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町文化センター運営開始のお知らせ

　町文化センターは、施設整備工事のため休館していましたが、工事
の完了に伴い、次のとおり運営を開始します。
　新しく整備された町文化センターをどうぞご利用ください。

☆利用開始日　　　　　10月３日(火)
☆利用申込受付開始日　９月20日(水)

☆お問合せ　町文化センター　575－3311

マイナンバー(個人番号)カードを作りませんか

　マイナンバー(個人番号)カードは、申請により無料(初回のみ)で交
付されるＩＣカードです。カードのおもて面にはご本人の顔写真と氏
名、住所、生年月日、性別が記載され、写真付きの身分証明書として
利用できるほか、電子申請(ｅ-tax)の際にも利用できます。
　なお、住基カードを使用している方には、使用期限後の更新はでき
ないため、マイナンバー(個人番号)カードの申請をおすすめします。

☆申請方法
　○郵送での申請　
　　通知カードと共に送付された「個人番号カード交付申請書」に
　　必要事項(氏名・申請日・電話番号等)を記載の上、顔写真(縦　
　　4.5cm×横3.5cm)を貼り付け、通知カードと共に送付された封筒
　　に入れて郵送します。
　○スマホ・パソコンでの申請
　　(https://net.kojinbango-card.go.jp/)にアクセスして申請します。

☆お問合せ　住民課住民係　☎88ー8163

狂犬病予防注射を実施します

　狂犬病予防法により、年１回予防注射を受けることが義務づけられています。
　平成29年度秋期の集合予防注射を次のとおり実施します。

☆集合予防注射料金　3,100円
　(内訳：注射料金2,550円＋狂犬病予防注射済票交付手数料550円)
※新規登録の場合は、注射料金に加えて登録料3,000円が必要です。
※個別に動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医が発行した狂犬病
　予防注射済証を役場へ持参し、狂犬病予防注射済票(交付手数料550
　円)の交付を受けてください。
※犬の死亡(犬の登録時にもらう鑑札と狂犬病予防注射済票を持参)、
　転入・転出又は町内での住所変更や飼い主の変更があった場合は、
　住民課環境係に届出してください。

☆実施場所
○10月５日(木)　担当獣医師：小友先生(おとも動物病院)

時　間 場　所

９:00 ～ ９:15  藤越研修集会所前

９:25 ～ ９:30  つがる弘前農協りんごセンター前

９:35 ～ ９:40  旧町役場跡

９:50 ～ ９:55  白子研修集会所前

10:05 ～ 10:15  ふれあいずーむ館裏

10:25 ～ 10:30  林崎研修集会所前

10:40 ～ 10:45  西中野目生活改善センター前

10:55 ～ 11:00  下俵舛地区コミュニティ消防センター前

11:10 ～ 11:15  中島集会所前

11:20 ～ 11:25  町ふれあい健康センター前(矢沢)

11:30 ～ 11:45  町役場裏

○10月６日(金)　担当獣医師：小堀先生(コボリ動物病院)

時　間 場　所

９:00 ～ ９:05  常盤老人福祉センター前

９:15 ～ ９:20  若松転作研修館前

９:30 ～ ９:35  榊公民館前

９:45 ～ ９:50  亀田地区交流センター前

10:00 ～ 10:05  福左内公民館前

10:15 ～ 10:20  水木地区ふるさとセンター前

10:30 ～ 10:35  富柳老人憩の家前

10:45 ～ 10:50  福舘地区コミュニティ消防センター前

11:00 ～ 11:05  久井名舘地区コミュニティ消防センター前

11:15 ～ 11:20  徳下バス停前

11:25 ～ 11:30  三ツ屋老人憩の家前

11:35 ～ 11:40  福島公民館前

☆お問合せ　住民課環境係　588－8169

町の情報発信に向け、知識を身に付けませんか

　町では、観光コンシェルジュ育成のためのセミナーを実施します。
　受講料は無料ですので、情報発信や観光資源などに興味のある方は、
この機会にぜひご参加ください。

☆日　　程
　①今から始める初心者向けＳＮＳセミナー
　　○日　　時　10月11日(水)　午後６時30分～午後８時
　　○場　　所　ふれあいずーむ館　２階｢視聴覚室｣
　　○講　　師　株式会社コンシス　成田 瑞穂 氏
　　○持 ち 物　筆記用具、スマートフォン
　　○定　　員　15名
　　○申込締切　10月６日(金)　
　②料理から学ぶ｢ふじさき産品｣セミナー
　　○日　　時　10月25日(水)　午後６時30分～午後８時
　　○場　　所　ふれあいずーむ館　１階｢調理室｣
　　○講　　師　Lunch Factoryむら咲　オーナーシェフ　村上 咲子 氏
　　○持 ち 物　筆記用具、エプロン、三角巾、手拭タオル
　　○定　　員　10名
　　○申込締切　10月17日(火)
☆申込方法　企画財政課企画係に電話にてお申し込みください。
※各セミナーの詳細は、町観光情報サイト｢ふじさんぽ｣(http://www.
　fujisaki-kanko.jp/)をご覧ください。

