２０１７年（平成29年)

４月15日発行

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

発想と行動力で、地域をより元気に！

地域活性化に向けた新たな取組を支援します
町では、｢町民が主役の活力あるまちづくり｣を目指し、地域を元気
にするため、各種団体が自主的に行う新たな活動に対して、助成金を
交付し支援しています。
☆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(ＮＰＯ、
ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)を対象とします。
団体の規約や会則を定め、予算・決算の管理を適切に行っている
ことなどが必要です。
○対象事業
平成29年度内に完了する事業を対象とします。
対象団体が主体的に企画し、自主的に実施する事業で、地域課題
の解決が図られ、地域活性化の効果が具体的に目に見える取組が対
象です。特に、これまで行われた内容にとどまらず、創意工夫やア
イデアをもって、先進的視点から新たに取り組むものを募集します。
※新規事業又は既存の事業に新たに加える取組が対象です。
※学術的研究のみに終始する等、事業実施を伴わない調査事業は除きます。
○対象経費
事業実施に必要と認められる経費を対象とします。
ただし、次の経費は除きます。
・団体の構成員に対する飲食費、人件費、謝礼
・食糧費(及び食材購入費)
・対象事業に直接関係のない旅費
・対象事業に直接関係のない備品購入費(備品購入費)
・団体の経常的な活動に対する維持運営費
※（ ）は、助成が連続６回目以上の団体に適用となります。
☆助成金額
○助成が連続５回までの団体 … 上限25万円
※旅費及び備品に対する対象経費は、その合計額が助成金額の40％
以内とします。
○助成が連続６回以上の団体(上限10回) … 上限15万円
※旅費に対する対象経費は、その合計額が助成金額の30％以内とします。
☆申請方法
５月12日(金)までに企画財政課企画係に交付申請書等を提出してく
ださい。なお、様式を変更しましたので、申請する場合は事前に企画
財政課企画係までご連絡ください。
☆交付決定
申請締切り後、事業内容を審査し、５月下旬に審査結果をお知らせ
します。
☆お問合せ

企画財政課企画係

588－8258

｢ふじさき産品｣づくりを支援します!
町では、食と農で地域の魅力を発信するため、｢ふじさき産品｣づく
りに取り組んでいます。地元農産物等を活用した新たな特産品づくり
や既存商品の磨き上げをアドバイザーとともに支援します。興味のあ
る方は、この機会にぜひご応募ください。
☆対 象 者 町内に住所又は事業所・農地等を有する法人・個人等
☆支援商品 地元農産物等を活用した加工食品やスイーツ等
☆支援内容 ○アドバイザーによる商品づくりに関する助言・指導
○アドバイザーによるパッケージづくりに関する助言・指導
○商品テストマーケティングや試食機会の提供等
☆申込方法 提出書類(エントリーシート)に必要事項を記入の上、
地方創生推進室まで提出してください。
☆申込締切 ５月12日(金)
※募集枠には限りがありますので、申込み多数の場合は書類審査に
より決定します。事業の詳細は町ホームぺージ(http://www.town.
fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
☆申込・お問合せ

地方創生推進室

588－8236

平成29年度藤崎町中学生海外派遣事業のお知らせ
町では、中学２年生を対象に海外派遣を実施します。
海外でのホームステイ・学校体験を通して、異国の自然・文化に触
れてみませんか。
☆派遣期間
☆派 遣 先
☆定
員
☆負 担 金

☆申込締切

７月26日(水)～７月31日(月)
シンガポール
12名
30,000円
※負担金のほかに、パスポートの取得や任意保険の加入
等、各自で費用を負担する手続があります。
原則として次の要件をすべて満たす生徒とします。
①町内に住所を有する中学２年生であること
②積極的に海外派遣事業の参加を希望していること
③心身ともに健康で、研修日程に沿って行動ができること
④保護者が海外派遣に同意していること
⑤海外派遣に対する参加希望の理由を作文に書くこと
⑥事前研修、事後研修等に必ず参加できること
※派遣生徒の決定は５月中旬を予定しています。
参加申込書に必要事項を記入の上、希望理由の作文(400字
詰め原稿用紙２枚程度)を添えて各町立中学校又は町教
育委員会学務課に提出してください。
※参加申込書は各町立中学校又は町教育委員会学務課に
備え付けています。
４月28日(金)

☆お問合せ

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) 569ー5010

☆参加資格

☆申込方法

環境係からのお知らせ
○常盤地区にお住まいの皆さんへ
☆｢燃やせないごみ｣収集日の休みについて
５月の連休(祝日)は、黒石地区清掃施設組合の機械点検のため、次
の町内の燃やせないごみの収集は休みとなります。
また、黒石地区清掃施設組合への搬入もできませんのでご注意ください。
月 日
５月３日(水･祝)
５月５日(金･祝)

対象町内
富柳、福舘、水木、若柳、西田
徳下、三ツ屋、福島、榊

○愛犬家・愛猫家の皆さんへ
☆犬の適正な飼育について
飼い犬のフンの不始末に対する苦情が多く寄せられています。
犬の散歩時には、袋とスコップを持参して、フンを自宅へ持ち帰る
ようにしてください。
☆猫の適正な飼育について
猫へのエサやりに対する苦情が多く寄せられています。
飼い主の不明な猫であっても、エサを与えてしまうと飼い主の立場
となり得ます。
無責任なエサやりは、近隣住民に迷惑をかける場合がありますので、
住民同士のトラブルを避けるためにも、責任を持てない猫にはエサを
与えないでください。
ルール・マナーを守り、住み良いまちにしましょう。
☆お問合せ

