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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　水が笑顔に　なれる道」
平成25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！

地域活性化に向けた新たな取り組みに助成します

　藤崎町は「町民が主役の活力あるまちづくり」を目指しています。
　町では、団体等が地域を元気にするための新たな活動に対し、助成
金を交付して支援することとしていますので奮ってご応募ください。

☆制 度 名　ふじさき地域活性化助成金
☆助成対象
　○対象団体　

３人以上で構成し、町内に事務所や活動場所がある団体
(ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)
※規約等を定め、予算・決算の管理を適切に行っていること

　○対象事業　
対象団体が主体的に企画・実施する事業で、地域課題の解決が図

　られ、地域活性化の効果が目に見える取り組み
※先進的視点から新たに取り組むものを募集
例）地域交流のためのまつり開催、伝統の担い手育成、地域の魅

　　　力発掘や普及宣伝のイベント、地域環境向上やエコ推進の研
　　　修会等
※新規事業または既存の事業に新たに加える取り組み

　○対象経費　
事業実施に直接必要と認められる経費
※飲食費・人件費・謝礼のうち団体の構成員に支払うものは除外

　※旅費および備品は、その合計額が助成金額の50％以下とする
☆助成金額　助成対象経費の100％以内、上限25万円
☆応募方法　５月12日(月)までに交付申請書等を提出
☆交付決定　５月末日頃に審査結果をお知らせします。
※事業内容を審査し、６件程度の事業を助成事業とする見込みです。
※制度の詳細や必要書類等は、お問合せ先までご連絡いただくか、町
ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。

☆応募先・お問合せ　企画財政課企画係(内線2223)

税務課からのお知らせ

◎平成26年度軽自動車税の減免申請を受付します

☆対　　象
　①身体・精神障がい者またはその者と生計を一にする者の所有する
　　軽自動車
　②公益のため直接専用する軽自動車
☆必要なもの
　・①については、身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手   
    帳および運転免許証、車検証
　・②については、公益のため専用する旨を証明する書類、車検証
☆受付締切　４月23日(水)
　※①については、障がい者の区分・程度に応じて減免の可否があり
　　ます。詳しくはお問合せください。

◎税目別納期限をお知らせします

　

※納期限が土・日・祝日の場合は、地方税法第20条の５の規定に
　より、これらの日の翌日が納期限となります。

☆お問合せ　税務課固定資産税係(内線2102～2104)

税　　目

軽自動車税 固定資産税 町県民税
国民健康

保険税

納

期

限

４月30日 第１期

５月31日 第１期(全期)

６月30日 第１期(全期)

７月31日 第２期 第１期(全期)

８月31日 第２期 第２期

９月30日 第３期 第３期

10月31日 第３期 第４期

11月31日 第４期 第５期

12月31日 第６期

１月31日 第４期 第７期

２月末日 第８期

上下水道課からのお知らせ

◎水道メーター検針を再開します

　冬期間中止していました地下式水道メーターの検針を４月から再開
しますので、メーターボックスの上の障害物や残雪を取り除くなど、
検針がしやすいように片付けていただくようご協力をお願いします。

◎水道の開・閉栓時には必ず届け出ましょう

　これから農作業の始まる季節ですが、届出をしないで使用している
方が毎年見受けられます。水道を開栓する際には必ず開始届を提出し
てください。なお、閉栓時には中止届の提出が必要となります。
※各届出書は、上下水道課・常盤出張所に設置しています。
　また、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)にも掲
　載していますのでご利用ください。

◎水道工事は町指定店へ

　漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は「町指定工事店」まで
お申し込みください。
　新しく工事店を指定したのでお知らせします。

☆新規の指定工事店
　　神山設備工業　株式会社(青森市大字大ノ字若宮54番地)
　　　代表取締役　神山　久夫　5017ー739ー3443　　

☆お問合せ　上下水道課　575－6025

常盤地区にお住まいの皆さまへ

☆燃やせないごみ収集の休みについて
　毎年５月の連休(祝日)は、黒石地区清掃施設組合機器整備により搬
入できないため、下記町内の燃やせないごみの収集はお休みとなりま
す。また、同組合へ直接搬入もできませんのでご注意ください。

