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藤崎町子育て支援プレミアム付商品券

「就学援助制度」のお知らせ

販売中！

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、藤崎町商工会において｢藤崎町子育て支援プレミアム付商品券」
を販売しています。10,000円で11,000円分の買い物ができますので、
購入をご検討ください。

就学援助制度は、小・中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理
由等により就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の
一部を援助するものです。就学援助を受けるためには、次のとおり申
請が必要となります。

☆商品券の １枚1,000円の商品券11枚(１セット)を｢購入証明書｣１枚と
内
容 10,000円で販売しています。
※対象となる子育て世帯には、10月２日付けの文書で
｢購入証明書｣を郵送しています。
☆販売場所 藤崎町商工会
☆販売期限 12月15日(金)まで
※土・日、祝日を除いた日の午前９時から午後５時まで
☆取 扱 店 青いのぼりが取扱店舗の目印です。
☆そ の 他 ｢購入証明書」を汚損・紛失した場合は、住民課子育て
支援係に申請することで、再発行を受けることができます。
対象世帯のどなたかが、印鑑をお持ちになって、住民課
子育て支援係においでください。
※即日発行できない場合がございます。その場合は、後日
世帯主に対し郵送しますので、ご了承ください。

☆援助項目
○学用品費 ○新入学学用品費等(１学年のみ) ○校外活動費
○通学用品費(１学年を除く) ○修学旅行費 ○給食費
○日本スポーツ振興センター共済掛金
※生活保護を受けている方は、援助項目のうち「修学旅行費」、
「日本スポーツ振興センター共済掛金」が支給対象となります。
(義務教育にともなって必要な学用品費・新入学学用品費等など
は生活保護の支給対象となっています。)
☆対象者
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている方
②生活保護の停止、廃止を受けた方
③児童扶養手当を受給している方
④世帯全員の町民税が非課税である方
⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の掛金の
全額免除を受けた方
☆添付書類
①生活保護を受けている方
→保護開始通知書の写し
②生活保護の停止・廃止を受けた方 →停止・廃止通知書の写し
③児童扶養手当を受給している方
→児童扶養手当証書の写し
④世帯全員の町民税が非課税である方で、平成29年１月２日以降に
藤崎町に転入した方
→前住所の市町村が発行する市町村民税課税証明書
⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免を受けた方
→減免決定通知書の写し
国民年金の掛金の全額免除を受けた方
→国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し
☆申請について
申請用紙の配布・提出の受付を町教育委員会学務課及び各学校で
行っています。必要事項を記入の上、添付書類とともに提出してくだ
さい。なお、認定結果は後日通知します。

☆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

町民の皆さん、議員と意見交換しませんか
藤崎町議会では、議会の活動を町民の皆さんに知ってもらい、議員
と自由な意見交換ができる場として｢町民と語る会｣を開催します。
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

☆お問合せ

11月24日(金) 午後６時～午後８時
町文化センター ３階「多目的ホール」
○前回の議会報告会でのご意見の経過報告
○意見交換
町議会事務局

588ー8382

困りごとや悩みごと、ご相談ください
｢人権と行政の特設相談所｣を開設します。
名誉毀損、いじめや体罰、職場でのセクハラ、年金、登記、生活保
護、土地の売買など、暮らしの中での困りごとの相談に応じます。
相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽にお越しください。
☆日
時 12月６日(水)
☆場所及び相談対応者

午前９時～午後３時

藤崎老人福祉センター
○人権擁護委員
・藤田 洋
・荒谷 百合子
・木村 義治
○行政相談員
・加福 ちゑ子
○青森行政評価事務所職員
☆お問合せ
平成29年度

住民課住民係

常盤老人福祉センター
○人権擁護委員
・小野寺 福雄
・浅利 克
・榊 彰久
○行政相談員
・三上 一
○司法書士

☆お問合せ
町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) ☎69ー5010
常盤地区の皆さんへ カセットコンロ用ガスボンベ・スプレー缶・ライターの

ごみ収集方法が変わります
８月に黒石地区清掃施設組合の粗大ごみ処理施設で爆発事故が発生
し、現在、粗大ごみ処理施設は稼動できない状況となっています。
可燃性ガスが多量に残ったカセットコンロ用ガスボンベが、正しく
分別されずに排出されたのが原因とされています。
この事故を受けて、カセットコンロ用ガスボンベ・スプレー缶・ラ
イターのごみ収集方法が変更になります。燃やせないごみのステー
ションに分別回収用ネットを設置しますので、カセットコンロ用ガス
ボンベ・スプレー缶・ライターは、燃やせないごみから分別して分別
回収用ネットに入れてください。詳細は広報12月号でお知らせします。
ごみ処理施設が安全に稼動できるよう、適正なごみの排出について
皆さんのご理解ご協力をお願いします。
☆お問合せ

588ー8163

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水が自然に かえる道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

住民課環境係 588ー8169

☎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」

町営住宅の入居者を募集します
町営住宅の入居申込みを受付します。入居者の決定は原則申込順
となります。詳細は、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)をご覧ください。
☆募集戸数
☆受付開始日

