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産　業

■森林の所有に関する届出
　売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した方
は、面積に関わらず市に届出をしなければなりません。ただ
し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出して
いる方は対象外です。

■地域森林計画対象民有林の伐採
　自分の所有する山林であっても、地域森林計画の対象と
なっている土地の立木を伐採する場合は、事前に届出が必要
になります。詳しくは、農林課にお問い合わせください。

■イノシシ対策
　イノシシ被害を防止するため、対策のための補助金を次の
とおり交付します。
　・�トタン柵設置補助（購入費の
1/2以内、限度額２万円）

　・�電気柵設置補助（購入費の1/2
以内、限度額３万円）

　・�わな猟免許取得補助（定額
１万4,500円、猟友会への新規
加入が条件となります）

 農林業
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農林課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

■直売所一覧
施設名 住所 電話番号 営業時間 地図座標

JA北つくば岩瀬農産物直売所（百将屋） 桜川市富岡750 ☎0296-54-4841 午前９時～午後６時�※ 1図A-2

ほほえみ市 桜川市明日香2-31 ☎0296-76-0132 土曜日のみ
午前11時～午後２時 1図C-3

いきいきファームやまと 桜川市大国玉633 ☎0296-58-5343 日曜日定休　
午前９時～午後６時 7図D-2

真壁さわやか直売所 桜川市真壁町山尾734-4 ☎0296-55-3845 お盆・年末年始休
午前９時30分～午後６時 4図D-4

直売所　さくら 桜川市大泉331-1 ☎090-5330-4158 無休
午前９時～午後４時 5図E-3

桜川市真壁特産品直売所 桜川市真壁町椎尾2797-1 ☎0296-54-2887 土・日・祝日のみ
午前９時～午後４時 9図B-4

協和施設園芸協同組合（KEK）岩瀬売店 桜川市下泉34-7 ☎0296-76-0744 お盆・年末年始休
午前９時～午後５時�※ 5図D-5

メルカード岩瀬 桜川市上野原地新田308-3 ☎0296-75-5995
木曜日定休
午前10時～午後３時
午後５時～午後９時

7図C-1

農産物直売所長方屋 桜川市長方979-9 ☎0296-73-5831 年末年始休
午前８時30分～午後６時 5図D-5

直売所　おおぞら 桜川市真壁町飯塚1021 ☎0296-54-2500 無休　
午前９時～午後７時 4図B-3

JA北つくば岩瀬女性部直売 桜川市加茂部
（JA北つくば子育て支援センター前） ☎0296-75-1907 土曜日のみ　

午前８時～午前10時 2図D-4

農産物直売所ことぶき 桜川市青木880-1 ☎0296-58-6487 木～土曜日営業
午前８時30分～午後１時 7図E-1

※季節により異なりますので、お問い合わせください。

 直売所
農林課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

●�農林業
●�直売所
●�農地
●�中小企業融資制度

sakura_naka_0219.indd   82 2015/02/20   17:20

83

■農地の売買と転用
　農地を農地として売買、贈与あるいは、貸借する場合は、
農業委員会の許可が必要です。相続等により農地の権利を
取得した方は、農業委員会に届け出てください。
　また、農地を住宅、工場、山林、資材置場など農地以外
に転用するときは、農地法の許可（市街化区域にあっては
届出）が必要です。なお、農地の埋め立て等による改良行
為を行うときは、農業委員会との協議が必要です。
　農地法の許可に関する受付期間は、毎月6日から10日（10
日が土、日、祝日の場合は、翌週の開庁日)です。
※届出については、随時受け付けています。

 農地

■農地などの相談
　農地の贈与や相続について納税猶予制度があります。ま
た、農地制度などについてもお気軽にご相談ください。

■農業者年金
　農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者
がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金
（基礎年金）に上乗せした公的な年金制度です。
　国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事す
る20歳以上60歳未満の方ならどなたでも加入できます。ま
た、毎月の保険料は、２万円から６万７千円までの間で自
由に決めることができます。詳しくは、農業委員会事務局
までお問い合わせください。

産
　
業

農業委員会事務局　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

■中小企業事業資金融資あっせん制度
　・�市内の中小企業者を対象に、事業資金の融資とこれに

関する保証をあっせんします。
　・�対象者は、桜川市において１年以上住居または事務所

を有し、市税や水道料金などを完納している方です。
受付窓口
　桜川市商工会
　本所（岩瀬）� ☎0296-76-1800
　大和事務所� ☎0296-58-5069
　真壁事務所� ☎0296-55-4111
融資区分 資金の種類 融資期間 融資上限額 備��考

自治金融
設備資金

７年 １千万円
設備・運転併せ
て１千万円運転資金

振興金融
設備資金

７年 ２千万円
担保あり
設備・運転併せ
て２千万円運転資金

■保証料助成・利子補給制度
　・自治金融、振興金融、小規模事業者経営改善資金融資
� �（マルケイ融資）を利用した中小企業者に対し、保証料の
助成と利子補給を行います。

　・�対象者は、基準日（毎年３月31日）に市税や水道料金
などを完納している方です。

　※ただし、助成は予算の範囲内となります。

融資区分
利子補給 保証料補助

助成額※ 助成期間 助成額※ 助成期間

振興金融 ― ―
融資額１千万
円に対する保
証料

全期

自治金融 ― ― 全額 全期

小規模事業者
経営改善資金融資
（マルケイ融資）

0.5％
以内 1年 ― ―

 中小企業融資制度
商工観光課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先
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八百屋 エリアマップ7図 E‐5

採れたて新鮮野菜を全国へ宅配

新鮮野菜や果物色々100円！お得な業販品やギフトも充実！
午後3時までのご注文で翌日にお届けできます。
■桜川市真壁町亀熊1305-1 ■ 0120-011-808
■営業時間／9:00～18:00
■定休日／（お盆や正月など、時期を除き年間無休）
■URL:http://www.100yen-yaoya.com ※当店の価格はすべて税込価格となります。 あり
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※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
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FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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林業 エリアマップ4図 D‐2

日本の森林は私たちの大切な資源です

農林新都市開発株式会社
木の伐採、伐根、造成工事。

■桜川市真壁町桜井386‐1
■TEL:0296-54-5986 ■FAX:0296-54-5987
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日

あり（10台）
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■画像著作権：確認済
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