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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2223)

臨時福祉給付金(経済対策分)について

水道管の凍結にご注意ください

臨時福祉給付金(経済対策分)は消費税率の引上げによる影響を緩和
するため、所得の低い方々に対して、制度的な対応(消費税の軽減税
率の導入)を行うまでの間、暫定的・臨時的に支給するものです。
今回は消費税率の引上げが２年６か月延長されたため、平成29年４
月から平成31年９月までの２年６か月分を一括で支給します。

気温が０℃以下になると、水道管が凍結したり破裂することがあり
ます。
真冬日や長期間家を留守にするときは、こまめに水道の水抜きをし
て凍結を防止しましょう。

☆支給対象者
次の要件をすべて満たしている方
①平成28年１月１日時点において町の住民基本台帳に登録されている方
②平成28年度分の住民税(均等割)が課税されていない方又は課税者
の扶養親族等に当たらないなど、所定の要件を満たす方
③生活保護を受けていない方
※申請書は、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月下旬頃に郵送します。
☆支 給 額 １人につき15,000円
☆申 請 先 福祉課福祉係(常盤出張所では申請できません。)
☆申請期間 １月30日(月)～５月２日(火) ※土･日･祝日除く
申請期間外の申請は受付できませんのでご注意ください。
☆支給時期 申請書受付後、３月頃から順次支給開始予定
◎臨時福祉給付金(経済対策分)申請の集中受付を行います。
☆受付期間 １月30日(月)～２月10日(金）午前８時30分～午後４時30分
※土･日を除く
※２月１日(水)、８日(水)は午後６時30分まで受付します。
☆受付場所 役場 １階 町民ロビー
☆お問合せ

福祉課福祉係(内線2115、2116）

農政課からのお知らせ
◎りんご生産技術講習会のお知らせ
町のりんご生産者の技術向上を図るため、次のとおり講習会を開催します。
高品質でおいしいりんごを生産するために、ぜひご参加ください。
りんご病害虫防除講習会
☆日
時 １月18日(水) 午後１時30分
☆場
所 ふれあいずーむ館
※駐車スペースに限りがありますので、
混雑時は防災公園をご利用ください。
☆内容(予定) ①平成29年産りんご病害虫防除の要点について
②りんご減農薬栽培推進とブランド化について
③平成29年産果樹共済加入促進について
りんご剪定技術講習会
☆日
時 ２月２日(木) 午後１時30分
☆場
所 根子橋りんご冷蔵庫周辺園地(藤崎中央小学校南側)
☆内
容 りんご普通樹及びわい化樹の整枝剪定技術の実地講習
※各講習会とも、事前申込み不要です。当日会場にお越しください。

◎地域担い手講演会のお知らせ
～「平成30年産以降の新たな米の生産調整について｣～
国では、平成30年産を目途に米の生産調整政策を見直すこととして
おり、約50年間続いた政策が大きな転機を迎えようとしています。
そこで、これまでと何がどのように変わるのか、新たな仕組みにつ
いて講演会を開催します。多数の方のご参加をお待ちしています。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

２月１日(水) 午後２時30分
ふれあいずーむ館
青森県農林水産部農産園芸課
企画管理グループ 主幹 野上 智弘 氏
☆受 講 料 無料
☆申込方法 １月27日(金)までに電話にてお申込みください。
☆申込・お問合せ 農政課農政係(内線2243、2244、2245)

○水を抜くとき
水抜き栓を止まるまで右に回して閉めた後、蛇口を開けて水を抜き
ます。
○水を出すとき
蛇口を閉じ、水抜き栓を止まるまで左に回して開きます。
※水抜き栓が半開きになると、漏水し、高額の料金を負担すること
になりますので、必ずきっちりと開閉してください。
○もしも凍結したら
蛇口を解放状態にしてタオル等をかぶせ、その上にゆっくりぬるい
お湯を繰り返しかけて溶かします。同時に部屋全体を暖めると効果的
です。
○凍結・破裂などの修理は町指定工事業者へ
無許可の業者に工事を依頼すると、思わぬトラブルが発生するケー
スがあります。凍結・破損などの修理は、最寄りの町指定工事業者へ
依頼してください。
＜参考＞家庭用の上下水道料金(月額)は次のとおりです。
メーター使用料
メーター口径

