
　８月１日から「地域活動支援センター」

を開設し、障がいのある方などが地域で

自立した日常生活や社会生活を営むこと

ができるよう、社会福祉法人ほほえみに

事業委託し支援を行っています。

　10月１日に全国で住宅・
土地統計調査が行われま

す。この調査の結果は耐震や防災を中心とした都市計画の策

定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。

　調査の趣旨をご理解いただき、本調査にご協力くださいま

すようお願いします。

調査方法　調査員が９月下旬から調査票を配布し、調査日で

　　　　　ある10月１日以降に調査票の回収に伺います。
※調査内容は統計を作成するためのみに使用し、その他の目的には

一切使用しません。

調査対象　全世帯のうち無作為に抽出した約1,700世帯
調査期間　９月中旬～ 10月上旬

☆インターネットによる回答もでき、今回の調査からスマー 
　トフォンでの回答もできるようになりました！

詳しくは、総務省統計局ホームページをご覧ください。

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html

［問合せ］企画財政課　企画調整係　

　　　　　☎44-1111（内線1434）

☆詳しくは、青
森県移住・交
流ポータルサ
イト「あおもり
暮らし」をご覧
ください。

暮らしに役立つ情報 /今月のピックアップ 様々な補助や支援などがあります。是非ご活用ください♪

●詳しくは市ホームページからもご覧いただけます。https://www.city.hirakawa.lg.jp/

住宅・土地
統計調査が
行われます

地域活動支援センターを
ご利用ください

障がいのある方、障がいのある方の家族など

創作的活動・生産活動の機会の提供、フリース

ペースの提供、レクリエーション・行事の実施、

障がいのある方やその家族などからの相談支援

地域活動支援センターおらんど

（平川市館山前田80番地４）

月曜日～金曜日　（祝日・年末年始を除く）

９時～ 16時まで

地域活動支援センターまたは福祉課で利用申請

が必要です。※ご利用希望者の施設見学も可能です。

無料　（昼食や創作的活動の実費負担あり）

　生ごみを堆肥化または減量化でき

る容器であって、臭気の発散を防ぐ

蓋を備えた耐久性のあるもの。

【例】コンポスター（室外用）、コン

ポスタータイプの生ごみ処理容器（室

内用）など。

※電気式生ごみ処理機は、補助の対

象外です。

［問合せ］平川市地域活動支援センターおらんど

　　　　　☎44-0033　FAX 44-0034
　　　　  福祉課　障がい支援係　☎44-1111（内線1153）

生ごみ処理容器購入費の
一部を助成しています!

[申込み・問合せ]　市民課　環境衛生係
　　　　　　　　  〒036-0104　平川市柏木町藤山25番地６
　　　　　　　　  ☎44-1111（内線1225・1226）

❶ 市内に住所を有し、かつ、居住していること。

❷ 処理容器を設置することができる場所を有すること。

❸ 堆肥化または減量化された生ごみなどを適正に処理できること。

❹ 申請者および同居の親族が市税を滞納していないこと。

補助対象者

申込方法

補助の対象となる

生ごみ処理容器

　ごみ処理容器の購入前に、申込書に同意書と生ごみ処理

容器の仕様書またはカタログなどを添付し、市民課環境衛

生係まで郵送または持参により提出してください。

※申込書は市民課にあります。市ホームページからもダウンロード

できます。

☆補助の対象となる場合は、交付申請書を送付します。そ

　の後の手続きについては文書にてご案内します。

家庭から出る生ゴミを減らすため、生ごみ処理容器を購入された方に

補助金を交付しています。

ごみの減量化や悪臭防止にもつながりますので、ご活用ください。

補助金額　 購入価格の２分の１（上限3,000円）
　　　　 　  ※100円未満の端数は切り捨て
募集台数 　40基程度 （１世帯につき１基まで）

対 象 者

事業内容

場 所

開 所 日

時 間

利用方法

利 用 料

　首都圏から青森県への移住促進に向

けて、県の関係機関や市町村が参画・

結集し、青森県の移住に役立つ情報を

提供する「青森県合同移住フェア」を

開催いたします。

首都圏在住のご家族やご友人などで、

移住に興味をお持ちの方にお知らせください。

開催日時　８月25日(土) 13時～ 17時
開催会場　サピアタワー ５階 サピアホール
　　　　　（東京都千代田区丸の内1-7-12）

[問合せ] 青森県地域活力振興課移住・交流推進グループ
　　　　 ☎017-734-9174　FAX 017-734-8027

青森県合同
移住フェア

津軽
　広域

第 33 回黒石こみせまつり

　黒石こみせまつり実行委員会は、「第 33 回黒石こみせ
まつり」を、中町こみせ通り周辺を会場に開催します。

　当日は、津軽三味線の演奏や、AOMORI 花嵐桜組によ
るよさこい演舞、黒石商業高等学校写真部による「きも

の姿撮影会・写真サービス」といった楽しい催しが盛りだ

くさんです。

　他にも、岩手県宮古市による食ブースや、ねぷた絵の展

示・ライトアップなども行いますので、ご家族、ご友人を

お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。

■日時／9月8日(土)、9日(日)　10時～16時
◎車でお越しの際は、黒石市役所の駐車場をご利用ください。

■問合せ／同実行委員会（黒石商工会議所内）

　　　　  ☎52-4316

[ 黒石市] 6th クラフト小径 2018

　今年で６回目となる野外クラフトフェア「クラフト小

径」を開催します！りんごがたわわに実った秋のアップ

ルモールを会場に、日本全国からプロのクラフト作家が

集い、各々の作品を展示販売するイベントです。板柳の情

報がつまったりんごの里の“小径”を散策しながら、作家

の皆さんとの交流を楽しんでみませんか。ホームページ

も随時更新中！   http://craftkomichi.wordpress.com

■日時／10月６日(土)　10時～16時
　　　  10月7日(日)    9時～16時
■場所／中央アップルモール

　　　　板柳町役場（板柳町大字板柳字土井239-3）近く
■入場料／無料

■問合せ／同実行委員会

　　　　  ☎090-6684-7469

[ 板柳町]

