者の﹁景況
感﹂は上向きなのかど
うかについて

28

利用時間については︑通常
は放課後から午後７時まで︑
土曜日及び学校長期休業日

児童分については平成 年度
から国保の減額調整措置を行
わないことに決定していま
す︒
就学援助制度の運用に
ついて
①① 新｢入学児童学用品費 ２｣倍

17

三千石堰改修について

鋼矢板 こ( うやいた に) よる土
留めの設置︑リンゴ果樹他の
移転補償費発生等の理由によ
り計画変更となったもので
す︒
町財政に及ぼす影響です
が︑総事業費のうち交付金の
対象外経費は企業債を充てま
すが︑平成 年度から企業債
を借り入れ︑５年据え置き後
の平成 年度から元金償還が
始まると︑償還に一般会計か
らの繰入が発生します︒
以(上 議会定例会

29

29

45

29

発な意見に︑議員たちは持
参した資料を調べながら回
答したり︑メモをとるなど
していました︒
報告会終了後︑参加者か
ら 藤
｢崎 常
･ 盤地区と分けず
に１か所で開催してほしい ｣
も
｢ っと報告会に来る人が増
えるような工夫をするべき
ではないか と
｣ の意見があっ
た一方で︑出席した議員は

20

24

26

30

三千石堰改修計画につ
いて
①計画の概要はどのように
なっているのか
②計画変更になった要因はな

28

に予算を繰り越して工事を発
注したい考えです︒
本体工事については︑５月
に入札を行い︑６月議会で工
事契約締結の議決を得ました
ら︑平成 年度中の拠点施設
完成を目指したいと考えてい
ます︒
ソフト面について︑新たな
拠点施設を管理運営する株式
会社の設立に向けて︑平成
年度中に発起人会の設立︑運
営会社の基本的事項の決定を
行う予定です︒
平成 年度には︑会社定款
の策定︑公証役場による定款
の認証︑資本金の払込み︑創
立総会による取締役の選任等
を経て︑運営会社を設立し︑
平成 年度の拠点施設オープ
ンにつなげていきたいと考え
ています︒
② 運営会社の基本的な事項の
決定や運営会社の定款策定を
踏まえ︑すでに出資の内諾を

33

45

にか
③町財政に及ぼす影響はない
のか
①②③計画の概要は︑
三千石堰本線部分の側
溝整備延長が１６００メート
ル︑付随する枝線の側溝整備
が２か所で８００メートル︑
仮設道路によるリンゴ果樹等
の補償費を合わせ︑総事業費
億円を見込んでおり︑平成

25

34

30
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29

29

12

29

29

30

受けている事業所や団体等に
定款の内容を説明しながら︑
必要な準備を進めます︒
③出荷希望者の方には︑新た
に拠点施設を管理運営する会
社の定款や出資等について説
明し︑運営会社の直売部門の
組織化を図りたいと考えてい

14
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藤崎町で暮らしませんか？

役場本庁舎に直通電話(ダイヤルイン)を導入しました

移住 ・定住促進事業のお知らせ
・定住促進事業のお知らせ

４月１日から役場本庁舎に直通電話を導入しました。
ご用件のある担当係の直通電話番号にかけると、担当係に電話がつながります。

子育て世帯定住促進事業

◆ご利用にあたって
代表番号(75ー3111)はこれまでどおり利用できます。担当がわからない場合や、直通電話がつなが
らない場合は、代表番号を利用してください。
なお、直通番号は、役場の開庁時間のみつながります。時間外や土・日・祝日などの閉庁時は代表番
号を利用してください。

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。
◆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３日(月)〜平成３０年３月３０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者がいないこと

若者移住すまいづくり事業
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。
◆補助内容

住宅と土地を取得したとき 80万円補助
住宅のみを取得したとき
50万円補助
◆申請期間 ４月３日(月)〜12月22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30年３月30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

◆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
・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

市外局番(0172)

◆直通電話番号一覧
課 名
税務課

１階

■申込・お問合せ 住民課子育て支援係 88ー8184

住民課

福祉課
会計課

◆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30年３月30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

係 名

課

名

電話番号
総務課
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庶務係

88ー8292

行政係

88ー8293

88ー8124

固定資産税係

88ー8146

防災係

88ー8295

収納係

88ー8151

財政係

88ー8243

住民係

88ー8163

管財係

88ー8248

環境係

88ー8169

企画係

88ー8258

国保年金係

88ー8179

農政係

88ー8273

子育て支援係

88ー8184

農村整備係

88ー8274

福祉係

88ー8195

建設係

88ー8285

健康係

88ー8197

管理係

88ー8289

介護保険係

88ー8198

地方創生推進室

地方創生推進係

88ー8236

会計係

88ー8362

農業委員会

ー

88ー8269

選挙管理委員会

ー

88ー8209

議会事務局

ー

88ー8382

■お問合せ

総務課庶務係 88ー8292

企画財政課
２階

農政課
建設課

３階

臨時福祉給付金(経済対策分)の申請を忘れていませんか？
臨時福祉給付金(経済対策分)の申請期限は５月２日(火)となっています。
まだ申請をしていない方は申請をお願いします。
◆支給対象者
平成28年１月１日時点で藤崎町に住所登録があり、平成28年度分の住民税が課税されていない方
※課税されている方に生活の面倒をみてもらっている場合(住民税において課税者の扶養になっ
ている場合)や生活保護の受給者である場合などは対象となりません。
※支給対象に該当する方がいると思われる世帯に対して、１月下旬に｢臨時福祉給付金(経済
対策分)関係書類在中｣と朱書きで表示された封書を送付していますので、ご確認ください。
◆支 給 額 １人につき 15,000円
※申請期限を過ぎると申請ができませんのでご注意ください。

