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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2223)

ぜひご参加ください！町防災訓練を実施します
町では、地震及び水害が発生したという想定で、防災訓練を実施
します。防災意識を高めるため、町民の皆さんのご参加をお願いします。
当日は訓練の間、役場周辺で交通規制(※地図参照)を行います。
また、発煙筒を焚いて大量の煙を発生させ、消防車両がサイレンを
鳴らしますが、火災と間違わないよう注意してください。
｢災害に強い安全な町づくり｣と｢防災意識｣を高めるために、町民の
皆さんのご協力をお願いします。
☆日
☆場

時
所

８月27日(土)
町役場周辺

午前９時～午前11時

＜地図＞
交通規制区間

防災訓練実施場所

食品加工実践セミナーのお知らせ
町では、地域農産物の付加価値を高めるために、衛生管理の手法を
学ぶとともに、農産物の加工技術を習得する講座を開催します。
農産物の規格外品活用や自家製農産物の加工などに活用できる講座
ですので、ぜひご参加ください。
☆日
程
①９月２日(金) 地域の農産物を活用した商品づくりに向けて(座学)
②９月９日(金) 食品加工における衛生管理について(座学)
③９月16日(金) 特産品を活用したドレッシングづくり(実習)
④９月21日(水) 特産品を活用したスイーツづくり(実習)
⑤９月30日(金) 特産品を活用した惣菜づくり(実習)
☆時
間
全日程とも午後６時～午後８時30分
☆場
所
①②
町文化センター ２階 ｢会議室｣
③④⑤ 町文化センター ２階 ｢実習創作室｣
株式会社キースタッフ 代表取締役 鳥巣 研二 氏 ほか
☆講
師
☆受 講 料
無料
☆定
員
15名
☆申込締切
８月26日(金)
☆そ の 他
③④⑤を受講希望の場合、②の衛生管理講座を必ず
受講してください。
☆申込・お問合せ

平成29年度農業関係補助事業の実施要望を受付します

イオン藤崎店

☆内

容

☆お問合せ

○招集訓練・災害対策本部設置・情報伝達・応急対応訓練
・道路確保、救助救出訓練
・避難指示による町民避難訓練
・水防工法訓練
・給水及び物資搬送訓練
ほか
○参加事業所及び町民による初期消火訓練
○火災防ぎょ訓練
総務課防災係(内線2208、2209）

農地の保全管理に努めましょう
農地は耕作できる状態に保全管理されていなければなりません。
草刈り等の管理がなされていない農地は、耕作している隣接の農地
に迷惑をかけることになります。
現在、何らかの事情で農作物の作付けをしていない農地であっても、
良好な農地として保全するためには除草管理等が必要不可欠です。
農地の保全・管理については、原則として所有者及び管理者が努める
ものですので、ご協力をお願いします。
☆お問合せ

町農業委員会(内線2145、2251)

町地域子育て支援センターでは、今年も藤崎保育所の運動会に親子
競技のプログラムを用意します。この機会に親子で体を動かしませんか。
当日参加も可能ですので、お気軽にご参加ください。
☆日
時 ９月10日(土) 午前10時
☆場
所 藤崎保育所 所庭（雨天の場合は藤崎小学校体育館）
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者

平成28年度

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☆申込締切 ９月12日(月) ※締切厳守
☆対象事業 現在、国・県・町が実施している農業関係の補助事業
①りんご果樹関係 改植、防風網、スピードスプレイヤー
ほか
②野菜・花き関係 パイプハウス及び附帯施設、特産果樹(ぶどう・
もも等）新植に係る園地整備・苗木・支柱等、
雨よけハウス、防薬ネット、簡易選果機 ほか
③水稲・転作関係 田植機、コンバイン、トラクター、乾燥機 ほか
※その他農業機械を希望する場合は農政課にご相談ください。
※農業機械導入については各事業とも単純更新は対象外となります。
☆提出書類
・事業実施申込書
・積算資料（見積書、設計書、カタログ等）
・実施場所等の図面 ・その他必要な書類
※申込書の用紙は農政課窓口で配布しています。
☆留意事項
・受付した要望をもとに、後日事業内容の説明会を開催します。
・事業によっては一定の申請基準を設けています。
・国補正予算等により新規に事業が追加された場合でも、今回の
要望受付者を対象としますので、事業実施予定の方は早めに
申請してください。
・資料の作成等が締切に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡
ください。
※各事業の詳細については、農政課農政係までお問合せください。
☆申込・お問合せ

