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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
588－8258

平成29年度集団健(検)診のお知らせ

リニューアルする食彩ときわ館の愛称を募集します

町では、次の日程で集団健(検)診を行います。平成29年度の健(検)
診をまだ受診していない方は、この機会にぜひ受診してください。

今年春に、農産物直売施設｢食彩ときわ館｣が｢ふじさき食産業創造
拠点施設｣として新たに生まれ変わります。
この施設が、たくさんの人に愛され、親しみをもって利用してもら
えるよう、愛称を募集します。居住地や年齢など、応募資格は問いま
せん。多数のご応募をお待ちしています。

☆日

時

２月４日(日) 受付 午前７時～午前９時
※子宮頸がん検診・乳がん検診の受付は正午～午後１時
☆場
所 藤崎老人福祉センター
☆健(検)診内容
○特定健診(尿検査・血液検査・心電図検査 など)
○大腸がん検診 ○肺がん検診 ○胃がん検診(40歳以上)
○前立腺がん検診(50歳以上)
○子宮頸がん検診
(20歳以上で平成30年３月末時点の年齢が偶数になる方)
○乳がん検診
(40歳以上で平成30年３月末時点の年齢が偶数になる方)
☆受 診 料 特定健診 無料、各種がん検診 250円～500円
(非課税世帯、生活保護の方及び70歳以上の方は無料)
☆申込締切 １月26日(金)までに電話でお申込みください。
☆そ の 他 年齢や医療保険の種類等により受診できない健(検)診が
あります。詳細は福祉課健康係にお問合せください。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係

588－8197

☆応募要件

応募者が自ら創作したもので、未発表かつ他の著作物等
からの流用や転用を行っていないもの
☆応募方法 次の事項を記入の上、郵送又は持参、ＦＡＸ、電子メール
で応募してください。(電子メールの場合、件名は「ふじさ
き食産業創造拠点施設の愛称応募」としてください。）
○施設の愛称(ふりがな) ○愛称の説明(理由・意味など)
○氏名(ふりがな) ○郵便番号 ○住所 ○年齢
○電話番号
※応募用紙は地方創生推進室で配布しているほか、町ホームページ
(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からダウンロードできます。
☆応募締切 １月31日(水)
☆選考方法 ふじさき食産業創造拠点愛称選考会において、採用する
愛称を選考します。
☆結果発表 選考結果は町ホームページ等で公表します。
採用された愛称の応募者には、記念品を贈呈します。

町入札参加資格審査申請書を受付します
町では、次のとおり入札参加資格審査申請の受付をします。
☆対象及び有効期間
○町内業者の建設工事入札参加資格審査申請書(毎年更新)
１年間(平成30年４月１日～平成31年３月31日)
※町内業者とは、藤崎町に本店、実態のある支店又は営業所等を
有する者とします。
○その他の入札参加資格審査申請書
２年間(平成30年４月１日～平成32年３月31日)
※町外建設工事、建設コンサルタント、物品製造役務等
☆受付期間 ２月１日(木)～28日(水) 午前８時15分～午後５時
※土日・振替休日を除く
☆提出方法 持参又は郵送(郵送は２月28日消印有効)
※提出書類等の詳細については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)をご覧になるか、企画財政課管財係にお問合せください。
☆提出先・お問合せ
〒038ー3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
藤崎町企画財政課管財係 ☎88ー8248

豆まきで鬼退治をしよう！

☆応募先・お問合せ

地方創生推進室 588－8236 FAX 75－2515
電子メール sousei＠town.fujisaki.lg.jp

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31日(水) 午後１時30分
☆場
所 町文化センター ３階｢多目的ホール｣
☆内
容 ①平成30年産りんご病害虫防除の要点について
②平成30年産果樹共済加入促進及び収入保険制度について
りんご剪定技術講習会
☆日
時 ２月５日(月) 午後１時30分
☆場
所 根子橋りんご生産組合冷蔵庫周辺園地(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は不要です。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

町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児と保護者を対象に、
農家の方を対象に、｢地域担い手講演会｣を開催します。参加は無料
ですので、多数のご参加をお待ちしています。
豆まきを行います。
参加は無料、当日参加も可能ですので、多数のご参加をお待ちして
☆日
時 ２月１日(木) 午後２時30分
います。
☆場
所 ふれあいずーむ館 １階｢ふれあい広場｣
☆演
目 ｢収入保険制度について｣
☆日
時 ２月１日(木) 午前10時30分～正午
☆講
師 ひろさき広域農業共済組合 職員
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
☆申込期限 １月24日(水)
☆お問合せ 町地域子育て支援センター ☎75ー6131
☆申込・お問合せ 農政課農政係 ☎88－8273
藤崎保育所
☎75ー3305
平成29年度

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

☎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」

第13回藤崎町社会福祉大会のお知らせ

家畜(鶏含む)飼養者の皆さんへ 定期報告のお知らせ
家畜伝染予防法により、家畜(鶏を含む)飼養者は毎年定期報告する
ことが義務付けられています。次の家畜の飼養者は忘れずに報告して
ください。
☆対 象 者 次の家畜を飼養している方
○鳥
類：鶏(青森シャモロック・比内地鶏・烏骨鶏・軍鶏・チャボなど)
アヒル、ウズラ、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥、ダチョウ
○鳥類以外：牛、馬、豚、山羊、羊、猪、鹿
☆報告内容 平成30年２月１日時点の頭羽数
☆報告様式 ｢定期報告書｣の様式は農政課窓口に備え付けてあります。
☆報告期限 ３月５日(月)
☆報告方法 持参又は郵送(郵送は３月５日消印有効)
☆報告先・お問合せ