広報ふじさき有料広告

◆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。

電話番号

名

住民税係

■お問合せ
■申込・お問合せ 建設課建設係 88ー8285

係

福祉課福祉係

88−8195

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
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元気な生活のために

税務課固定資産税係からのお知らせ
平成29年度軽自動車税の
減免申請を受付します

介護予防教室に参加しませんか？

土地家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧を受付します

◆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)

寝たきりなどの介護が必要な状態にならずに、いつまでも自分らしく暮らすため、介護予防教室に参加し
て、心身の衰えを予防・改善しませんか。

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

◆必要なもの

◆65歳以上の方ならどなたでも参加できる教室

４月３日(月)〜５月31日(水)
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

にこにこわいわい健康教室

げんき教室

町体育協会の職員と健康運動指導士の指導による
有酸素運動や筋力トレーニング、ふじさき生き
生き健康体操などを行います。

特別養護老人ホームさんふじの職員と一緒に手工芸
や簡単な工作、調理教室を行うほか、遠足などにも
出かけます。なお、材料費等は実費負担となります。

税務課固定資産税係

・①については身体障害者手帳又は精神障害者
保健福祉手帳及び運転免許証、車検証
・②については公益のため直接専用する旨を証
明する書類、車検証
・③については車検証、法人の場合は事業内容
を確認できる書類

◎藤崎会場
・時間
・場所
◎常盤会場
・時間
・場所

◆受付締切 ４月24日(月)

隔週火曜日 ※初回は４月25日(火)
午前９時30分〜午前11時
藤崎老人福祉センター
隔週木曜日 ※初回は４月27日(木)
午前９時30分〜午前11時
常盤老人福祉センター

◎藤崎会場 隔週火曜日 ※初回は４月18日(火)
・時間 午前９時30分〜正午
・会場 藤崎老人福祉センター
◎常盤会場 隔週木曜日 ※初回は４月20日(木)
・時間 午前９時30分〜正午
・会場 常盤老人福祉センター

らく

※①については障がいの区分・程度に応じて減免
の可否があります。①、③については障がい者
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。

らく楽教室
町文化協会の職員と会員が、お茶やお花、絵画、歌、体操などの趣味の教室を開催します。
なお、材料費等は実費負担となります。

■受付・お問合せ 税務課固定資産税係 88ー8146

◎藤崎会場 隔週水曜日 ※初回は４月19日(水)
・時間 午前９時30分〜正午
・場所 藤崎老人福祉センター

便利な口座振替をご利用ください
町税などの支払いを口座振替にすると、｢うっかり納付忘れ｣を防ぐことができます。
また、一度手続をすると、口座が解約されない限り毎年自動的に引き落としされるので便利です。

◆総合事業の該当者(65歳以上で要支援１・２及び基本チェックリスト等により
生活機能低下がみられた方)が参加できる教室

◆申込方法

次のものをお持ちになり、金融機関窓口で申し込んでください。
・納税通知書 ・預金通帳 ・通帳印
◆振替のできる金融機関
・青森銀行 ・みちのく銀行 ・東奥信用金庫 ・青い森信用金庫
・つがる弘前農業協同組合
・津軽みらい農業協同組合
・ゆうちょ銀行
◆注 意 点 ・お申込みから振替開始まで１か月程度かかることがあります。
・通帳の残高不足にご注意ください。残高不足の場合の再振替はできません。
・納期以外の随時の納期分及び滞納税納付の口座振替はできません。
■お問合せ

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〜

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

○

○

○

○

さくら

ボランティア団体「脳トレ咲楽」の会員が、簡単な読み書きや計算のほか、「すうじ盤」というゲームの
ような教材を使って学習や運動などを教えます。
毎週金曜日 ※初回は５月12日(金)
・時間 午前９時30分〜午前11時30分
・場所 藤崎老人福祉センター

◎藤崎会場

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。

広報ふじさき有料広告

常盤診療所

脳トレ教室

税務課収納係 88ー8151

健診で体からのお便りをチェック！

◎常盤会場 隔週水曜日 ※初回は４月26日(水)
・時間 午前９時30分〜正午
・場所 常盤老人福祉センター

◎常盤会場
・時間
・場所

毎週火曜日 ※初回は５月９日(火)
午前９時30分〜午前11時30分
常盤老人福祉センター

筋力あっぷ教室
医療法人ときわ会の作業療法士が、運動機能が低下し介護が必要な状態にならないよう、一人一人に３か月の短期
集中プログラムを作成し、ストレッチ運動などのトレーニングを行います。
◎藤崎会場
・時間
・会場

毎週 月〜木曜日 ※初回は７月３日(月)
午後２時〜午後３時30分
藤崎診療所

◎常盤会場
・時間
・会場

毎週 金曜日 ※初回は７月７日(金)
午前10時30分〜正午
ときわ会病院

※両会場とも初回の日程が変更になる場合があります。その際には申込者に郵送にてお知らせします。

(日・祝日休診)

■申込・お問合せ 福祉課介護保険係
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公 開 地 点 の 所 在

用途地区

価格(円/㎡)

42

藤崎町大字中島字中元(県道浪岡藤崎線沿)

村落

4,898

43

藤崎町大字藤崎字松野木(国道339号沿)

村落

2,628

44

藤崎町大字藤崎字白子(町道白子北真那板線沿)

村落

3,657

45

藤崎町大字亀岡字池田(町道浅田豊田線沿)

村落

2,183

46

藤崎町大字林崎字宮本(県道太田藤崎線沿)

村落

2,888

1

藤崎町大字藤崎字舘岡(国道339号沿)

47

藤崎町大字中野目字早稲田東(県道五林平藤崎線沿)

村落

3,078

2

藤崎町大字藤崎字西村井(県道藤崎停車場線沿)

併用住宅

11,130

48

藤崎町大字葛野字岡元(県道前坂藤崎線沿)

