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藤崎町企画財政課企画係
588－8258

水道メーター検針を再開します

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30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及び備品購入費
・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11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、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
事業内容を審査し、６月上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

☆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。メーターボックス周辺の障害物を取り除き、検針ができるように
ご協力をお願いします。
☆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。
水道を使用する際には、必ず｢使用開始届｣を提出してください。
また、閉栓時には｢使用中止届｣の提出が必要となります。
※各届出書は、上下水道課及び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/)からも
ダウンロードできます。
＜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
メーター使用料
メーター口径

超過料金(１㎥につき)

259円

地下式

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
基本水量
８㎥まで

使用料
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

588ー8258
☆お問合せ

花苗を販売します
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。
☆販売日時

基本水量

５月２日(水)

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 草花温室
☆予定している花苗
種 類
色
値 段
ベゴニア
赤・白・ピンク
ペチュニア
赤・青・ピンク・黄
70円
サルビア
赤・青
メランポジウム
黄
マリーゴールド
黄
50円

上下水道課総務経営係 ☎75ー6025

第30回「ときわ桜を観る会」を開催します
☆日
☆場
☆内

時
所
容

４月21日(土) 午前10時～午後３時
北常盤駅前公園(小雨決行)
午前10時
開会式
午前10時30分～ スクールバンド、よさこいソーラン演舞 ほか
☆出演予定者 横山 ひでき(総合司会)
常盤小学校スクールバンド部
藤華瑞厳(よさこいソーラン演舞)
桂 ゆり(歌謡ショー)
麻生 詩織(トークライブショー)

※入れ物(ダンボールなど)をお持ちください。なお、釣り銭が出ない
ように、ご協力をお願いします。

※プログラムについては新聞折込チラシ(４月中旬)をご覧ください。
※当日はバーベキューコーナーを用意します。前売券・当日券の金額
など、詳細は藤崎町商工会にお問合せください。
※当日は混雑が予想されますので、車での来場はご遠慮ください。

☆お問合せ

☆お問合せ

弘前実業高校藤崎校舎

575ー3332

藤崎町商工会 575ー2370

ふじさき食彩テラス(旧食彩ときわ館)が

４月30日(月・祝)
午前９時～
午前９時30分～

オープニングセレモニー
グランドオープン

健康づくりのきっかけに
「藤崎町チャレンジデー2018」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30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 徳島県三好市
☆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)
☆参加方法 15分以上継続して運動(散歩、体操など)やスポーツを行い、
専用電話又は集計本部(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５月15日発行の広報お知らせ号で配布
予定です。
☆専用電話 5070ー2021ー6940(５月30日のみ利用可能)
スポーツプラザ藤崎 ＦＡＸ 75ー4090
☆お問合せ

｢ふじさき産品｣づくりを支援します!

グランドオープン！

藤崎町チャレンジデー実行委員会
(町教育委員会生涯学習課内) 565ー3100 ＦＡＸ 65ー3128

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。
今年度は開発商品の主な販売場所となる「ふじさき食彩テラス」と
協力しながら事業を進めます。
興味のある方は、この機会にご応募ください。
☆対 象 者
☆支援商品
☆支援内容

町内に住所又は事業所・農地等を有する法人・個人等
地元農産物等を活用した加工食品やスイーツ等
○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 ほか
☆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、
地方創生推進室に提出してください。(持参・Ｅメール・
ＦＡＸ可）
エントリーシートは地方創生推進室窓口に備え付けている
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。
☆申込締切 ４月30日(月・祝)
※事業の詳細は町ホームぺージをご覧ください。なお、申込み多数の
際は書類選考する場合があります。
☆申込・お問合せ

常盤地区の皆さんへ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

浄化槽は、し尿や雑排水を微生物の働きを利用して浄化する設備です。
浄化槽の維持管理については、生活環境の保全及び公衆衛生の向上
のため、次の項目が法律によって義務付けられています。
○定期的な保守点検
○年１回の清掃
○法定検査の受検(使用開始後及び年１回）
※法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十
分に発揮されているかを判定するもので、一般社団法人青森県浄
化槽検査センター(5017ー726ー9500)が行います。
浄化槽についてのご相談、浄化槽の使用開始時、廃止時、管理者の
変更時等の届出は、中南地域県民局環境管理部にご連絡ください。

平成30年度

中南地域県民局環境管理部

☆お問合せ

☎31ー1900

住民課環境係 588ー8169

時
所

５月５日(土・祝)、６日(日) 午前10時～午後３時
弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センター
藤崎農場(藤崎字下袋７番地１)

☆お問合せ

弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センター
藤崎農場 575ー3026

「春の動物ふれあいフェスティバル」を開催します
青森県動物愛護センターでは、次の日程で｢春の動物ふれあいフェ
スティバル｣を開催します。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

☆お問合せ

５月３日(木・祝)、４日(金・祝) 午前10時～午後４時
青森県動物愛護センター(青森市宮田字玉水119番地１)
ドッグヨーガ、動物ふれあい体験、乗馬体験 ほか
青森県動物愛護センター 5017ー726ー6100

下水道推進標語

下水道への加

「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

対象町内
徳下、三ツ屋、福島、榊

学生実習で植え付けた10種類以上約10,000球のチューリップの花と
50品種以上約1,200本のりんごの花を楽しむことができます。
藤崎農場産のリンゴジュースやリンゴジャム、金木農場産のお米の
販売(数量限定)も行いますので、ぜひお越しください。
☆日
☆場

浄化槽を正しく使っていますか

☆お問合せ

月 日
５月４日(金･祝)

「リンゴとチューリップのフェスティバル」を開催します

☆日
時 ５月10日(木) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
☆講
師 境 江利子 氏
☆申込・お問合せ

ごみ収集のお知らせ

☆｢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。

親子で仲良く体を動かしませんか
町地域子育て支援センターでは、親子で一緒にフットケアやスト
レッチなどを行う｢あんよ・せらぴー教室｣を開催します。
参加は無料です。当日参加も可能ですので、多数のご参加をお待ち
しています。

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

☎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」