親子で体を動かそう！運動会に参加しませんか

☆申込・お問合せ

地方創生推進室(内線2272)

☎75ー6131
☎75ー3305

７月１日付けで人権擁護委員が再任されました
人権擁護委員は、皆さんが暮らしの中で抱えている困りごとや悩み
ごと、あるいは差別を受けたり、トラブルに巻き込まれたりしたとき
に相談を受け、それを解決するための援助をしています。相談は無料
で秘密は厳守しますので、電話等でお気軽にご相談ください。
◎３年間よろしくお願いします
・藤田 洋(再任) ☎75ー2398
☆お問合せ

下水道推進標語

「下水道 水がいからの 守り神」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

農政課農政係(内線2243、2244、2245)

住民課住民係(内線2138)

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」

「2017年版青森県民手帳」の予約を受付します

藤崎町食育推進協議会の委員を募集します

10月中旬頃に県内書店・コンビニ等で発売予定の｢2017年版青森県民
町では、町民の皆さんと協働で食育推進のための取組みを行うため、
手帳｣について、町では予約購入の受付をしています。予約分に限り、 町民の代表となる委員を募集します。
定価よりお求めやすくなっていますので、この機会にぜひご予約ください。
☆｢2017年版青森県民手帳｣(発行：青森県統計協会)
○大 き さ 縦15.0㎝×横8.5㎝
○表 紙 色 黒系・青系・赤系・ピンク系・青緑系(全５色)
○予約価格 430円(定価500円)※いずれも税込み
○内
容 スケジュール帳、イベント情報、市町村紹介記事など
☆予約受付締切 ８月30日(火)
※予約された方には、手帳が入荷され次第ご連絡します。
☆予約受付・お問合せ

企画財政課企画係(内線2223)

人・農地プランの見直しに伴う地域座談会を開催します
人・農地プランとは、町の農業をどのように進めていくかを地域で
協議して定めたもので、小学校学区を基準に３地区(藤崎・藤崎中央・
常盤)に区分されています。
今回、新たに農業を始めたい方や、農地をほかの人に預けたい方の
要望を反映させるため、再度見直しをすることとしました。
次の日程で見直しに伴う地域座談会を開催しますので、町の農業の
これからについて話し合う重要な場として、この機会にぜひご参加
ください。
☆日

程
開 催 日

場

所

対象地区

８月22日(月)

福島公民館

８月23日(火)

福舘公民館

８月24日(水)

ふれあいずーむ館

藤崎地区

８月25日(木)

常盤生涯学習文化会館

常盤地区

８月26日(金)

町文化センター

藤崎中央地区

常盤地区

※各会場とも午後６時30分から開催します。
☆対象地区
○藤崎地区

○藤崎中央地区

○常盤地区

☆お問合せ

葛野・藤越・中野目・吉向・亀岡・西中野目
俵舛・下俵舛・柏木堰・水沼・矢沢・小畑
中島・東町・西豊田一丁目・西豊田二丁目
西豊田三丁目

常盤・徳下・三ツ屋・福島・福左内・水木
久井名舘・富柳・福舘・若松・榊・亀田
若柳・西田・小学校通り

農政課農政係(内線2245)