☆申込・お問合せ　企画財政課企画係　588－8258

ストップ！わら焼き・もみ殻焼き！

　わら焼き・もみ殻焼きは、臭いの付着など近隣住民へ迷惑をかける

ほか、道路の視界不良を引き起こし、重大な事故を招く原因となりま

す。さらに、延焼による消火出動が緊急時の出動に支障を来すなど、

様々な影響を及ぼします。

　また、煙で目やのどを痛め、健康被害を及ぼす場合もありますので、

わら焼き・もみ殻焼きをやめ、稲わら収集やすき込みを行うなど、周

囲の環境に優しい米づくりをしましょう。
　
☆お問合せ　農政課農政係　588－8273

振興野菜作付支援事業への申込みをお忘れなく
　

　町では、にんにく等の作付による転作を推進するため、藤崎町振興
野菜作付支援事業を行っています。

☆対 象 者　町内在住で、町水田台帳に登録された農地に、にんにく・
　　　　　　トマト(ミニトマトを含む)・アスパラガスを新規又は
　　　　　　増反作付する方　※登記地目が畑の農地を除く
☆補 助 額　次の①・②のうち、額の低い方の１/３以内
　　　　　　①種子・種苗の購入額(農協等の補助を除いた額)
　　　　　　②要綱に定める補助基準額に対象面積を乗じた額
　　　　　　　にんにく：180,000円/10a
　　　　　　　トマト(ミニトマト含む)：319,000円/10a
　　　　　　　アスパラガス：53,200円/10a
　　　　　　※農業者１人あたり20万円を上限とし、予算の範囲内で
　　　　　　　補助します。
☆申込期限　購入種子・種苗の植付日から30日以内　
　　　　　　※期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
☆申込方法　農政課農政係に備え付けの申込用紙に必要事項を記入
　　　　　　の上、お申込みください。

☆申込・お問合せ　農政課農政係　☎88ー8273



下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」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　水が自然に　かえる道」
平成29年度　下水道推進標語

下水道への加

入、よろしく

お願いしま～

スイスイ！

平成30年度助成事業募集のお知らせ

　公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団は、県内各地の地域の
活性化や産業振興の取組に対し、幅広く支援しています。

☆募集事業名　平成30年度むつ小川原地域・産業振興プロジェクト 

　　　　　　　　支援助成事業

☆対 象 事 業　地域の活性化及び産業の育成・振興を図る次の事業

　　　　　　　　①人材育成 ②技術開発 ③商品開発 ④市場・販路開拓

　　　　　　　　⑤観光開発　⑥スポーツ・文化交流　など

☆助　 成 　金　助成対象事業費の５分の４以内

☆助成対象団体　県内の市町村、地域団体、産業団体　など

☆応 募 締 切　10月31日(火)　※必着

☆採択の合否　平成30年３月上旬頃に通知

☆応募方法等　事業実施要望書に事業計画書を添えて応募してください。

　　　　　　　　応募関係用紙は財団のホームページ（http://www.

　　　　　　　　jomon.ne.jp/~mozaidan/）からダウンロードするか、

　　　　　　　　町企画財政課企画係に備え付けてあります。

☆応募先・お問合せ　公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団
　　　　　〒030-0861 青森市長島二丁目10番４号　ヤマウビル７Ｆ
　　　　　 5017ー773ー6222　FAX 017ー773ー6245

第26回町民サイクリングラリー参加者募集のお知らせ

☆日　　時　10月９日(月・祝)《雨天中止》 午前８時30分～午後３時
☆行 き 先　虹の湖公園(黒石市)
☆集合時間　午前８時30分　スポーツプラザ藤崎 前
　　　　　　午前８時30分　常盤生涯学習文化会館 前
　　　　　　※川部農村公園で合流
☆持 ち 物　おにぎり・飲み物・手袋等　※肉汁配付あり
☆参 加 料　１人につき300円(保険料・記念品代等)
☆申 込 先　○長谷川時計店　　　　　565ー3040
　　　　　　○常盤生涯学習文化会館　565ー3100
　　　　　　○スポーツプラザ藤崎　　575ー3323
☆申込締切　10月２日(月)
☆免責事項　ラリー中の事故の補償については、傷害保険の給付限度内
　　　　　　となります。