村落

5,974

3

藤崎町大字藤崎字四本松(国道339号沿)

併用住宅

10,950

49

藤崎町大字藤越字西一本木(町道藤崎東亀田線沿)

村落

5,747

4

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

7,840

50

藤崎町大字葛野字前田(国道339号沿)

村落

8,531

5

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

13,780

51

藤崎町大字俵舛字前田(県道五林平藤崎線沿)

村落

2,762

6

藤崎町大字葛野字前田(県道前坂藤崎線沿)

普通住宅

10,470

52

藤崎町大字藤崎字村井(町道村井西浅田線沿)

村落

8,456

7

藤崎町大字藤崎字西村井(町道若前西豊田線沿)

普通住宅

10,740

8

藤崎町大字西豊田一丁目(町道中村井７号線沿)

普通住宅

12,750

8,040

9

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

13,580

普通商業

固定資産税の適正化の確保と、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

用途地区

価格(円/㎡)

普通商業

12,670

1

藤崎町大字常盤字一西田

2

藤崎町大字常盤字四西田

普通住宅

7,300

10

藤崎町大字西豊田三丁目(町道豊田村元線沿)

普通住宅

13,270

3

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

5,660

11

藤崎町大字藤崎字西村井(町道西村井３号線沿)

普通住宅

9,090

4

藤崎町大字常盤字富田

普通住宅

5,860

12

藤崎町大字藤崎字西村井(町道村井白子線沿)

普通住宅

11,470

5

藤崎町大字常盤字五宮本(県道常盤新山線沿)

普通住宅

4,940

13

藤崎町大字藤崎字東村井(町道豊田村元線沿)

普通住宅

11,160

6

藤崎町大字徳下字滝本

村落

3,090

14

藤崎町大字藤崎字西若松(県道太田藤崎線沿)

普通住宅

7,520

7

藤崎町大字三ツ屋字上前田

村落

2,450

15

藤崎町大字藤崎字横松(県道太田藤崎線沿)

普通住宅

8,280

8

藤崎町大字福島字林元

村落

2,770

16

藤崎町大字藤崎字若前(国道339号沿)

普通住宅

11,370

9

藤崎町大字福島字村元

村落

2,510

17

藤崎町大字藤崎字中村井(町道豊田村元線沿)

普通住宅

10,680

10

藤崎町大字福島字宮元(福島公民館付近)

村落

2,380

18

藤崎町大字藤崎字梨ノ木(町道村岡梨ノ木線沿)

普通住宅

7,940

11

藤崎町大字水木字福西

村落

3,400

19

藤崎町大字藤崎字舘岡(町道舘岡村岡線沿)

普通住宅

6,450

12

藤崎町大字水木字水元(県道浪岡藤崎線沿)

普通住宅

5,990

20

藤崎町大字藤崎字武元(町道一本柳中村井線沿)

普通住宅

10,610

13

藤崎町大字水木字村上

普通住宅

5,740

21

藤崎町大字藤崎字村井(国道７号沿)

普通住宅

12,120

14

藤崎町大字水木字水元(水木地区ふるさとセンター付近)

普通住宅

4,460

22

藤崎町大字藤崎字新城(町道新城東一本木線沿)

普通住宅

9,790

15

藤崎町大字水木字稲元

普通住宅

2,800

23

藤崎町大字藤崎字四本松(町道四本松村岡線沿)

普通住宅

9,140

16

藤崎町大字久井名舘字早稲田

村落

2,560

24

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

8,490

17

藤崎町大字富柳字福岡

村落

2,300

25

藤崎町大字藤崎字銅屋森(町道村元銅屋森線沿)

普通住宅

8,190

18

藤崎町大字福舘字里見

村落

2,100

26

藤崎町大字藤崎字横松(国道339号沿)

普通住宅

9,220

19

藤崎町大字若松字森越

普通住宅

5,080

27

藤崎町大字藤崎字銅屋森(町道銅屋森３号線沿)

普通住宅

8,530

20

藤崎町大字若松字早稲田

普通住宅

4,890

28

藤崎町大字藤崎字村井(町道村井３号線沿)

普通住宅

8,120

21

藤崎町大字榊字種元(県道浪岡藤崎線沿)

普通住宅

5,170

29

藤崎町大字西豊田三丁目(町道豊田東村井線沿)

普通住宅

12,750

22

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

4,970

30

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

11,130

23

藤崎町大字榊字宮本

普通住宅

4,380

31

藤崎町大字藤崎字西若松(町道村井白子線沿)

普通住宅

8,530

24

藤崎町大字水木字浅田

普通住宅

4,240

32

藤崎町大字藤崎字銅屋森(国道339号沿)

普通住宅

8,770

25

藤崎町大字榊字亀田(ときわ会病院付近)

普通住宅

7,680

33

藤崎町大字藤崎字中村井(町道中村井６号線沿)

普通住宅

9,470

26

藤崎町大字榊字亀田(亀田地区交流センター付近)

普通住宅

7,170

34

藤崎町大字藤崎字村井(町道村井白子線沿)

中小工場

11,270

27

藤崎町大字常盤字二西田

普通住宅

8,770

35

藤崎町大字藤崎字中村井(町道中村井５号線沿)

中小工場

7,220

28

藤崎町大字榊字和田(国道７号沿)

中小工場

4,750

36

藤崎町大字西豊田三丁目(町道藤崎尾上線沿)

その他

14,400

29

藤崎町大字榊字和田

中小工場

4,140

37

藤崎町大字藤崎字南豊田(国道７号沿)

その他

9,520

30

藤崎町大字増館字若柳(明徳中学校裏付近)

普通住宅

5,390

38

藤崎町大字藤崎字東若松(町道新岡元若松線沿)