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

月　日 対象町内

５月５日(月) 常盤、小学校通り

５月６日(火) 福左内、久井名舘、若松、亀田

農地の権利移動は農業委員会の許可が必要です

　農地の売買・賃借をする場合、農地を取得しようとする者は農業委
員会の許可を受けなければなりません。

～申請から許可までの流れ～

☆お問合せ　農業委員会(内線2145、2251)

申請者

①申請書提出

②許可指令書交付

農業委員会
○申請書受付締切日
　(毎月末日)
○総会審議日
　(毎月15日前後)

　農地の競(公)売について、入札するためには農業委員会が証明す
る競(公)売買受適格証明書が必要となります。
　競(公)売買受適格証明書は、総会で審議され交付となりますので、
入札期間を考慮して申請してください。



第15回チャリティりんご茶会を開催します

　皆さまのご協力により、収益金を社会福祉や生涯学習関係へ寄付し
てきましたこの茶会も、今年で15回目を迎えることができました。
　普段着で結構です。皆さまのご来席を心よりお待ちしています。

☆日　　時　５月11日(日)　午前10時～午後３時
☆場　　所　町文化センター３階「多目的ホール」
☆会　　費　茶券(２席分)　600円　
　　　　　　※煎茶・抹茶席ともにイス席となります。

　当日は常盤ダンススクールやさわやかラブリーコーラスも賛助出演
します。また、収益金は関係機関に寄贈させていただきます。　

☆お問合せ　藤崎町茶華道協会会長　佐藤とく子　575ー4020

野菜苗・花苗をお分けします

　生徒が丹精込めて栽培した野菜苗・花苗を下記によりお分けします。
　生徒の販売実習も兼ねていますので、お気軽にお越しください。

☆販売日時　５月１日(木)　午前９時～正午、午後１時～午後３時
☆販売場所　弘前実業高等学校藤崎校舎リンゴ貯蔵庫前
☆予定している苗(価格等についてはお問合せください)
○野菜苗　　　　　　　　　　　○花苗

※お手数ですが、入れ物をお持ちになって、ご来場ください。

☆お問合せ　弘前実業高等学校藤崎校舎　575－3332

種　類 品　種
キュウリ(接木) 夏すずみ※少数
ナス(接木) 長者※少数
トマト ハウス桃太郎

ミニトマト
アイコ(赤・黄)
ミニキャロル

ピーマン 下総２号
シシトウ 東京ししとう
ナンバン 激辛なんばん
キャベツ ＹＲ青春２号

種　類 色
ガザニア 赤・黄

ベゴニア
赤・白・ピンク・
バイカラ

ペチュニア 赤・ピンク・青等
マリーゴールド 黄・橙
サルビア 赤・青
パンジー 赤・白・紫・黄
日々草 赤・白・ピンク等
金魚草 ピンク・黄

藤崎町一斉クリーンロード作戦実施について

☆スローガン　「みんなでつくる美しい町 子どもたちの未来のために」
☆実 施 日　４月20日(日)
☆実施内容　各町内単位等で歩道などのゴミ拾い清掃活動
☆そ の 他　ゴミは各町内の指定場所に収集してください。
　　　　　　※詳しくは町内会を通してお知らせします。
　　　　　　※ボランティア連絡協議会では午前９時にゴミを回収します。

☆お問合せ　藤崎町ボランティア連絡協議会(町社会福祉協議会内)　
　　　　　　575ー3303

第26回「ときわ桜を観る会」を開催します

☆日　　時　４月26日(土)　午前10時～午後３時
☆場　　所　北常盤駅前公園、ぽっぽら(雨天時は「ぽっぽら」のみ)
☆内　　容　午前10時　　　売店営業
　　　　　　午前11時　　　開会式
　　　　　　午前11時30分　藤崎三平漫芸ショー
　　　　　　午後１時　　　素人カラオケのど自慢(受付)
　　　　　　　　　　　　　※どなたでも参加できますので、ＭＤや
　　　　　　　　　　　　　　カセットテープ等をご用意ください。

