
農地売買等事業のご利用を

農地・農業に関するお知らせ

　経営規模を縮小・経営転換する農家から農地を買い入
れ、規模拡大や分散農地の集約で生産性を向上させたい
農家に売り渡す事業です。煩雑な事務手続は、あおもり
農林業支援センターが担います（手数料は１～1.5％）。
　また、譲渡所得税の控除など、税制面のメリット等が
あります。詳しくはご相談ください。
問農業委員会事務局　　　　　（☎017－761－4370）
　農業委員会事務局浪岡分室　（☎0172－62－1148）
　あおもり農林業支援センター（☎017－773－3131）

農地バンクへのお申込みはお早めに！
― 10 月 30 日（金）までに提出を ―

　農地中間管理機構へ農地を貸したいと考え、機構集積
協力金の申請を予定しているかたは、10月30日（金）ま
でに『農用地等の貸付希望申込用紙』をご提出くださ
い。期日を過ぎると、農地の貸し借りの手続が年度内に
間に合わないため、今年度の協力金を申請できなくなり
ます。詳しくはお問合せください。
問農業政策課（☎0172－62－1156）
■貸し手は『協力金』の対象となる場合があります

①経営転換協力金 ②耕作者集積協力金

対
象
者

経営している全ての農地
を貸し付けてリタイアま
たは経営転換するかた（遊
休農地の所有者は対象外）

２筆以上のまとまった農
地や担い手の隣接農地を
貸し付けたかた等

交
付
額

貸付け面積
・0.5ha以下30万円
・0.5ha超2.0ha以下50万円
・2.0ha超70万円

貸付け面積
10aにつき２万円
※来年度は単価が１万円

になります。

農地の無断転用はやめましょう

　農地を建物用地や資材置場用地など、農地以外の用途
に転用する場合は、農地法第４条または第５条の許可が
必要となります（市街化区域内の農地は届出が必要で
す）。許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可
に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法
に違反することになり、工事の中止や原状回復等をしな
ければならない場合があります。
　法令上、罰則適用（３年以下の懲役または300万円以
下の罰金。法人は１億円以下の罰金）もあります。
　許可申請等は農業委員会で受付しています。
問農業委員会事務局　　　　（☎017－761－4370）
　農業委員会事務局浪岡分室（☎0172－62－1148）

青森市りんごセンターをご利用ください

　鮮度を保ちながら、りんごを長期保存できるＣＡ冷蔵
庫や、糖度・熟度・蜜・褐変・酸度が測定できる選果機
を備えた施設です。お気軽にご利用ください。
使用できるかた　市内に住所を有する、りんごの出荷ま

たは販売を行う個人及び団体等
※使用料金はお問合せください。
申 問青森市りんごセンター
　（☎0172－88－6150）へ

シャットアウト「わら焼き」
－ みんなで守る！澄んだ空気と暮らしの安心 －

　稲わら焼きの煙は、健康への被害や、交通事故を引き
起こすおそれがあるなど、生活に大きな悪影響を及ぼし
ます。稲わらは焼かずに有効活用しましょう。
　稲わらをご希望のかたや処理にお困りのかたは、ご相
談ください。
問青森市稲わら活用対策協議会
　（農業政策課内、☎0172－62－

1176）

　優良品種への改植等を支援する果樹経営支援対策事業
の申込みを受付しています。
　詳しくはお問合せください。
事業内容　優良品目・品種への転換（改植、移動改植）

／小規模園地整備（園内道の新設、園地の傾斜緩和、
排水路の新設）／条件不利園地の廃園／防霜ファン・
防風網の新設／条件付新植

　※改植または条件付新植を実施した場合、未収益期間
中の育成経費にも補助金が交付されます。

対象者　青森市果樹産地構造改革計画で担い手とされた
農業者　※廃園の場合、市内在住の農業者

申 問11月20日（金）までに、農業政策課りんご支援室（☎
0172－62－3002）へ

平成28年度果樹経営支援対策事業
１次募集
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■就学時健康診断日程【50音順】
学校名 実施日 学校名 実施日 学校名 実施日

