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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
575－3111(内線2224)

産地パワーアップ事業実施要望を受付します
ＴＰＰ大筋合意を踏まえ、緊急に農業の国際競争力を強化するた
め、創意工夫と地域の強みを活かして高収益な農産物への転換を図る
取り組みを支援する「産地パワーアップ事業」を実施します。
☆対象事業
①整備事業
農業者・農業者の組織する団体・民間事業者が実施する育苗施設、
乾燥調整施設、集出荷貯蔵施設等の施設の整備(補助率：１／２以内)
②生産支援事業
農業者・農業者の組織する団体・民間事業者が実施する次の事業
１）リース方式による農業機械（トラクター、田植機、コンバイン、
スピードスプレヤー等)の導入
(補助率：リース物件本体価格の１/２以内)
※本体価格50万円未満の機械、購入選択権付きリースおよび
トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、
除雪機、パソコン等汎用性が高いものは除く。
２）複数年使用する生産資材(パイプハウス資材、トレリス、防風網等)
の導入、簡易な補助暗きょ・明きょ等の作業労賃
(補助率：１／２)
※パイプハウスの施工費や毎年度必要となる資材、種苗等は除く
３）樹園地若返りのために行う果樹の同一品種の改植
(補助率：定額または１／２(果樹経営支援対策事業に準じる))
☆提出書類
①事業実施申込書
②事業費の積算資料(見積書、設計書、カタログ等)
※申込書は農政課で配付しています。
☆留意事項
①事業着手は平成28年７月以降になる見込みです。
②今後、県が策定する実施方針に基づき、産地単位で策定する
「産地パワーアップ計画」の取組主体として参画することに
なります。県の方針内容によっては取り組み対象外や不採択
となる場合もありますので、ご了承ください。
③事業計画は３年以内です。平成29年度以降に取り組み予定のもの
も要望可能です。
④新規事業で対象事業が広範囲のため、詳細の多くが未定です。
申込期限にかかわらず早目に希望事業の内容をご相談ください。
☆申込期限 ３月31日(木) ※期限は厳守してください。
☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2243・2244・2245)

自動車税の住所変更届について

<<藤崎地区事業者のみなさまへ>>
弘前地区環境整備事務組合への
事業系ごみの出し方が変わります
平成28年４月１日より、事業所から排出される可燃ごみでリサイク
ル可能なダンボールや書類などの古紙類の受入制限を行います。
焼却施設において展開検査を随時実施し、リサイクル可能な古紙類
が大量に混入している場合は、排出事業者等の皆様に分別の徹底など
を指導することがあります。
排出事業者の皆様には、引き続きごみの減量・リサイクルに積極的
に取り組んでくださいますようご理解とご協力をお願いします。
なお、リサイクルできる古紙類については、オフィス町内会による
回収をご利用ください。
◎オフィス町内会とは
会員となった排出事業者のもとに、回収事業者が古紙を無料で回収
に伺います。
回収した古紙は製紙会社に搬入され、製紙会社において再生利用
(リサイクル)されます。
※一般古紙は「無料」で回収しますが、機密文書は「有料」と
なります。
☆利用相談・申込窓口
弘前地区オフィス町内会事務局(窓口)
株式会社 伸和産業(弘前市大字堅田一丁目４番地２) 535－5255
☆お問合せ

住民課環境係(内線2137)
弘前地区環境整備事務組合事務局 ☎31ー5600(直通)

浅瀬石川土地改良区総代選挙のお知らせ
任期満了に伴う浅瀬石川土地改良区の総代選挙が次のとおり告示さ
れ、第１～第10選挙区において立候補者が定数を超えた場合、その選
挙区で投票が行われます。
◎選挙期日等
☆選挙期日の告示日 ４月５日(火)
☆選 挙 の 期 日 ４月12日(火)
☆投 票 の 時 間 午前９時～午後２時
◎選挙区別定数等(藤崎町関係分)
選挙区
総代定数
選挙長事務取扱場所
第６区
８
第７区
４
町選挙管理委員会事務局
第８区
７

