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 調査にご協力
ください 地籍調査　～「地籍」は土地の「戸籍」です～

地籍調査の進め方
５月中旬 藤代町会集会所で説明会開催

６月上旬～

現地調査開始
・立会通知書（はがき）の送付…現地調査の対
象地や立ち会いの日時、集合場所のお知らせ
・現地調査当日※…立会通知書（はがき）に記
載された場所に集合（本人が立ち会いできない
場合は代理人）

７月以降 測量を行い、地籍図・地籍簿を作製

平成 29 年
２月中旬～
３月上旬

作製した地籍図・地籍簿の閲覧※
・地元の集会所および市農村整備課で 20 日間
実施

↓
閲覧の結果、異議がなければ県の認証を経て法
務局へ

↓
調査結果に基づき登記簿を訂正
地籍図は公図として法務局に備え付け

「※」の際には、本人および代理人の参加・立ち会い・確認が
必要です。

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目および境界の調査・測量を行い、「地
籍図」や「地籍簿」を作成する事業です。皆さんの財
産である土地の保全に万全を期するため、調査にご協
力をお願いします。
▽平成 28 年度調査実施予定地　藤代１丁目・２丁
目
▽土地所有者へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界を確
認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい場所は、刈り
払いなどをし、境界を明らかにしておいてください。
○立ち会いについては登記名義人に通知しますので、
売買などがあり登記が済んでいない場合は、早めに登
記手続きをしておいてください。
■問い合わせ先　農村整備課（☎40・7103）

◆平成 27 年度実施事業・実施団体
事業名 団体名

町会子ども会リーダー養成事業「弘
前城下を親子で巡るサイクリング
歴史探訪」

西部仲町町会

みんなで大自然と仲良しになろう !! 水木在家子ども会
子ども会国際交流とホタル鑑賞会 和徳地区青少年育成委

員会
子ども会活性化事業「躍動 !! 北の
子ども会」

北地区青少年育成委員
会

町内子ども会異世代交流の集い 三八町会子ども会
寺子屋 in Summer2015 上桔梗野町会

　地域が一体となって子ども会活動を推進する環境を
醸成するため、子どもの心身の健全な育成と地域コ
ミュニティの活性化につながる事業を募集し、審査会
を経て採択された事業に対して、その事業にかかる経
費の一部を助成します。昨年度は６事業が採択され、
地域の子どもたちがさまざまな体験をしました。
　今回、今年度の募集を行いますので、皆さんからの
事業の提案をお待ちしています。
▽募集期間　６月 10 日まで（事業実施期間…７月
15日～平成 29年３月 31日）
▽補助金額　５万円を上限とし、次のいずれか少ない
額
①補助対象経費の実支出額の90％以内の額
②補助事業の支出総額から補助金以外の収入を除いた
額
▽申請方法　所定の書類を中央公民館へ持参するか、
郵送で提出してください。
※事業の詳細や申請書類などは、同館で配布するほか、

同館ホームページに掲載しています。なお、相談は随
時受け付けていますので、気軽に問い合わせを。
■問い合わせ・提出先　中央公民館（〒036・8356、
下白銀町 19 の４、弘前文化センター内、☎ 33・
6561、火曜日は休み）

 子どものために
地域ぐるみで 弘前市子ども会活動推進事業

 イベント

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎ 84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

弥生いこいの広場
動物広場イベント
▽とき　５月22日（日）
　　　　午前11 時半～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　ラマへのえさやり体験
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

地域とともにある学校づくり

　これからの学校が目指す姿につい
て考えてみませんか。市が目指して
いる学校づくりとともに、国の最新
の動向についてお話しします。
▽とき　５月 24 日（火）、午後２
時半～（受け付けは午後２時～）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階多目的ホール
▽講師　高橋興さん（青森中央学院
大学教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 学校づくり推進課（☎ 82・
1645）