☆専用電話
☆お問合せ

青森地方法務局

☆日

時

☆場
所
☆対
象
☆講
師
☆内
容
☆準 備 物
☆参 加 費
☆申込締切

９月６日(火) 午後７時～午後８時30分
９月24日(土) 午前10時～正午
スポーツプラザ藤崎
小学校４年生以上の町民
野上 大輔 氏（弘前市）
ミニテニスの基本・ルール・実践(ミニゲーム)
動きやすい服装・室内用運動靴・飲み物等
１回300円(ふじさきいきいきスポーツクラブ会員は無料)
８月31日(水)

☆試験区分 警察官Ｂ(大卒以外の男性・女性)
☆受験資格 昭和59年４月２日～平成11年４月１日に生まれた方
☆試 験 日 ９月25日(日)
☆申込締切 ９月２日(金)
☆試 験 地 青森市、弘前市、八戸市
※受験申込書は最寄りの警察署・交番・駐在所で配布しています。
試験に関する詳細は弘前警察署へお問合せください。
弘前警察署総務課警務広報係

☎32ー0111

スポーツプラザ藤崎 ☎75ー3323

平成28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２日(日)に行われる平成28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。
受講者の個人情報については秘密を厳守します。
☆日

時

☆受 講 料
☆申込方法
☆申 込 先

８月23日(火)～９月27日(火)の毎週火曜日
午後６時～午後８時
デイサービスセンターえびす
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
3,000円(資料代)※全日程終了時(９月27日(火))に徴収
氏名・連絡先を記入した用紙(様式は任意)を郵送かFAX
にて、お申込みください。
〒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・お問合せは受付しませんので、
ご了承ください。

青森少年鑑別所内見学会のお知らせ

☎017ー776ー6231

警察官募集のお知らせ

☆お問合せ

ミニテニスは、バドミントンコートで直径12センチのビニール製の
ボールを打ち合うスポーツです。気分転換に、また、生涯スポーツと
して気軽に始めませんか。

☆場
所
☆対 象 者

９月５日(月)～９日(金) 午前８時30分～午後７時
９月10日(土)～11日(日) 午前10時～午後５時
☎0570－003－110

農政課農政係(内線2245)

ミニテニス体験教室のお知らせ

舟場・みつや・表町・仲町・曲新田・本町
木挽町・朝日町・館川町・下町・緑町
新町・横町・伝馬・白子・林崎

青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、高齢者・障がい者
の方を対象に、次の期間、平日の相談時間を延長し、土・日曜日も電話
相談を行います。相談は無料で、秘密は厳守します。お気軽にご相談
ください。
間

☆申込・お問合せ

☆申込・お問合せ

｢高齢者・障がい者の人権あんしん相談｣強化週間

☆期

☆募 集 要 件
○町内に住所を有する20歳以上70歳未満の方
○食育や地産地消に関心があり、平日の会議に出席できる方
○町議員及び町職員でない方
※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 員 １名
☆委員の任期 委嘱の日～平成29年３月31日
☆申 込 締 切 ９月２日(金) 必着
☆会議の開催 年１～２回程度
☆報
酬 １回の出席につき4,900円
☆申 込 方 法 所定の用紙に記入のうえ、農政課農政係までお申込み
ください。なお、用紙は町ホームページ(http://www.
town.fujisaki.lg.jp/)又は農政課で配布しています。
※応募多数の場合は、選考となりますのでご了承ください。

青森少年鑑別所では、青少年の健全育成に携わる専門機関として、
非行・犯罪の防止に取り組んでいる実情を広く地域社会の皆さんに
理解してもらうため、次のとおり見学会を実施します。
☆日
☆場

時
所

☆内

容

☆募集人員
☆料
金

９月11日(日) 午前10時～午前11時30分
青森少年鑑別所(青森市金沢一丁目５番38号)
※青森市立甲田小学校向かい
少年鑑別所について理解を深めてもらうための説明、
施設内の見学
30名(申込先着順)
無料

☆申込・お問合せ

青森少年鑑別所 ☎017ー776ー5118