地下式

地上式

13㎜まで

86円

302円

20㎜まで

140円

356円

25㎜まで

172円

388円

40㎜まで

518円

561円

50㎜まで

1,036円

1,954円

50㎜を超えるもの

1,728円

2,214円

水道料金
用 途
家庭用

基本水量

基本料金

超過料金(１㎥につき)

８㎥

2,073円

259円

下水道(農集排)使用料
基本水量
８㎥まで

使用料
基本料金

1,404円

８㎥を超え20㎥まで

180円

20㎥を超え30㎥まで

192円

30㎥を超え50㎥まで

１㎥につき

224円

50㎥を超え150㎥まで

280円

150㎥を超えるもの

327円

☆お問合せ

上下水道課 ☎75－6025

わくわく講座のお知らせ～｢サプリメントと健康食品｣～
サプリメントや健康食品について、安全面や利用方法を正しく理解
するための講座を開催します。多数の方のご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆申込方法

２月３日(金) 午後１時30分～午後３時
ふれあいずーむ館
青森県薬剤師会弘前支部 磯木 雄之輔 氏
１月27日(金)までに電話にてお申込みください。

☆申込・お問合せ

福祉課健康係(内線2122)

食彩ときわ館リニューアルオープンに向けて

出荷希望者仮登録受付中！

☆申込・お問合せ

農政課(内線2241)

学童保育クラブ職員(支援員及び補助員)募集のお知らせ
☆職務内容

小学１～３年生の児童を対象として、放課後や土曜日等
に家庭に代わる生活の場を提供し、主に遊びを通じてそ
の健全な育成を図るために、児童の安全及び健康に配慮
しながら、必要な活動を行います。
☆募集要件 町又は近隣市町村に住所を有し、健康で子育てに熱意の
ある通勤可能な方
○支援員 18歳以上で次のいずれかの要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
れかの資格を有する方
②高等学校を卒業した方で、２年以上放課後健全育成事
業に類似する事業又は児童福祉事業に従事した方
○補助員 18歳以上で学童保育クラブ内での活動及び指導の補助が
可能な方
☆募集人員 支援員・補助員 合わせて４名
☆勤務時間(次の時間帯でのシフト制になります)
○月曜日～金曜日 小学校の下校時間～午後７時
○日曜日・祝日を除く学校休業日(土曜日や長期休業日等)
午前７時30分～午後７時
☆勤務場所 常盤小学校学童クラブ
☆賃
金 ○支援員 時給800円
○補助員 時給730円
☆採用予定日 平成29年４月１日(土)
☆受付期間 随時受付しています。 ※土・日・祝日を除く
午前８時15分～午後５時(水曜日のみ午後６時30分まで)
☆申込方法 履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、住民課子
育て支援係に提出してください。
☆選考方法 履歴書及び面接の内容により選考します。
☆申込・お問合せ

住民課子育て支援係(内線2135、2136)

スポーツプラザ藤崎からのお知らせ
◎第12回町民スキー・スノーボード大会を開催します
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆競技方法
☆表
彰

２月19日(日) (開会式)午前10時 (閉会式)午後３時
そうまロマントピアスキー場
町民又は町内に通勤・通学している方
自己申告タイムに近い人を入賞とします。
一般・中高生・小学生・幼児の部
各部門第１位～３位にトロフィー、賞状を授与します。
☆参 加 費 １人500円(参加賞、保険代) ※大会当日に徴収します。
☆申込方法 ２月10日(金)午後５時までに電話にてお申込みください。
☆申込・お問合せ