村落

4,236

31

藤崎町大字増館字若柳

普通住宅

5,270

39

藤崎町大字藤崎字下道(県道太田藤崎線沿)

村落

3,850

40

藤崎町大字藤崎字新城(町道新城１号線沿)

村落

3,939

41

藤崎町大字水沼字浅田(県道五林平藤崎線沿)

村落

3,913

※建物を増改築・取壊したときは、税務課固定資産税係までお知らせください。なお、登記については
青森地方法務局弘前支局 (26−1150) で手続が必要となります。
■お問合せ

15

町内の代表的な地点の地価を公開します
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宅用火災警報 器 を 設 置 す る ︒

④逃げ遅れを防ぐために︑住

ー３３３３

消防だより
東消防署北分署

春の 火 災 予 防 運 動
﹃消しましょう
その火その時
その場所で﹄

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︒

山火事に注意を！
﹃火の用心
森から聞こえる
ありがとう﹄

午前 時〜午後４時
※２日間の受講が必要です︒
◆場 所
岩木文化センター あ｢そべーる ｣

◆申込期間
４月 日 月( 〜) 日 金( )
※申込受付期間内であっても
定員 １( ８０人 に) なり次第
受付を終了します︒
◆受講料 無料
※事前に書店等でテキストを
購入していただきます︒
※講習の詳細は弘前地区消防
事務組合のホームページ
を
(http://www.hirosakifd.jp/)
ご覧ください︒

危険物取扱者試験と
事前講習会について

○９月 日分
７月 日 水( 〜)８月 日 金( )
電子申請 ７月 日 日( 〜)
８月１日 火( )
※インターネットによる電
子 申 請 は ︑一般 財団法 人 消
防試験研究センターホーム
ページ
(https://www.shouboからお申込み
shiken.or.jp/)
ください︒
︻事前講習会︼
◆日 時
５月

未来につなぐ相続登記

分

日 木( ・) 日 金( )

午前９時 分〜午後４時

平日午前８時

分〜午後５時

○消防本部予防課での受付
○弘前地区消防事務組合管内
の消防署での受付
午前８時 分〜午後５時
■申込・お問合せ
○消防本部予防課
ー５１０４
○東消防署北分署
ー３３３３

※聞こえのご相談、出張サービスも行っております。

広報ふじさき有料広告

TEL.0172 - 33 - 5016
弘前市代官町通り

４月 日から 日まで︑県
下一斉に春の火災予防運動が
行われます︒
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︑自分
の家は自分で守るよう心掛け
ましょう︒
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︒

甲種防火管理新規講習の
お知らせ

30

相続登記はお済みですか？
※２日間の講習会となります︒
◆場 所
弘前消防本部
３階﹁大会議室﹂
※車でのご来場はできません
ので︑最寄りの駐車場をご
利用ください︒
◆対象者
乙種第４類の受験者の
うち︑受講を希望する者
◆受講料等
○受講料
４５００円
○テキスト代 １６００円
テ(キストのみの購入は不可 )
※ 弘前地区消防防災協会加入
事業所は受講料が２０００
円となります︒
受講料︑テキスト代は講習
会初日に会場で徴収します︒
◆申込期間
４月 日 金( 〜)５月 日 火( )

トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

補 聴 器 セ ンタ ー

30

てん の
てん

てん

ど う
しょう
て ん

65−3100

︻危険物取扱者試験︼
◆期 日
６月 日 土( ・) 日 土( )
９月 日 土( )
◆場 所
６月 日 ･日 弘前東高校
９月２日
弘前工業高校
◆種類及び受験料
○甲種
５０００円
○乙種 第１〜６類 ３
(
) ４００円
○丙種
２７００円
※甲種のみ受験資格必要
◆申込期間
○６月 日・ 日分
４月 日 水( 〜)５月 日 金( )
電子申請 ４月 日 日( 〜)
５月 日 火( )

【認 定 補 聴 器 専門店】

10

16
広報ふじさき 2017.４
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■お問合せ

青森県司法書士会総合相談センター(無料相談：予約制)
相談予約受付電話 0120−940−230 【予約受付時間／月〜金(祝日除く) 午前10時〜午後４時】
青森地方法務局弘前支局(登記相談は予約制) 26ー1150
（紀伊國屋書店さん横）

○土地を売って現金化したいが、土地の名義が曽祖父名義になっていて、すぐに所有権移転登記ができない
○空き家を有効利用したいが所有者が分からず交渉できない
○森林の所有者が分からず山が荒廃している
○用地買収の話があったが、相続人間で争いになった
○所有者と連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる

32

開館日が増え、利用しやすくなりました
◎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︒

◆日 時
５月 日 木( ・) 日 金( )

30


75

公益財団法人テクノエイド協会
てんちゃん

28

17

23


75

■お問合せ 生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)
12

９

17

17

４

スポーツプラザときわ

・毎週月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たるときは、その日後において
その日に最も近い休日でない日)
・年末年始(12月29日〜翌年１月３日)
・毎月第３日曜日
･･

23

常盤生涯学習文化会館

・毎週日曜日
・年末年始(12月29日〜翌年１月３日)
・国民の祝日
(ただし、土曜日がその休日に当たるときは開館日とする)
17

◆休館日が変更になる施設
16

相続した不動産(土地・建物)についての相続登記(名義変更)は、不動産の所在地を管轄する法務局に
申請が必要です。
長い間、相続登記をしないで放置していたために相続人が死亡してしまい、相続権のある人が次第に
増え、遺産分割の協議がまとまりにくくなってしまうことがあります。
相続登記は、登記をしなければ罰せられるというものではありませんが、放置することは、自分の子
や孫に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。また、相続登記をしていないと次のような様々
な問題が発生することがあります。
９