自動車税の納税通知書は、原則として自動車検査証(車検証)に記載
された住所にお送りしています。
転居等で住所が変わった場合は、運輸支局で住所の変更登録手続き
をしなければなりませんが、事情によりすぐに住所の変更登録ができ
ない場合は、中南地域県民局県税部へご連絡ください。
また、県ホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/
top.html)からも届出することができますので、
「自動車税住所変更
届」をご覧ください。

◎立候補届出等について
☆立候補の資格
組合員で年齢25歳以上の者(成年被後見人、被保佐人および禁錮
以上の刑に処せられて執行中の者を除く)
☆立候補の届出 ４月５日(火)～４月６日(水)
☆立候補の辞退 ４月６日(水)まで(届出をした者に限る)
☆立候補届出先 町選挙管理委員会事務局(第６～第８選挙区)
☆届出受付時間 午前８時30分～午後５時

☆お問合せ

☆届出・お問合せ

平成27年度

中南地域県民局県税部納税管理課

532－4341(直通)

選挙管理委員会事務局(内線2260)

下水道推進標語

「忘れない 暮らしの下に
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」

下水道への加
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」

平成27年度常盤地区小・中学校教職員
合同歓送迎会開催のご案内
常盤小学校と明徳中学校の合同歓送迎会を次のとおり開催しますの
で、ぜひご参加くださるようお願いします。
なお、教職員の転出入については新聞発表をご覧ください。
☆日
☆場
☆会
☆そ の

時 ３月27日(日) 午後１時(受付開始午後０時30分)
所 津軽みらい農協常盤支店３階「大ホール」
費 3,000円(当日、受付にて申し受けます)
他 参加申込は電話で、常盤小学校 教頭(白戸)、
明徳中学校 教頭(松木)までお願いします。
☆申込締切 ３月25日(金)正午
※小・中学校の保護者の皆様には、３月23日(水)に
案内文書をお届けする予定です。

「相続・遺言のやさしいお話」開催のお知らせ
相続登記は期限が定められていないため、一般に手続きが遅れがち
で、いざ売るという場合や担保に入れて融資を受けようとする場合な
どに支障を来すことがあります。長い間放置されてしまったことで、
さらに相続が発生して新たな相続人が出現したりすると、権利関係が
複雑になって、時間も費用もかさむことがありますので、相続登記は
早めに終わらせておくことが重要です。さらに、登記の手続きも個々
の事情によって異なります。
遺産相続でもめないためのアドバイスを、専門家がやさしくお話しします。

◎シンポジウム
☆日
時 ４月17日(日) 午後１時30分～午後３時(開場午後１時)
☆場
所 ねぶたの家 ワ・ラッセ １階「交流学習室１・２」
☆定
員 200名(申込不要。当日先着順)
☆参 加 費 無料
☆内
容 ○午後１時30分～午後２時 講演
☆申込・お問合せ 常盤小学校 教頭(白戸) 565－2219
「遺言相続でもめないための創作落語」
明徳中学校 教頭(松木) 565－2218
登壇者 三遊亭 大楽(大間出身の落語家)
○午後２時～午後３時 トークセッション
「よくある相談や、知ってびっくり意外と知らない
４月～６月定例労働相談会のお知らせ
落とし穴とは!?」
登壇者 青森県司法書士会会員(沼田 桃子、葛西 祥子、
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇・賃金引き下げ、長
田中 利親)、三遊亭 大楽
時間労働・パワハラなど)について、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
◎個別無料相談
☆日時および開催場所
☆日
時 ４月17日(日)
開 催 日
時
間
場
所
午後１時30分～午後５時(最終受付午後４時30分)
☆場
所 ねぶたの家 ワ・ラッセ １階「交流学習室３」
４月５日(火)
午後１時30分～ 青森県労働委員会
☆相
談
員 青森県司法書士会会員
５月10日(火)
午後３時30分
(県庁向い みどりやビル７階)
※来場者が多数の場合には、後日個別の事務所での無料相談対応に
６月７日(火)
なることもあります。
☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆相 談 員