農政課農政係

☎88－8273

町文化センターからのお知らせ

☆日

時

☆場
☆日

所
程

☆申込方法

☆申込期限
☆申 込 先
☆そ の 他

◎『昭和のうたコンサート』前売券販売中！
｢青春時代｣、｢また逢う日まで｣、｢青い山脈｣など、昭和の時代に誰
もが口ずさんだ流行歌を、踊りを交えながら楽しく歌います。
歌を聞いて、昭和の時代にタイムスリップしませんか。
☆日

時

☆場
所
☆出
演
☆販売価格

☆販売場所

２月11日(日・祝)
開場 午後１時30分～ 開演 午後２時～
町文化センター ｢大ホール｣
北海道歌旅座(音楽の感動を贈る｢歌の旅一座｣)
前売券：全席自由 大人1,000円 小人500円
(当日券 大人1,500円 小人1,000円）
※未就学児は入場できません。
町文化センター
575ー3311
ふれあいずーむ館
575ー2288
常盤ふるさと資料館あすか 565ー4567

☆お問合せ

町所蔵の古い地図約40点を公開します。町の歴史を感じるまたとな
い機会ですので、皆さんお誘い合わせの上、ぜひご鑑賞ください。
２月17日(土)～21日(水) 午前10時～午後４時
※19日(月)は休館日となります。
☆展示場所 町文化センター ３階「多目的ホール」
☆そ の 他 主催：藤崎公民館 協力：藤崎町郷土史会

藤崎町社会福祉協議会 ☎65ー2056

着物をリメイクしませんか
着なくなった着物をリメイクして、ワンピースを作りませんか。
☆日
☆場
☆講
☆準 備

時
所
師
物

☆参 加 料
☆募集人数
☆申込締切

◎藤崎町古地図展示のお知らせ

２月17日(土)
受付 午前11時30分～ 開会 午後０時30分～
町文化センター ｢大ホール｣
講演
午後０時35分 ～ 午後１時35分
福祉作文発表
午後１時40分 ～ 午後２時
社協による寸劇 午後２時５分 ～ 午後２時25分
式典
午後２時35分 ～ 午後３時50分
町内名と人数を申込先までご連絡ください。
老人クラブ等の団体として申込みする場合は、各団体長
に参加申込みをしてください。
参加者全員に粗品を用意しますので、必ず申込みした上
で参加してください。
２月８日(木)
藤崎町社会福祉協議会 565ー2056
藤崎老人福祉センター 575ー3232
大会当日は送迎バスを運行します。
送迎バスを利用する場合は、参加申込みと一緒に申し込ん
でください。送迎時間については｢ふじさき社協だより
２月号｣に掲載します。

２月15日(木)、16日(金) いずれも午前９時30分～午後３時
町文化センター ３階｢多目的ホール｣
町文化協会会員 神 昭子 氏
着なくなった着物１枚(ほどいてアイロンをかけたもの)、
裁縫道具、ものさし(約50cm)、ミシン(任意)、
ミシン糸と縫い糸(着物の色にあった糸)、飲み物、昼食
無料
15名
２月10日(土)

☆申込・お問合せ

☆展示日時

☆お問合せ

町文化センター

575ー3311

国有林モニター募集のお知らせ
東北森林管理局は、国有林の役割や現状を理解してもらい、国有林
の管理・経営に皆さんの声を役立てる取組として、モニターを募集し
ます。
☆任
☆内

期 平成30年４月１日から２年間
容 アンケートへの回答、現地見学会・国有林モニター会議
への出席 など
☆募集人数 48名程度(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の合計)
☆募集期限 ２月９日(金)
応募資格や応募方法などの詳細は、東北森林管理局ホームページ
(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/)をご覧ください。
☆お問合せ

障害者の法定雇用率が引上げになります
障害者雇用率制度により、すべての事業主には法定雇用率以上の割
合で障がい者を雇用する義務があります。法改正に伴い、平成30年４
月１日から法定雇用率が次のとおり引上げとなります。
事業主区分

労働者と事業主との間に生じた労働問題(賃金未払・解雇・長時間
労働など)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。

行

平成30年４月1日～
２.２％

国・地方公共団体等

２.３％

２.５％

都道府県等の教育委員会

２.２％

２.４％

○対象となる事業主の範囲が、従業員数｢50人以上｣から｢45.5人以上｣
に変更となります。
☆お問合せ

弘前公共職業安定所 ☎38－8609(電話をかけると自動
音声案内になるので、｢32♯｣を押してください。)

相続登記無料相談会のお知らせ
相続登記の手続を促す啓発活動の一環として、相続登記及び法定相
続情報証明制度に関する無料相談会を実施します。
☆相談期間
☆相談場所
☆相 談 料

☆お問合せ

☆お問合せ

5017ー734ー9832

現

２.０％

☆日
時 ２月６日(火) 午後１時30分～午後３時30分
☆場
所 青森県労働委員会(県庁国道側向い みどりやビル７階)
※労働相談フリーダイヤル(0120ー610ー782)もご利用ください。
青森県労働委員会事務局

法定雇用率

民間企業

東北森林管理局企画調整課林政推進係 ☎018－836－2228

定例労働相談会のお知らせ

常盤生涯学習文化会館 565ー3100
町文化センター
575ー3311

２月１日(木)～28日(水) ※土日・振替休日を除く
青森県内の各司法書士事務所
※事前に各司法書士事務所に予約してください。
初回の相談は無料です。２回目以降の具体的な手続きは
有料となります。
青森県司法書士会 5017ー776ー8398