西田団地(２ＬＤＫ)
第１水木団地(２ＬＤＫ)
11月27日(月)～

☆お問合せ

建設課管理係

１戸
１戸

588ー8289

第13回町民体育大会ソフトバレーボール競技を開催します
☆日
時
☆場
所
☆参加資格
☆チーム編成

12月２日(土) 午後６時20分 ※受付 午後６時～
スポーツプラザ藤崎
中学生以上の町民
１チーム４～８名
原則として町内会単位ですが、混合チームも可とします。
☆試合方法 参加チーム数により、主催者が決定します。
☆申込締切 11月28日(火)
※開催要項・参加申込書はスポーツプラザに備え付けているほか、
行政連絡員に送付しています。
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎

☎75ー3323

地域子育て支援センターからのお知らせ

藤崎町図書館からのお知らせ
おはなしの好きな方ならどなたでも参加できます。
参加は無料です。お気軽にお越しください。

◎藤崎町図書館事業「クリスマスおはなし会」
☆日
時
☆場
所
☆おはなし
☆テ ー マ

12月９日(土) 午前10時～午前11時30分
ふれあいずーむ館
わっこの会
『ニャ～ンとたのしいクリスマス』
○「たったひとつのねがいごと」(読み聞かせ)
○「ひゃくまんびきのねこ」(紙芝居) ほか
※参加者にはクリスマスプレゼントを用意しています。

◎定期おはなし会
☆日
時 12月９日(土) 午前10時から午前10時45分
☆場
所 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 『さむくても楽しいよ。クリスマスおはなし会』
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。
※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
においでください。
☆お問合せ

藤崎町図書館 ☎75ー2288

小学生の皆さんへ「津軽塗り」体験教室のお知らせ

在宅の未就学児とその保護者を対象に、次のとおりイベントを開催
します。参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。

津軽広域連合では、小学生を対象として、津軽塗りのスプーンと
ブローチの製作体験を行います。

◎みんなでぺったん！｢もちつき会｣

☆日
時
☆場
所
☆材 料 費
☆募集人数

☆日
時 12月７日(木) 午前10時30分～正午
☆場
所 藤崎保育所 ｢遊戯室｣
※申込締切はありません。当日お気軽にご参加ください。

◎サンタさんと一緒にメリークリスマス！｢クリスマス会｣
☆日
時 12月25日(月) 午前10時30分～正午
☆場
所 地域子育て支援センター(藤崎保育所内）
☆申込締切 12月18日(月)
☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

☆応募方法

平成30年１月11日(木) 午後１時30分～午後３時30分
平賀公民館(平川市文化センター内) ｢小研修室３､４｣
１人1,500円
小学生30名程度
※参加者には、12月18日(月)に参加決定の通知を発送
します。応募が定員を上回る場合は、抽選により決
定します。落選者には通知しませんのでご注意くだ
さい。
郵便はがき又は電子メールに郵便番号、住所、氏名、
学年、年齢、保護者氏名、緊急の際に連絡がとれる
電話番号を明記の上、お申込みください。
※小学３年生以下の方は保護者の同伴が必要です。
※１回の応募で小学生２名までお申込みできます。
12月８日(金) ※当日消印有効

「第９回なべワン-グランプリin停車場通り」
平成30年２月25日(日)に開催決定！鍋出店者大募集！

☆申込締切

冬の恒例イベントとなった鍋料理の祭典｢第９回なべワン-グランプ
リin停車場通り｣を平成30年２月25日(日)に開催します。
自慢の鍋を競いたい方の出店をお待ちしています。

☆申込・お問合せ
津軽広域連合「津軽塗」体験教室係 ☎31－1201
〒036－8003 弘前市大字駅前町９番地20
電子メールアドレス rengou@tsugarukoiki.jp

「なべワン-グランプリ」とは…
各店趣向を凝らした自慢の鍋料理を販売し、そのグランプリを
決める鍋の祭典です。
詳細については、広報ふじさき12月１日号でお知らせします。
☆お問合せ

○岩谷 眞佐子
○髙谷 和也(肉のたかはる)
○藤崎町商工会

5090ー1398ー5568
575ー3644
575ー2370

弘前大学公開講座のお知らせ

裁判員制度のお知らせ
～まもなく名簿記載通知を発送します～
○裁判員候補者名簿ができるまで
裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿から
くじで無作為抽出した名簿を基に、全国の地方裁判所で作成されます。

○裁判員候補者名簿記載通知について

時 12月９日(土) 午前９時～午後３時55分
所 平川市生涯学習センター(尾上総合支所内)
２階 ｢多目的ホール｣
☆内
容 りんごに関する最新情報の提供及び取組事例の紹介 ほか
☆受 講 料 無料

平成30年の裁判員候補者名簿に登録された方には、11月中旬に名簿
に登録されたことの通知(名簿記載通知)をお送りします。
この通知は、平成30年２月頃から平成31年２月頃までの間に裁判所
にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前に伝え
るものですが、この段階で具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわ
けではありません。実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際に辞退を
申し出ることも可能です。
※裁判員制度の詳細については、裁判員制度ウェブサイト(http://
www.saibanin.courts.go.jp/)をご覧ください。

☆お問合せ

☆お問合せ

弘前大学では平川市と共催で、りんご生産者や一般の方を対象
に、りんごに関する講座を開講します。お気軽にお越しください。
☆日
☆場

平川市経済部農林課

544ー1111(内線2175)

青森地方裁判所刑事訟廷庶務係 5017ー722ー5471

やめよう！わら焼き！

稲わらも貴重な資源です。焼却せず、
収集やすき込みで再利用に努めましょう。