住民課環境係 588－8169

｢戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のお知らせ
特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表
すために、終戦70周年にあたる平成27年から支給されたものです。
請求手続きは平成30年４月２日までとなっていますので、まだ手続
きがお済みでない方や、対象となるかどうか疑問な方は、福祉課福祉
係にお問い合わせください。
☆お問合せ

福祉課福祉係

588－8195

水道メーター検針を再開します

花苗をお分けします

◎水道メーター検針を再開します
冬期間中止していた地下式水道メーターの検針を４月から再開しま
す。メーターボックスの上の障害物や残雪を取り除くなどして、検針
ができるようにご協力をお願いします。

生徒が丹精込めて栽培した花苗をお分けします。
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。

◎水道の開・閉栓時には必ず届出をしましょう
これから農作業の始まる季節になりますが、届出をせずに水道を使
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から使用するようお
願いします。また、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・常盤出張所に備え付けています。
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。
＜参考＞上下水道料金(月額)は次のとおりです。※料金表は税込み
水道料金
用

途

基本水量

基本料金

８㎥

2,073円

13㎥

3,369円

130㎥

33,696円

家庭用
営業用・団体用・
臨時用
湯屋用・工業用

超過料金(１㎥につき)

地上式

13㎜まで

86円

302円

20㎜まで

140円

356円

25㎜まで

172円

388円

40㎜まで

518円

561円

50㎜まで

1,036円

1,954円

50㎜を超えるもの

1,728円

2,214円

下水道(農集排)使用料
使用料

８㎥まで

基本料金

1,404円

８㎥を超え20㎥まで

180円

20㎥を超え30㎥まで

192円

30㎥を超え50㎥まで

１㎥につき

224円

50㎥を超え150㎥まで

280円

150㎥を超えるもの

327円

☆お問合せ

上下水道課

☎75－6025

健康づくりのきっかけに
「藤崎町チャレンジデー2017」に参加しよう！
チャレンジデーは、毎年５月の最終水曜日に世界中で実施されてい
る住民参加型のスポーツイベントです。
年齢や性別を問わず誰もが気軽に楽しめますので、健康づくり、体
力づくりのためにぜひご参加ください。
☆実 施 日 ５月31日(水) 午前０時～午後９時
☆テ ー マ 「汗かいてさっぱり 藤崎町チャレンジデー」
☆対戦相手 福岡県みやこ町
☆参加対象 当日、藤崎町内にいる人ならどなたでも参加できます。
(通勤・通学者・買い物客など)
☆実施場所 藤崎町内
(自宅・職場・集会施設など藤崎町内であればどこでも可能)
☆参加方法 15分以上継続して運動やスポーツを行い、集計本部
(スポーツプラザ藤崎)に参加結果を報告してください。
※「参加報告書」は広報５月お知らせ号にて配布予定です。
☆お問合せ

平成29年度

藤崎町チャレンジデー実行委員会
(常盤生涯学習文化会館内) 565ー3100

色
赤・白・ピンク・バイカラ
赤・青
赤・青
黄
黄

値 段
70円
70円
70円
70円
50円

※入れ物(ダンボールなど)をお持ちください。
※釣り銭がいらないように、ご協力をお願いします。
☆お問合せ

弘前実業高校藤崎校舎 575－3332

第29回「ときわ桜を観る会」を開催します
時
所
容

４月29日(土) 午前10時～午後３時
北常盤駅前公園(雨天時は｢ぽっぽら｣にて開催)
午前10時
開会式
午前10時30分～ 歌謡ショー、よさこいソーラン演舞 等
※プログラムについては新聞折込チラシ(４月下旬予定)
をご覧ください。
☆出演予定者 横山 ひでき(総合司会)
藤華瑞厳(よさこいソーラン演舞)
藤崎 三平(漫芸)
桂 ゆり(歌謡ショー)
麻生 詩織(トークライブショー)
◎バーベキューコーナーを用意します！
☆金
額 １人前(肉、野菜、網、炭つき) 前売券1,500円(当日券2,000円)
☆販売場所 藤崎町商工会、ラーメンカフェきたときわ(｢ぽっぽら｣内) ほか
※前売・当日券合わせて50名分。なくなり次第販売終了
となります。
☆お問合せ

藤崎町商工会 575ー2370

第25回町民サイクリングラリー参加者募集のお知らせ
☆日
時
☆目 的 地
☆集
合

５月５日(金・祝)《雨天中止》
岩木川河川公園(板柳町)、鶴寿公園(鶴田町)
午前８時30分 常盤生涯学習文化会館前
午前９時
スポーツプラザ藤崎前
☆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28日(金)
※ラリー中の事故の補償については、傷害保険の給付限度内となります。
☆お問合せ

常盤サイクリングクラブ

白取 正美 565ー3731

一緒に楽しく新･藤崎音頭を踊りませんか
新･藤崎音頭伝承保存会｢ふじの会｣では、一緒に踊る会員を募集し
ています。次の日程で平成29年度の総会を開催しますので、多数のご
参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆会
費
☆申込方法

４月22日(土) 午後２時
藤崎老人福祉センター ｢集会室｣
年会費として１人につき300円
申込みは不要です。当日会場にお越しください。

☆お問合せ

新･藤崎音頭伝承保存会｢ふじの会｣
事務局 加藤 順康 5090ー6626ー9554

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

５月２日(火)

種 類
ベゴニア
ペチュニア
サルビア
メランポジウム
マリーゴールド

☆日
☆場
☆内

地下式

基本水量

午前９時～正午、午後１時～午後３時
※なくなり次第販売終了となります。
☆販売場所 弘前実業高校藤崎校舎 りんご貯蔵庫前
☆予定している花苗

259円

メーター使用料
メーター口径

☆販売日時

☎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」