市町村イベントカレンダー

９
月

10
月

＼いろんなイベントに出掛けよう！／
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黒石よされ

大川原の火流し

ふるさと元気まつり 2018

灯篭流し

浅瀬石川灯籠流し （黒石市）

第２回青森フォトロゲイニ
ング大会in おおわに 2018

虹の湖 ROCK FESTIVAL 
2018 （黒石市）

第 49 回津軽花火大会

いなかだて村いちごフェスタ

ファッション甲子園 2018 
（弘前市）

日本三大流し踊りの一つで、約2,000人規模の流
し踊りは必見。飛び入り参加も可能。　●同実行

委員会事務局（黒石商工会議所）　☎52-4316
精霊流しが起源とされる伝統の奇祭。火のついた

アシガヤの舟を引き、激流を下ります。　●黒石

観光協会　☎52-3488
黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りが一堂に

集結。フィナーレの花火は圧巻です。　●黒石青

年会議所　☎52-3369
平川親水公園にて町民参加による供養灯篭流しが

行われます。　●大鰐町企画観光課　☎48-2111
先祖の霊を慰めながら五穀豊穣や無病息災を願

い、火がともった灯籠を川へ放流します。　●じょ

んからのふる里づくり推進協議会　☎52-3353
大鰐町を起点に「フォトロゲイニング」大会を開

催！弘南鉄道に乗って各地を巡り、ポイントを稼

ごう！ ●大鰐温泉もやし増産推進委員会（大鰐
温泉観光案内所）　☎88-6690
屋外ステージで開催される、熱い夏をさらに盛り

上げる黒石発のロックフェスティバル。　●同実

行委員会　☎090-1065-2469
幻想的な灯篭流しのあと、約4,000発の花火が夏
の夜空に打ち上げられ、美しく彩ります。　

●藤崎町商工会　☎75-2370
村産いちごを使ったスイーツが道の駅いなかだて「弥生

の里」に大集合！ぜひご賞味ください。　●田んぼアー

トの里ブランド化推進協議会　☎55-6016
3,000を超える応募の中から選ばれた全国の高校生が
弘前に集い、ファッションデザインNo.1を競います。　
●同実行委員会事務局　☎33-4111
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ひらかわフェスタ 2018

カルチュアロード2018 （弘前市）

第 37 回暗門祭（西目屋村）

ひろさきりんご収穫祭

猿賀神社十五夜大祭 （平川市）

古代史シンポジウム
ー古代津軽の様相を探るー

廃校で運動会コン

第 26 回稲刈り体験ツアー

津軽民謡短期大学

第 16 回弘前・白神アッ
プルマラソン大会

クロスエス～音× 食× ク
ラフトのフェスティバル

りんごの里板柳まるかじ
りウオーク 2018

弘前市仲町伝統的建造物
保存地区選定 40 周年記
念シンポジウム

地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介な

ど、地産地消と食育を推進します。　●同実行委

員会（平川市経済部農林課）　☎44-8815
歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや

出店が盛りだくさんです。　●同実行委員会事務

局　☎33-5369
暗門神社の伝統神事のほか、多彩なアトラクション

が行われます。　●目屋観光協会　☎85-2800
りんご公園を会場に、弘前産りんごの収穫期を祝い、さ

まざまなPRイベントを行います。　●弘前市りんご
公園まつり事業実行委員会事務局　☎40-7105
県下獅子踊り大会、津軽民謡新人大会等のイベン

トが開催されます。　●猿賀神社　☎57-2016
考古学等の専門家を招き、古墳～平安時代の津軽

の様相について講演します。　●弘前市教育委員

会文化財課　☎82-1642
大鰐町の廃校を会場に、運動会を開催して

男女の出会いを応援します。　●大鰐町企画

観光課　☎48-2111
第1田んぼアート「ローマの休日」の稲刈り体験が
できます。　●田舎館村企画観光課　☎58-2111
民謡を愛する多くの方々に、伝統ある津軽民謡手踊

りをお教えします。　●黒石観光協会　☎52-3488
弘前市内から西目屋村までの自然豊かなコースを約

６,５００人の参加者が走り抜けます。　●弘前・白
神アップルマラソン実行委員会事務局　☎88-8399
弘前の名物音楽フェスティバル。弘前の自然や文

化の魅力を音楽や食を通じて伝えます。　●弘前

青年会議所　☎34-4458
7、13、23ｋｍの３コース！りんごもぎと
り体験もあります。　●板柳町教育委員会生涯

学習課　☎72-1800
重伝建地区に選定されてからの取り組みを振り返

り、今後の仲町について考えます。　●弘前市教

育委員会文化財課　☎82-1642

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の

８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、各種ソフト事業などのさまざま

な事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

８
月

とき イベント名 内容　／　問合せ先 とき イベント名 内容　／　問合せ先

＼“津軽”の話題満載！／
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