太宰治ドラマリーディング
春の定期公演 2016
　臨場感あふれる朗読劇ステージで
す。文学タイムトリップを体験して
みませんか。
▽とき　５月29日（日）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治学びの家（旧藤田
家住宅、御幸町）
▽上演作品（予定）　「春昼」、「フォ
スフォレッセンス」、「黄金風景」、「親
という二字」、「雀こ」　
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。キング松
森町店の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携

帯090・3123・3861） 
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

津軽森・つがるもり 2016

　岩木山のふもとで、陶、硝子、木、
染織、金属、皮革、漆などの「つく
り手」が全国から集うクラフトフェ
アを開催します。約 120 人の作家
から生まれた「美しい仕事」に触れ
てみませんか。
▽とき　５月 28日の午前 10時～
午後５時、29日の午前９時～午後
５時（雨天決行）
▽ところ　桜林公園（百沢字東岩木
山）
■問つがるもり実行委員会（☎ 88・
1424）

世界禁煙デー記念
フォーラム 2016in 弘前

「タバコ０（ゼロ）社会を実現する
ために～タバコフリー世代を育てよ
う～」
▽とき　５月29日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　①「若者の喫煙と健やか力
の現状（学生の健康度意識調査結果
から）」／②「弘前市内小学校にお
ける喫煙予防教室の取り組み」／③
「弘前市におけるたばこの健康被害
防止対策の取り組みについて」／④
「スポーツと禁煙が短命県脱出のカ
ギ」／⑤「弘前発 歌とダンスのパ
フォーマンス～津軽ノンスモーキン
グ～」制作秘話と上映
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県タバコ問題懇談会事務局
（☎青森017・722・5483）

講演会「すこやか長寿の秘訣」

　健康で長生きできるひけつを医学
的見地からお話しします。ぜひおい
でください。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後１時～２時半

▽ところ　パークホテル（土手町）
４階フィオーレ
▽講師　中路重之さん（弘前大学医
学部社会医学講座教授）
▽インタビュアー　吉田豊さん（新
老人の会世話人代表・元弘前大学学
長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問新老人の会青森支部事務局（溝江
さん、☎36・1576）

おさなご発見　Ｕ６ひろば

「こどものせいかつ あそびのせか
い」
　子どもと笑顔ですごせるように、
子どもと一緒に「きく・みる・つく
る・あそぶ」を体験する催しです。
▽とき　①６月４日（土）、午前
10時半～午後１時／②７月 26日
（火）、午前10時～正午
▽ところ　①弘前友の家（中野 5
丁目）／②小菅宅（豊原２丁目）
▽内容　①おかたづけ箱作り、おに
ぎり作り、お絵かき、折り紙、絵本
作りなど／②木切れを使った水あそ
び、絵本の読み聞かせなど
▽対象　幼児、小学生
▽参加料　250円（材料費として）
※事前の申し込みが必要。
■問Ｕ６ひろば係（小菅さん、☎
35・3609）

第 10 回 B&G 会長杯
グラウンドゴルフ大会
▽とき　６月５日（日）
　　　　午前９時～
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場
▽内容　24ホールを個人戦、団体
戦で競います。
▽対象　市民
▽参加料　１人 500 円（保険料含
む）
■問申込用紙に参加料を添えて、５
月20日までに弘前B&G 海洋セン
ター（☎ 33・4545、火曜日は休み）
へ。
※申込用紙は、弘前 B&G 海洋セ
ンターで配布しています。

市政情報
Town Information

 

上下水道部からのお知らせ
　上下水道部は5月 30日に茂森庁舎から岩木庁
舎へ移転します。移転に伴う電話・ファクス番号
は右記のとおりです。
■問い合わせ先　上下水道部総務課（☎ 36・
8100）

課・係名 電話番号 ファクス

総務課

お客さまセンター 55・6868
55・6870お客様サービス係 55・6894

給排水係 55・6895
総務契約係・経理係 55・9660 55・9680

工務課 55・9663 55・9666