☆お問合せ　藤崎町商工会　575ー2370

藤崎町商工会からのお知らせ

　藤崎町商工会常盤支所は、平成26年３月31日をもって閉所となりま
した。今後の商工会の運営については、現藤崎町本所(町役場隣り)の
みとなります。ご不明な点は、お問合せ先までご連絡ください。

☆お問合せ　藤崎町商工会　575-2370

「初心者向け・桜の枝で草木染めをして、
染めた糸でこぎん刺し体験教室」参加者募集

　桜の枝を使ってこぎん刺し用の糸を染め、その糸でこぎん刺しの
コースターを作ってみませんか？

☆開 催 日　○草木染め　　５月17日(土)
　　　　　　○こぎん刺し　５月31日(土)
☆場　　所　弘前地区環境整備センタープラザ棟
☆参 加 料　無料
☆持 ち 物  ○草木染め　　エプロン、厚手のゴム手袋
　　　　　　○こぎん刺し　こぎん刺し用の針
☆講　　師　○草木染め　　藤田はるえさん
　　　　　　○こぎん刺し　三浦佐知子さん(弘前こぎん研究所)
☆参加受付　５月３日(土)より受付開始(両方への参加が必要です。)
☆受付時間　午前９時～午後４時
　　　　　　※休館日は月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

☆申込・お問合せ　弘前地区環境整備センタープラザ棟　536ー3388

第19回町民サイクリングラリー参加者募集

☆日　　時　５月５日(月・祝)《小雨決行・荒天中止》
☆目 的 地　浪岡(湿生花園)
☆集　　合　午前８時30分　スポーツプラザ藤崎前
　　　　　　午前８時45分　常盤生涯学習文化会館前
☆帰　　着　午後３時(予定)
☆持 ち 物　おにぎり・飲み物・手袋等　※肉汁配布あり
☆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　４月30日(水)
※免責事項＝ラリー中の事故につきましては傷害保険の給付限度内の
　補償に限ります。

☆お問合せ　白取 正美　565ー3731

攻めの農業実践緊急対策事業について

　この事業は、機械利用体系の効率化、高収益作物への作付転換、集
出荷施設の再編合理化を推進するための機能向上等に必要な設備導入
の支援を目的としていますので、要望する場合は農政課農政係までお
申込みください。

☆主な内容
　○効率的機械利用体系を構築する取組
　　・主な要件　「生産効率化プラン」を作成すること
　　・プランの認定要件
　　　・５戸以上の農家の参加
　　　・機械利用の中心的担い手を決めること
　　　・生産効率化を図る品目の生産コストについて、地域平均の
　　　　１割以上の削減目標を設定すること
　　・助成内容　機械等のリース導入、オーバーホール、廃棄に必要
　　　　　　　　な経費等(助成率は1/2以内、廃棄は２万円以内)
　○高収益品目に作付転換する取組
　　・主な要件　「高収益作物プラン」を作成すること
　　・プランの認定要件
　　　プラン合意農家のうち、一定割合の農家が高収益作物に転換
　　　すること等
　　・助成内容　・機械等のリース導入にかかる経費(助成率は1/2以内)
　　　　　　　　・資材購入経費等(助成率は定額)
　○集出荷施設等の再編合理化を行う取組
　　・主な要件　「集出荷・加工処理合理化プラン」を作成すること
　　・プランの認定要件
　　　・複数施設を再編整備し、機能集約する施設を決めること
　　　・機能集約させる施設の受益農家が５戸以上であること
　　　・対象品目の取扱数量に対し、機能集約させる施設の利用率が
　　　　８割以上であること等
　　・助成内容　・機械等のリース導入に係る経費(助成率は1/2以内)
　　　　　　　　・設備の廃棄に必要な経費(助成率は1/3以内)

☆申込期限　５月２日(金)

☆申込・お問合せ　農政課農政係(内線2243)