町図書館｢大夢｣
※一度に貸出しできる冊数が
１人６冊以内になりました。

・毎週月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たるときは、その日後において
その日に最も近い休日でない日)
・年末年始(12月29日〜翌年１月３日)
・館内整理日(毎月末日及び図書を受け入れた日など)

２ 10

19

・毎週月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たるときは、その日後において
その日に最も近い休日でない日)
・年末年始(12月29日〜翌年１月３日)

10

･･

30

町文化センター
ふれあいずーむ館
常盤ふるさと資料館あすか
スポーツプラザ藤崎
町農業者トレーニングセンター

26 10

18

４月１日からの休館日

12

26 ２

14

施設名

11

より多くの方に利用していただくために、４月１日から町の社会教育施設等の休館日が変更になりました。
皆さんのご来館をお待ちしています。
10

町民皆さんの健康づくり・体力づくりのため、ぜひ参加しましょう！
今年で10回目の開催！対戦相手は福岡県みやこ町に決定！
藤崎町チャレンジデー2017
水

2017.5.31

保険証に変更があったときは14日以内に届出を!

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日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 Ｈ27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、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】
●対 象 Ｈ25年９月〜10月生
●受 付 12:30〜12:45
●場 所 ふれあいずーむ館
●内 容 身体計測、内科、歯科、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１８日(木)【１０か月児健康相談】
●対 象 Ｈ28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11日(木)までにご連絡ください。
５月１８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

５月１
７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
５月１
２日(金)・１
９日(金)【傾聴サロン】
●時 間 13:00〜15:00
●場 所 (12日）藤崎老人福祉センター
(19日）常盤老人福祉センター
■お問合せ

19

福祉課健康係
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88ー8197

です

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) カード
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２９年度国民年金保険料について
平成29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

持参するもの

平成29年度国民年金保険料納付額表

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

１か月分
保険料額 割引額
現金・クレジットカード
(毎月定額)
現金・クレジットカード
(前納)
口座振替(前納)

子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑
外国籍の人が加入する
在留カード
とき

死亡したとき

持参するもの
保険証、印鑑
国保と健保の保険証、印鑑

持参するもの
保険証、印鑑

◆所得のめやす

身分を証明するもの、
保険証、印鑑
在学証明書又は学生証、
保険証、印鑑
88ー8179

町図書館では、乳児健診時に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。
◆対 象 者

平成 28 年４月〜平成 29 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
■お問合せ

800円 194,370円 3,510円 379,560円 14,400円

50円 97,820円 1,120円 193,730円 4,150円 378,320円 15,640円

118万円＋(扶養親族等の数×38万円)

■お問合せ

住民課国保年金係
弘前年金事務所国民年金課

߽ࠄᔓࠇߡ߹ߖࠎ߆㧩

⛗ᧄࠍࡊࡦ࠻ߒߡ߹ߔ

16,440円

ー

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ご希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送ください。

※上記以外のものが必要になる場合もあります。
住民課国保年金係

ー 98,140円

ー 393,960円

◆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

■お問合せ

ー

ー 197,880円

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。

外国籍の人が脱退する
在留カード、保険証、印鑑
とき

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
修学のため、子どもが他
の市区町村に住むとき

ー 98,940円

２年分
保険料額 割引額

国民年金保険料学生納付特例申請について

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

こんなとき

16,490円

１年分
保険料額 割引額

※口座振替･クレジットカードでの平成29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。
※現金納付での平成29年度分、６か月(４月〜９月)・１年前納・２年前納の申込み締切は４月末日です。
また、年度途中で新たに１号被保険者になった方も、任意の月から翌年度３月分まで、納付書で納め
ることが可能です。
※２年前納は平成29年４月〜平成31年３月分です。なお、平成30年度は月額16,340円で計算しています。

◆国保を脱退するとき
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

88ー8179
27ー1339

広報ふじさき有料広告
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国保係

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 2017.４
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企画財政課企画係(88ｰ8258)

二月例句会 入選作品抄
題 残｢る﹂ 橋｢﹂ 笛｢ ｣

福井 藤人
シベリヤの骨は故郷の夢を見る
過労死呼ぶ残業二度と許さない
郷愁を誘う笛の音老母を恋う

田中さち子

まだ捨てず母のエプロンしめている

無医村にかけ橋となる研修医
荒馬の囃子寒さを吹き飛ばす

波麻

木村 羊川
食べ残し分だけ母さん横綱級
湯が沸いて六畳一間に響く笛
検診の結果食欲もりもりと

成田

残高を気にし待ってる年金日

߷௶

ᒄ೨ⅣႺᢛ㰎㱆㰒㱋
㮧㯥㯊㮦⍮㯥㮷

10

㮆㮆㮆㮆㮆㮆

23

22

15

卵の殻を使ってポプリ作り教室

30

◆日時

９

４月 日 土( 午
) 前 時〜正午
◆講師 石田 美津子 氏
◆定員
名
◆申込受付 ４月９日 日( か)ら

10

ダンボールを使用した廃材
サッカーボール作り教室

36

㮓ᵤシ㯊ฬੱ㱊㆐ੱ㰣㱆㰂㮔
㯮㮰↪㮫㮼㮱㮠

31

向い風耐えて渡った里の橋
母さんの笛なら子等は付いて行く

野呂 文坊
落人の悲話を伝える村眠る
少子高齢福祉の橋は細すぎる
子育てを終えれば老いの橋に出る

川魚

レインボーブリッジ夜景きらめく大都会

清水
椅子だけを残し倒産社長室

もがり笛冬本番になる津軽

小林ちょちょじ

世渡りはそろりそろりの丸木橋
虎落笛泣く夜は語る雪女
お人好し吹かれた笛ですぐ踊る

福井 朗風
此の橋を渡るしかない二度の職
寂しくて笛が上手になりました
口笛がそっぽ向いてる反抗期

佐々木トミヱ

難題もとけてスッキリ酒うまし

最高得点句

2017.４ 広報ふじさき

出席者全員選

福井 藤人
潮風にびくともせずに立つ大樹

21

○期 間 ４月1日(土)〜５月12日(金)
「第22回日本絵本賞｣及び｢第９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。