青森県労働委員会委員
☆お問合せ 青森県司法書士会 5017ー776ー8398
※青森県労働委員会とは、県の行政機関の一つで、労働
問題について専門的知識を持つ、公益委員(弁護士等)、
労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)
求職者支援訓練受講者募集について
で構成されており、中立・公正な立場で労働問題を
解決します。
S.K.K.情報ビジネス専門学校では、次の日程で就職者支援訓練の受
☆費
用 無料
講生を募集しています。
☆利用方法 随時受付(事前予約も可)
求職者支援訓練とは、失業保険等が支給されない方(職業訓練その
他の就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者)の早
☆申込・お問合せ 青森県労働委員会事務局 5017－734－9832
期就職を支援する制度です。
☆リ ン ク http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html
◎職場で活かせるパソコン基礎科
☆訓練期間 ４月20日(水)～10月19日(水)(６か月間)
間 午前９時20分～午後４時
平成28年度協会けんぽ青森支部の保険料率について ☆時
☆場
所 S.K.K.情報ビジネス専門学校 山下校舎内
３月25日(金)まで
☆募集期間
全国健康保険協会(協会けんぽ)青森支部では、県内の中小企業の従
☆面 接 日 ３月31日(木)
業員とそのご家族が加入する健康保険事業を運営しています。
☆結果発表 ４月５日(火)
平成28年度における当支部の健康保険料率は、３月分(４月納付分)
☆受 講 料 無料 ※テキスト代14,251円(税込)等が別途必要です。
保険料より9.98％から9.97％に変更となります。
☆定
員 15名(土・日・祝日は休講)
厳しい医療保険の財政状況の中、協会けんぽのさまざまな取り組み
における、加入者および事業主の皆様のご理解とご協力に対して感謝
申し上げます。保険料額はホームページ(http://www.kyoukaikenpo.
or.jp/shibu/aomori/)からご覧いただけます。
☆お問合せ

全国健康保険協会青森支部

5017－721－2713

国家公務員採用試験のお知らせ
人事院では、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試
験)および一般職試験(大卒程度試験)を実施します。
なお、申込みはインターネットにより行ってください。
☆総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)
○インターネット申込受付期間 ４月１日(金)午前９時～11日(月)(受信有効)
○第１次試験日 ５月22日(日)
☆一般職試験(大卒程度試験)
○インターネット申込受付期間 ４月８日(金)午前９時～20日(水)(受信有効)
○第１次試験日 ６月12日(日)
※申込方法や受験資格等の詳しい内容については、人事院ホームペー
ジ(http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm)またはお問合せ先ま
でご連絡ください。
☆お問合せ

人事院東北事務局第二課試験係

☎022ー221ー2022

☆申込・お問合せ

ハローワーク弘前
538－8609
S.K.K.情報ビジネス専門学校 535－5151

農地の借受・貸付希望者の受付中
～農地中間管理事業で有利に規模拡大を！～
公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、農地中間管理機構
の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
この事業は、経営規模の縮小を検討する貸付希望者(出し手)から機
構(支援センター)が農地を借り入れ、規模拡大したい借受希望者(受
け手)に、まとまった農地を貸し付けるものです。
借受希望者(受け手)は事前の応募が必要で、申込みは機構(支援セ
ンター)のほか、農政課窓口で受け付けています。(５月末および10月
末に取りまとめ翌月に公表されます。)
また、農地を機構に貸したい貸付希望者(出し手)についても同様に
受け付けていますので、お気軽にお問合せください。
※平成27年度から、すでに締結された農作業受委託契約を賃貸借に
切り替える場合は、農作業受託していた受け手を優先するよう貸付
ルール(事業規程)が変更になりました。
☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2245)
公益社団法人あおもり農林業支援センター
☎017－773－3131

