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地域を守る若いチカラ

学生消防団員

青森消防団第三分団
青森中央学院大学 前田光希さん

学生消防団活動認証制度
消防団員として活動した学生
に対し、市長が「学生消防団活

情報ひろば

火災予防普及啓発活動をはじ
め、各種訓練や伝統継承（まと
い振りなど）に積極的に取り組
んでいます。

健康ナビ

地域
を
守
る
「
消
防
団
」

消防団員は、日頃それぞれ

の仕事を持ちながら、火災や

水害、遭難が発生すれば、昼

夜を問わず出動し、災害から

地域住民の生命、身体及び財

産を守るために活動する、地

域防災の中核を成すボラン

ティアです。

近年は、男性だけでなく、

女性や大学生など様々なかた

が消防団員として活躍してい

ます。
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消防本部警防課

（☎ ― ―０８５４）

017

問

動認証証明書」を交付します。
この証明書は、就職活動の自己
ＰＲなどに活用できます。

消防団員

募集

あなたの力を
地域の力へ！

ラッピングバス運行中
消防団員募集広告のため、市営
バスが消防車に変身！
２月22日（月）まで、２台のラッ

災害はいつ発生するかわかりません。

ピングバスが市内を運行してい

あなたの街の消防団は地域を災害から守るため、日夜活動して

ます。

います。女性消防団員も様々な分野で活躍しています。
あなたの力を消防団で発揮してみませんか。
お気軽にお問合せください。
【入団資格】
市内に居住または勤務している18歳以上のかた（定年67歳）
心身ともに健康なかた
問 消防本部警防課（☎017－775－0854）

浪岡消防署（☎0172－62－3119）
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掲載の内容は、８月25日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

各霊園に秋彼岸 の
臨時バス を 運 行
下水道や農業集落排水施設

設への接続はお早めに
農業者年金は、国民年金第

農業者年金に
加入しましょう

下水道・農業集落排水施

三内・月見野・八甲田の各
は、排水を浄化し、きれいな
水によみがえらせる重要な働
上農業に従事する

除者を除く）で、年間

号被保険者（保険料納付免

霊園に臨時バスを運行します。
きをしています。また、皆さ

かたは誰でも加入できます。

日以

詳細は、市営バスホーム

んに利用していただいてはじ
●農業者年金の特徴

日（火）

ページをご覧になるか、東部

めてその効果を発揮します。

①保険料とその運用益により

９月

営業所・西部営業所・青森駅

下水道や農業集落排水施設

◆運行日

前発売所・ＮＴＴ青森支店前

年金額が決まる積立方式

一時金あり。

③終身年金で

歳未満の

万円から６万

歳までの死亡

額社会保険料控除の対象。

７千円まで自由に選択。全

②保険料月額

（確定拠出型）

が整備された地域のかたは、
※接続工事の際は、条例に定

早めの接続をお願いします。

発売所で時刻表を配布してい
ます。

東部営業所
められた「青森市指定排水
設備工事業者」をご利用く
ださい。また、工事着工前

④認定農業者など一定要件を

に申請が必要です。
※接続工事資金を金融機関か

満たした場合は、国から補

またはお近くのＪＡへお問合

詳細は、農業委員会事務局

助があります。

ら無利子で借りることがで
きる融資あっせん制度があ
※接続後は水道の使用水量に

せください。

９月30日は

「交通事故死ゼロ

を目指す日」

運動の重点

備 備考

料 料金
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所 場所

（☎ ― ―５４４３）
― ―２３２６）

西部営業所
（☎

敷地や屋根の雪 対 策 を
支援します
融雪機やロードヒーティン

基づき、下水道使用料また

農業委員会事務局

浪岡事務所健康福祉課
（☎0172－62－1134）

時 日時
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【点灯目安時刻】
９月 16：30
10月 15：30
11・12月 15：00

◆早めのライト点灯を！
日没が早まる時期です。
交通事故を未然に防ぐため、
早め点灯を心がけましょう。

問 高齢者支援課（☎017－734－5326）

上田

生活安心課

①本人確認ができるもの（健康保険証など）
②顔写真１枚（無帽、背景なし、縦3.5㎝
×横2.5㎝、６か月以内）
③交付手数料1,000円（介護保険料段階
１～３のかたは無料）

ります。

グ、既存の屋根への融雪施設

は農業集落排水施設使用料

761

◆反射材で、大切な人を交通事故から守りましょう
反射材は身に付けると、車のライトに反射して、
運転者が気づきやすくなります。
自分自身を交通事故から守るため、みんなで反射
材用品を着用しましょう。

＜手続に持参するもの＞

市民や事業所などが新たに

等を設置するために必要な資

（☎

―１１４８）

―４３７２）

を納めていただきます。

農業委員会事務局分室

017

（☎０１７２―

―

金を金融機関から借りる際

下水道総務課
（☎ ― ―００２９）

情報ひろば

（☎０１７２― ―１１５９）

浪岡事務所上下水道課

752

１ 子供を始めとする歩行者の安全と
自転車の安全利用の確保
２ 高齢運転者等の安全運転の励行
３ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と
飲酒運転等の危険運転の防止

市営バス等を低料金で利用できる高齢
者福祉乗車証「いき・粋乗車証」
（有効期
限なし）を交付します。申請は満70歳の
誕生日の前日（前日が土・日、祝日のと
きはその前日）からできます。手続には
ご本人がお越しください。

60

に、市が利子の全部または一
部を負担します。
詳細はお問合せください。
建築指導課

（☎ ― ―８１９３）
浪岡事務所都市整備課

017

健康ナビ

62

き

い

60

62

問

秋の全国交通安全運動 ９月21日～ 30日

問 生活安心課（☎017－734－5258）

満70歳以上の皆さんに
「いき・粋乗車証」を交付

788

752

（ ☎０１７２― ―１１１６）
62
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