☆お問合せ

◆日時
５月６日 土( )
午前 時 分〜正午
◆講師 尾崎 行雄 氏
◆定員
名
◆申込受付 ４月 日 日( か)ら

☆４月の休館日 ３日(月)・10日(月)・17日(月)・24日(月)・28日(金)
※４月28日(金)は図書整理のため休館します。
※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。

広告申込は、企業、個人事業主又は団体となります。

◆場所 共(通 )
弘前地区環境整備センター
プラザ棟

☆『日本絵本賞』及び『絵本屋さん大賞』特集

◎藤崎町図書館 大夢 休館日

・１号広告（縦45mm×横83mm） 5,000円
・２号広告（縦45mm×横170mm） 10,000円
・３号広告（縦100mm×横170mm）20,000円

弘(前市町田字筒井６ー２ )
◆参加料 共(通 )無料
◆持ち物 共(通 )なし
◆その他 共(通 )
小学生以下の参加は保護者
の同伴が必要です︒
■申込・お問合せ 共(通 )
弘前地区環境整備センター
☎ ー３３８８

○「ボクにはたん生日が２回ある」
小野寺 美樹‖作 ☆『赤ちゃんからの絵本展』
○「ちびおにビッキ」
砂山 恵美子‖作・絵 ○期 間 ４月23日(日)〜５月12日(金）
図書館では赤ちゃんから楽しめる本を展示・貸出します。
○「「イタコ」の誕生」
大道 晴香‖著
見て触って、児童室内で読み聞かせができます。
ほか
ぜひ、お子様連れでお越しください。
※都合により、一部納期が遅れることがあります。
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広告の規格・掲載料等（１回あたり)

受(付時間 午前９時〜午後４時
月曜日休館 )

○「とんとんだあれ？」
マレーク・ベロニカ‖作
◎こどもの読書週間企画
○「はるですよ」
くすのき しげのり‖作
○「あかですよあおですよ」
かこ さとし‖さく 第59回こどもの読書週間 4月23日(日)〜5月12日(金)
○「がっこうだってどきどきしてる」 アダム・レックス‖文 標語：「小さな本の大きなせかい」
☆『わくわく♪ドキドキ★ おはなし ガチャ本』
○「ちいさなうさぎのものがたり」
〜大夢
（タイム）
カプセルで豆本ゲット!!〜
アルヴィン・トレッセルト‖ぶん
○「魔法の庭の宝石のたまご」 あんびる やすこ‖作・絵
本を借りると豆本が入ったガチャガチャを回せるよ！
○「封魔鬼譚」１
渡辺 仙州‖作 ○い つ ４月23日(日)〜図書貸出時 ※なくなりしだい終了
○どこで 町図書館 受付
☆郷土
○「スイミングスクール」
高橋 弘希‖著 ○対 象 乳幼児・小学生（１人につき１日１回）

町内の各世帯に配布される広報紙をご活用ください

㮆㮆㮆㮆㮆

○い つ ４月15日(土）午前10時〜午前11時
○どこで 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 おはなしパレット 『きいろの おはなし』
「はなをくんくん」､｢あおくんときいろちゃん」ほか
さがしてみよう。どこにあるかな？きいろの仲間!!
○対 象 幼児･児童(保護者含む)、おはなしの好きな方はどなた
でも参加できます。お気軽にお越しください。

12

75

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

☆定例おはなし会「おはなしのとびら」



『広報ふじさき』に広告を掲載しませんか

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

○い つ ４月８日(土) 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 「春だよ！おひさま きらきら
きもちも るんるん おはなし わくわく」
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、その他おはなしの好きな方
※始まりの時間に間に合わないと中に入れませんので、
開始時間までにお越しください。

ᐔᚑ ᐕᐲ↸᳃⢒ᄢ ળ
㰹㰞㯾㱋㰾┹ᛛ 㯊⚿ ᨐ ႎ ๔

☆児童図書

☆定期おはなし会

㧸Q
㧜㧜㧜
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津
｢ 軽 の 名 人・達 人 バ ン ク ｣
ᐔᚑ ᐕᐲ↸ᦺ㊁ᄢળ
には︑皆さんが学校・幼稚
ෳട㰔㱋㰳㓸
㮆㮆㮆㮆㮆㮆
園・福祉施設・町内会等で楽
しく交流しながら学べるよう
◆参加資格
に︑地元から人材を広く募っ
人以上で編成したチーム
て登録しています︒
※町内外を問わず
各種学校・施設・団体︑
◆参加料
サークル等で講師が必要なと
１チーム ２５０００円
申(込時に納入 ) きは︑お気軽にお問い合わせ
◆申込締切
ください︒
４月 日 金 ※厳守
こぎん刺し︑津軽塗︑金魚
(
)
■申込・お問合せ
ねぷたなどの伝統工芸や︑フ
スポーツプラザ藤崎
ラワーアート︑クラフト製作︑
ー３３２３
健康づくりの指導︑郷土史な
ど︑さまざまな方が登録され
ています︒
な お ︑﹁ 津 軽の名 人・達 人 バ
ン ク ﹂利 用に お ける 講 師 謝 礼
の一部を当広域連合が助成す
る 講
｢師活用事業 も｣利用でき
ます︒
事業の詳細や名簿は津軽
広域連合ホームページ (http://
をご覧くだ
tsugarukoiki.jp/)
さい︒また︑ヒロロ３階の事
務室入口でもご覧になれます︒
■申込・お問合せ
津軽広域連合
☎ ー１２０１
Ｅメール
tsugarukoiki 09 @hi-it.jp