○スポーツプラザ藤崎
○常盤生涯学習文化会館

☎75ー3323
☎65ー3100

☆募集要件

☆募集人員
☆勤務時間

☆勤務場所
☆賃
金
☆採用予定日
☆受付期間
☆申込方法
☆選考方法
☆面接予定日

施設管理員
(施設利用の受付業務、施設内の巡視･清掃など)
次の要件をすべて満たしている方
①町に住所を有し、健康で通勤可能な方
②年齢は18歳以上、概ね60歳までの方
１名
12時45分～午後９時15分の時間帯での勤務シフト制
月100時間程度、土・日・祝日勤務有り
※休暇や雇用保険等の詳細はお問い合わせください。
町農業者トレーニングセンター(常盤小学校隣)
時給730円
平成29年４月１日(土)
２月１日(水)～20日(月)
※休館日６日(月)、13日(月)、19日(日)を除く
履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、町体育
協会に提出してください。
履歴書及び面接の内容により選考します。
３月１日(水) 午前10時

☆申込・お問合せ
特定非営利活動法人藤崎町体育協会(スポーツプラザ藤崎内)
〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地 575－3323
平成28年度

総合計画は、当町のめざす将来像と将来の目標を明らかにし、これ
らを実現するための施策をまとめた当町の最上位に位置づけられる計
画です。
このたび、平成29年度から平成38年度までの10年間を計画期間とし
た｢藤崎町第２次総合計画｣の素案を策定しました。
本計画策定の参考とするため、次のとおりパブリックコメント(意
見公募手続)を実施しますので、皆さんのご意見をお寄せください。
☆意見を募集する計画
藤崎町第２次総合計画(基本構想及び前期基本計画)
☆意見の募集期間 ２月３日(金)～17日(金)
☆計画を閲覧できる場所等
（１）役場 １階 正面ロビー
（２）常盤出張所
（３）ふれあいずーむ館
（４）町コミュニティプラザ｢ぽっぽら｣
（５）町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)
※閲覧時間について、(５)以外は、開庁時間内とします。
☆意見を提出することができる者
次のいずれかに該当する者とします。
（１）町内に住所を有する者
（２）町内に勤務する者
（３）町内の学校に通学する者
（４）町内に事務所等がある法人及び団体
（５）本計画に利害関係を有する者
☆意見の提出方法
閲覧場所に備え付けの記入用紙にご意見と必要事項(氏名、住所、
連絡先)を記入の上、閲覧場所に設置している意見箱に投函するか、
次の提出先まで郵送、持参、ＦＡＸ及び電子メールのいずれかの方法
で提出してください。
※ご意見は電話など口頭では受付しません。
☆その他
提出されたご意見は、計画策定の参考とするほか、後日集約し、氏
名・住所・連絡先を除き対応状況を町ホームページで公表します。た
だし、ご意見に対する個別の回答は行いません。また、必要事項に記
入漏れ等がある場合はご意見として受付しません。
☆提出先・お問合せ

☆日
時 ２月３日(金) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
※事前の申込みは不要です。お気軽にお越しください。
町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

町の歴史を聴いてみませんか。講演会のお知らせ
☆日
時 ２月２日(木) 午前10時～午前11時10分
☆場
所 常盤老人福祉センター
☆講
師 町郷土史会 藤田 則明 氏
☆演
題 ｢江戸時代の藤崎｣
☆参 加 料 無料
※この講演は第19期県老連健康福祉大学ＯＢ会(ふじ健大ＯＢ会)
第２回通常総会の前に開催されます。
☆お問合せ

ふじ健大ＯＢ会事務局

野呂 達實 ☎75－5775

定例労働相談会のお知らせ
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引下げな
ど)について、青森県労働委員会委員が無料で相談に応じます。
☆日
☆場

時
所

☆お問合せ

下水道推進標語

２月７日(火) 午後１時30分～午後３時30分
青森県労働委員会(県庁国道側向い みどりやビル７階)
青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832
下水道への加

「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

企画財政課企画係(内線2222、2223）
〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地
FAX 75-2515 E-mail kikaku@town.fujisaki.lg.jp

元気な声で｢福は内！｣ 豆まき会のお知らせ

☆お問合せ

◎パート職員(施設管理員)を募集します
☆募集職種

藤崎町第２次総合計画へのパブリックコメントを実施します

☎75－6025

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」