☆お問合せ　常盤サイクリングクラブ 加藤 順康　5090ー6626ー9554

藤崎町プレミアム付商品券を販売します

　町商工会では、藤崎町プレミアム付商品券を販売します。

☆販売期間　10月10日(火)～12月15日(金)　※土・日、祝日除く
　　　　　　※3,000セット販売予定、無くなり次第終了
☆販売場所　藤崎町商工会　午前９時～午後５時
☆有効期間　10月８日(日)～平成30年１月15日(月)
☆内　　容　○１枚1,000円の商品券11枚(１セット)を10,000円で販売
　　　　　　　します。
　　　　　　○１人５セットまでとなります。
　　　　　　※代理人による購入はできませんのでご了承ください。
☆取扱店舗　10月上旬の新聞折込チラシをご覧ください。　　　　　
　　　　　　また、青いのぼりが取扱店舗の目印です。
　
☆お問合せ　藤崎町商工会　575ー2370

藤崎町子育て支援プレミアム付商品券事業について
　
　子育て世帯の支援と町内の消費拡大による経済活性化を目的として、
｢藤崎町子育て支援プレミアム付商品券｣を発行します。

☆対象世帯　
　次の条件をすべて満たす世帯に対し、｢購入証明書｣を発行します。

　○平成29年９月30日現在において町に住所を有する世帯

　○平成14年４月２日以降に生まれた児童と生計を同一にする世帯

☆購入証明書　
　12月15日までの購入を保証する｢購入証明書｣を、10月上旬に対象世帯

　の世帯主に郵送します。発行枚数は対象児童１人につき１枚です。
☆商品券内容　
　１枚1,000円の商品券11枚(１セット)を購入証明書１枚と10,000円
　で販売します。
※藤崎町子育て支援プレミアム付商品券の販売期間、販売場所及び
　有効期間、取扱店舗は藤崎町プレミアム付商品券と同様です。
　また、先行販売の日時・場所についても藤崎町プレミアム付商品券
　と同様です。

☆お問合せ　○藤崎町子育て支援プレミアム付商品券の販売に関すること
　　　　　　　藤崎町商工会　575ー2370
　　　　　　○藤崎町子育て支援プレミアム付商品券｢購入証明書｣
　　　　　　　に関すること　住民課子育て支援係　588ー8184

◎先行販売のお知らせ

　○販売日時　10月８日(日)、９日(月・祝)　午前９時～午後４時
　○販売場所　藤崎町商工会、ぽっぽら(北常盤駅併設)
※先行販売で完売した場合、以降の販売は行いません。

平成29年秋期農作業従事者募集のお知らせ

　ＪＡつがる弘前では「農作業従事者無料職業紹介所」を開設し、
次のとおり農作業従事者を募集します。

☆従事期間　９月から11月収穫終了まで(約３か月間)
☆従事内容　りんごの葉取り・収穫作業など
☆従事時間　原則１日８時間(途中休憩あり)　※時間外勤務なし
☆条　　件　はしごに上がって作業できる方(年齢制限なし)
☆作業賃金　日給5,800円以上
☆通勤方法　自分で通勤可能な方　※別途通勤手当は考慮します。
☆採用方法　面接の上、選考して採用を決定します。

☆申込・お問合せ　ＪＡつがる弘前農作業従事者無料職業紹介所
　　　　　　　　  (指導部農業振興課)　☎82ー1052

消費税の軽減税率制度に関する説明会のお知らせ

　町と黒石税務署は、事業者の方を対象とした｢消費税の軽減税率制
度に関する説明会｣を開催します。多くの事業者の方に関係する制度
ですので、この機会にぜひご参加ください。

☆日　　時　10月12日(木)　午前の部：午前10時～午前11時30分
　　　　　　　　　　　　　午後の部：午後１時30分～午後３時
　　　　　　　　　　　　　※説明内容は午前、午後とも同じです。
☆場　　所　ふれあいずーむ館

☆お問合せ　黒石税務署法人課税部門　552ー4111
　　　　　　※音声案内に従い｢２｣を選択してください。

｢第58回青森県精神保健福祉大会｣のお知らせ

　精神保健福祉についての理解を深め、こころの健康づくりを促すた
めに、次のとおり開催します。

☆日　　時　10月11日(水)　午後０時30分～午後３時30分
☆場　　所　弘前文化センター
☆内　　容　○講演「依存症の現状と対応について」
　　　　　　　講師：原宿カウンセリングセンター 所長 信田 さよ子 氏
　　　　　　○事例発表
　　　　　　　①藤代健生病院地域連携室　主任 竹田 沙織 氏
　　　　　　　②青森労働局職業安定部職業対策課
　　　　　　　　地方障害者雇用担当官　豊島 幸弘 氏
　　　　　　　③特定非営利活動法人　ほほえみの会　
　　　　　　　　理事長　藤林 百合子 氏
☆入 場 料　無料
☆申込方法　任意の様式に必要事項(氏名、人数、連絡先)を記入の上、
　　　　　　電話又はＦＡＸで青森県精神保健福祉協会事務局にお申
　　　　　　込みください。

☆申込・お問合せ　青森県精神保健福祉協会事務局(青森県立精神保健
　　　　　　　　　　福祉センター内) ☎017ー787ー3951 FAX 017ー787ー3956