○「農家が教える切り花40種」
農文協‖編
○「野菜の病害虫ハンドブック」
草間 祐輔‖著
○「組織は人｣元ヤン農業法人の鬼アツ経営論 田中 健二‖著
○「田んぼ、はじめました。｣
とびや あい‖著
○「燕雀の夢」
天野 純希‖著
○「木足の猿」
戸南 浩平‖著
○「姥捨て山繁盛記」
太田 俊明‖著
○「戦友たちの祭典(フェスティバル）｣
森村 誠一‖著
○「失われた地図」
恩田 陸‖著
○「ついに、来た？」
群 ようこ‖著
○「計画結婚」
白河 三兎‖著
○「スウィングしなけりゃ意味がない」 佐藤 亜紀‖著
○「晴れ着のゆくえ」
中川 なをみ‖著
○「無限の書」
Ｇ・ウィロー・ウィルソン‖著
○「まちゼミ」さあ、商いを楽しもう！ 松井 洋一郎‖著
○「どこまでやるか、町内会」
紙屋 高雪‖著
○「お年寄りの作って楽しむレクリエーション大百科」
小林 愛子‖監修
○「世界のサンドイッチ図鑑」
佐藤 政人‖著
○「運命の絵」
中野 京子‖著

２月 日 日( に)スポーツプラ
ザ 藤 崎 に お いて 開 催 さ れ ︑８
チームによる 熱 戦 が繰 り 広 げ
られました︒

◎おはなし会のお知らせ



75

結果は次のとおりです︒

◎最新着図書
☆一般図書

 75−2288

優 勝 東 町
準優勝 小 畑
第３位 常盤Ａ

と し ょ か ん だより
としょかんだより

■お問合せ
スポーツプラザ藤崎
ー３３２３

藤崎町図書館
大夢

紫
柳
社

広報ふじさき 2017.４
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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

孝 (53)

若 松

佐々木

若 松

藍 原

下

清

水

き

み(102)

工

藤

兼

弘(79)

町
榊

中野目

榊
水

貞

横

山

■お問合せ

総務課防災係 88ー8295

悟 (63)

小山内 暸
木

子(74)

企業の従業員とそのご家族が加

五十嵐

ナム語・フィリピノ語・ポルト

西豊田三

の

入する健康保険事業を運営して

ぶ(80)

谷

)

新

岡

月〜金曜 祝(日除く

亀

■お問合せ

工 藤 峰太郎(87)

ガル語

福 舘

環境係からのお知らせ

相 坂 京 子(62)

ジョブカフェあおもりサテライ

白 子

巖 (83)

■お問合せ

長谷川

◆ごみ収集日程表

曲新田

セ

年度における当支部の

ツ(97)

内

午前６時 ウエストミンスター
正
午 新･藤崎音頭
午後５時 夕焼け小焼け

平成

2017.４ 広報ふじさき

山

◆放送時間

29

います︒

23

福

島

(90)

)

３月 11 日(土)、藤崎中学校で卒業証書授
与式が行われました。式終了後、卒業生は、
正面玄関に集まった在校生から贈られた花
束や 色 紙 などを
手にし、学校を後
にしました。12 日
(日)には明徳中学
校で卒業証書授与
式が行われました。

新 谷 忠

青森地方法務局人権擁護課

〜表紙の説明〜

亀 岡

藤崎地区のごみ収集日程表

前年比
ー23
＋１
ー16

工 藤 孝 子(60)

定時チャイムは今まで藤崎地区及び常盤地区において異なる
時間で放送運用していましたが、４月１日から放送時間等を統一
し、お昼のチャイムが｢新･藤崎音頭｣になりました。

(http://www.

２月中
件数 280件
死者 １人
傷者 351人

福 舘

ー８０３３

テツ子(68)

トスポット弘前 ヒ(ロロ３階

木

☎０１７ー７７６ー９０２４

髙

榊

日発行の広報お知ら

秀(80)

は︑３月

義
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健 康 保 険 料 率は ︑
３月 分 ４(月 納
付 分 保) 険 料から 変 更 ９( ９･７％

木

県税部からのお知らせ

髙

せ号とともに毎戸配布していま

榊

すが︑届いていない場合は︑お

つ(83)

から９ ９･６％ に)なります︒
保険料額の詳細については当

て

自動車税・不動産取得税・個

田

ジョブカフェあおもり
からのお知らせ

福

手数でも住民課環境係までお越

子

支部ホームページ

白

人事業税はコンビニエンススト

ヨ(91)

しください︒

イ

アでも納付できます︒ぜひご利

木

ジ ョ ブ カ フ ェ あ お も り 青( 森

髙



kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/)
をご覧ください︒

榊

用ください︒

さ(101)

県 若 年 者 就 職 支 援 セ ン タ ー は)
歳までの方を対象

ち

歳から

木

全国健康保険協会青森支部

高

■お問合せ

盤

44

また︑便利で安全・確実な口

座振替もご利用できます︒

常

０１７ー７２１ー２７１３

とし子(93)

県内の交通事故概況
(２月28日現在)
年間累計 前年比
592件 −88
９人 ＋ ５
760人 −65

４月１日から定時チャイムが変わりました！

佐々木

久井名舘

に︑仕事に関する相談や情報収

集︑各種セミナー等のサービス

◆口座振替を利用できるのは

●軽自動車税

〜お悔やみ申しあげます〜

15

15

)