油川小 10月29日 篠田小 11月６日 浪打小 11月30日

荒川小 11月26日 新城小 10月21日 浪岡北小 11月10日

泉川小 11月20日 新城中央小 10月30日 浪岡野沢小 11月17日

後潟小 11月10日 千刈小 10月28日 浪岡南小 11月13日

浦町小 11月20日 大栄小 11月26日 浪館小 11月17日

大野小 11月６日 高田小 11月19日 西田沢小 11月26日

沖館小 11月16日 莨町小 11月９日 野内小 11月５日

奥内小 11月11日 佃小 11月17日 橋本小 11月18日

合浦小 11月16日 造道小 11月13日 浜田小 11月18日

金沢小 11月５日 筒井小 11月13日 浜館小 11月10日

甲田小 11月13日 筒井南小 11月11日 原別小 11月９日

幸畑小 11月18日 堤小 11月６日 古川小 11月９日

小柳小 11月19日 東陽小 11月５日 本郷小 11月27日

三内小 11月10日 戸山西小 12月９日 女鹿沢小 12月３日

三内西小 11月６日 長島小 11月10日 横内小 11月４日

就学時健康診断
　来春、小学校に入学するお子さんの健康診断を、
入学予定の小学校で行います。対象となるお子さん
がいる世帯には、10月末までに「入学通知書」と
一緒に『健康診断のお知らせ』を郵送します。な
お、青森市に住民登録していないかた（外国人を含
む）で、青森市立小学校への入学を希望する場合
は、下記へご連絡ください。
備 当日は、健康診断のお知らせ、母子健康手帳、

スリッパ（お子さんはズック）を持参。
問【旧青森市の区域】
　　学務課　・入学通知（☎017－761－4819）
　　　　　　・健康診断（☎017－761－4826）
　【旧浪岡町の区域】
　　浪岡教育事務所教育課（☎0172－62－3003）

あおもり市民100人委員広聴会の
委員を募集します

あなたの

声を
お聴かせ
ください！

問広報広聴課（☎017－734－5107）

　本市の課題等について、市長が直接市民の皆さん
からご意見をお聴きする「あおもり市民100人委員
広聴会」の次期委員を募集します。皆さんのご応募
をお待ちしています。

応募資格　次のいずれにも該当するかた　市民または
本市に居住経験のあるかた／10月15日現在で満18
歳以上のかた（高校生を除く）／国・地方公共団体
の常勤職員、議員でないかた／平日の夜間、土・日
曜日、祝日に開催する広聴会への出席またはＥメー
ル等での意見等の提出ができるかた

募集委員数　70人程度（うち10月15日現在で60歳以
上のかたは原則40人以内）

活動期間　市長が指名する日～平成29年３月31日
謝礼　平成27年度は会議１回の出席につき、日額

2,500円（交通費込み）
　※平成28年度も同様の予定
　※Ｅメール等での意見提出の場合、謝礼はありません
結果通知　結果は11月下旬頃までに応募者全員に通知

します（応募者多数の場合は、委員未経験者を優
先するなど調整します）

募集期間　10月15日（木）～11月13日（金）当日必着
応募書類　任意の様式に①住所、②氏名（ふりが

な）、③生年月日、④性別、⑤電話番号、⑥職業、
⑦主な経歴、⑧応募動機　を記入

提出方法　応募書類を、郵送、FAX、Ｅメールまたは
直接持参で、〒030－8555 青森市役所広報広聴課
（ Ｆ 017－734－5103、 koho-kocho@city.
aomori.aomori.jp）へ

　※持参する場合、土・日曜日、祝日を除く８：30～
17：00に受付

募集内容

●Ｅメール等での活動も可能に
　広聴会に出席し、テーマに対する意見等を直接述
べることを主な活動としていましたが、より多くの
かたにご参加いただけるよう、Ｅメール等で意見等
を提出する方法でも活動していただけることとしま
した。

●多くの意見をいただくための運営方法へ
　より身近なテーマの設定やグループの編制など、
広聴会の運営方法の見直しを行い、委員と市長との
双方向のやりとりを増やすとともに、和やかな雰囲
気の中で、多くの建設的な意見が寄せられる広聴会
を目指します。

改善しました
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