４月の町税等の納期
納期限は５月１日(月)です

◆し尿汲み取り収集連絡先

ー３３３８

ハローワーク 弘 前との一 体 的

定期賦課分
○個人事業税 ･･･
○法人県民税 事･業税 地(方法人

28

特別税を含む )
中間申告・確定申告分
･･･

６月納期分
○自動車税 ･･･
年度は︑ 月 日 金(

※平成

までに申込みが必要です︒

○軽油引取税

申込用紙は︑各取扱金融機

関・中南地城県民局県税部の窓

4

を提供しています︒

運営 ハ(ローワークは年齢制限な

し を) 行って お り ︑就 職に 関 する
色々な活動を支援しています︒

◆ジョブカフェあおもりの主な

サービス 利(用料無料 )
・ パソコンでの 応 募 書 類の 作 成・印 刷

・職業適性診断

・キャリアカウンセラーによる

口に備え付けてありますので︑

29

藤崎地区

株式会社津軽衛生公社

常盤地区


37

ー８１６９


88

ー２２２９


65

田舎館衛生社

■お問合せ

住民課環境係

外国語人権相談ダイヤル

のお知らせ

法務局では︑外国語による人

権相談を受付しています︒

電話をかけると民間の多言語

わ

お気軽にお問い合わせください︒

瑞 和(佑也)

相談 就(職に関する相談︑応募
書類の添削︑面接練習など︶

藤

電話通訳サービス提供事業者に

加

■お問合せ

朝日町

・就職支援セミナー

美誇人(芳人)
み

(洋一)

と

野

かおる

薫

こ

清

接続の上︑管轄の法務局につな

山 内

み

西豊田二

中南地域県民局県税部

福 島

な

華(公生)

・インターネットや参考図書の

こ

田 沢 笑

がります︒

に

藤 越

納税管理課

＋２

閲覧等による情報収集

5,905世帯

)内保護者

)

世帯

〜お誕生日おめでとうございます〜
(


32

ー４３４１ 直(通

ー 16

29

◆ハローワークで利用できる

− 11

15,265人

２月 届 出 分

◆専門電話

8,126人

合計

戸 籍 の 窓

サービス

ー５

０５７０ー０９０９１１

女

前月比

7,139人

平成 年度協会けんぽ青森
支部の保険料率について

２月２８日現在
人口 男

・求人情報の検索・閲覧

町の人口と世帯数



午前９時〜午後５時

65−3100

間

■お問合せ 生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)

・職業相談・職業紹介

・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。

◆開館時間

◆対 象 者
◆日
時
◆相談方法
・面接相談(相談会場にて相談受付）

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
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
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館
ふれあいず−む館

全 国 健 康 保 険 協 会 協( 会 け ん
ぽ 青) 森 支 部 で は ︑ 県 内 の 中 小

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

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金曜日）午前10時〜午後１時

場

午前９時〜午後５時

◆相談内容

会

◆時

｢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

土・日・祝日除く

子育てなんでも相談のご案内

◆対応言語

中国語・韓国語・英語・ベト

子育てについて悩んでいませんか？

お知らせ

町文化センター75−3311 常盤生涯学習文化会館65−3100 スポーツプラザ藤崎75−3323 常盤ふるさと資料館あすか65−4567

ト

(88)
ス(90)

村 上 幸三郎(86)

※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。

あ と が き
広報ふじさきを担当してから、早いもので１年になろうとしています。
今まで手がけた広報を手にとって見てみると･･･あっ！だんだんあとがき
が長くなってる！いつのまにこんなに自己主張が強くなったんだ･･･(汗)
４月からは初心に戻り、謙虚に仕事に励みたいと思います･･･。
（Ｉ）

健(検)診を受けましょう！
４月から健(検)診が始まっています！
医療機関との日程調整はお早めに！！
希望の医療機関で今年度健(検)診を受けるために、早め
に医療機関と日程調整し、健(検)診を受けましょう。

広報ふじさき 2017.４
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文 化 協 会 フェスティバ ル
３月４日 ( 土 )、５日 ( 日 ) にふれあいずーむ館で町文化協会フェ
スティバルが開催されました。町文化協会に所属しているサークル
や個人による作品展示のほか、筆ペン習字や押し花などの体験コー
ナーがあり、来場者は楽しみながら文化作品に触れていました。また、
スタンプラリーもあり、子どもたちも多数来場していました。

１日３食、野菜を食べよう！

ふじさキッチン

■お問合せ

福祉課健康係

588ー8197

秋に種をまき、翌年の春に収穫したものが春キャベツ（新キャベツ）です。葉がやわらかく甘みが
あるため、サラダや浅漬けなど生で食べるのに向いています。
購入するときは、外葉につやがあり、あまり葉の詰まっていないものを選びましょう。
キャベツにはビタミン C が多く含まれています。ビタミン C は熱に弱く水に溶けやすいため、ゆ
でたり炒めたりすることで減ってしまいますが、春キャベツは生で食べやすいので、キャベツに含
まれるビタミン C をまるごと摂取できます。
今回は春キャベツの甘みとシャキシャキの食感を楽しめる、コールスローを紹介します。

旬 を味 わう「春キャベツのコールスロー」
■材料 ( ２人分 )
・キャベツ 70ｇ
・人参 20ｇ
・コーン缶 40ｇ
・穀物酢 小さじ１
・マヨネーズ 大さじ１
・塩、こしょう 少々
■作り方
①キャベツと人参を千切りにして塩を全体に振り、軽くもむ。
② ①を絞り、水分を切る。
③コーン缶の水分を切る。
④ ②にコーン、穀物酢、マヨネーズ、こしょうを加えて和える。
＊レモン汁や牛乳、はちみつなどを加えると違った味を楽しめます。
＊生の人参が気になる方は電子レンジを利用するのがおすすめです！
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。
■編集・発行 藤崎町企画財政課企画係 〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
広報ふじさき
TEL 0172-75-3111(代表)、0172-88-8258(企画係直通) FAX 0172-75-2515 ■URL http://www.town.fujisaki.lg.jp/

2017.４

24

