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人　口
世帯数地区

計女男

21,89411,30510,5897,250迫

5,5802,9312,6491,820登米

7,6973,9413,7562,520東和

16,4118,4237,9884,641中田

6,9583,5673,3912,016豊里

10,5705,4285,1422,859米山

5,7072,9122,7951,582石越

9,1904,7604,4302,517南方

3,9852,0511,9341,218津山

87,99245,31842,67426,423合計

登米市のデータ

緯お知らせお知らせのの
問い合わせ問い合わせ先先

開催場所
開催日

８月７月

迫総合支所１日（金）３日（木）

南方総合支所４日（月）７日（月）

登米総合支所７日（木）１０日（木）

東和総合支所１１日（月）１４日（月）

豊里総合支所１８日（月）１７日（木）

米山総合支所２１日（木）２２日（火）

石越総合支所２５日（月）２４日（木）

津山総合支所２８日（木）２８日（月）

【時間】　午後１時３０分～４時３０分

【相談料】　無料

　※相談日以外は、商工観光課で消

　費生活相談員が応じています。

【問い合わせ】　

　産業経済部商工観光課

　商業振興係

　緯 0220（34）2734

　消費生活出前相談

　各総合支所で、消費生活上のトラ

ブルや多重債務などの相談に応じ、

解決の手伝いをします。

【７月・８月の相談日】

人口・世帯数

（平成20年5月末現在）

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　７月３１日（木）

　午後８時まで

【場所】　市役所迫庁舎１階

　総務部税務課　徴収対策係　　

【問い合わせ】

　総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

　７月の
　夜間相談窓口開設日

編集室から

７月の納税

納期限　７月３１日（木）

忘れずに納めましょう

登米市役所　　緯 0220（22）2111

迫総合支所　　緯 0220（22）2213

登米総合支所　緯 0220（52）2111

東和総合支所　緯 0220（53）4111

中田総合支所　緯 0220（34）2311

豊里総合支所　緯 0225（76）4111

米山総合支所　緯 0220（55）2111

石越総合支所　緯 0228（34）2111

南方総合支所　緯 0220（58）2111

津山総合支所　緯 0225（68）3111

固定資産税　　 ２期
国民健康保険税 ２期
介護保険料　　 ２期
水利地益税　　 ２期（津山町のみ）

　迫図書館
　７月のおはなし会

　絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊

びなどをします。

【日時】　７月５日（土）

　午前１０時３０分～

【場所】　迫図書館　２階研修室

【問い合わせ】

　迫図書館

　緯 0220（22）9820

トレーニングルーム利用者講習会

◆なかだアリーナ
【講習会日時】　
　７月２５日（金）午後７時～
【定員】　５０人（要予約）
【受付開始】　７月８日（火）
【申し込み・問い合わせ】
　なかだアリーナ
　緯 0220（34）7302

◆とよま蔵ジアム
【講習会日時】　
　８月５日（火）午後７時～
【定員】　２０人（要予約）
【受付開始】　７月２２日（火）
【申し込み・問い合わせ】
　とよま蔵ジアム
　緯 0220（53）1155

　７月の
　多重債務110番の日

　借金で悩んでいませんか。

　借金問題はさまざまな方法により

必ず解決できます。市の消費生活相

談員が、借金・多重債務の相談に応

じ、弁護士や関連部署などと連携し

ながら、多重債務の解消・債務整理

後の生活再建を支援します。

　相談料は無料で、秘密は厳守され

ます。

　一人で悩まず、ちょっと勇気を出

して、まず相談をしましょう。

【日時】　 ▼７日（月）、１４日（月）、

　２２日（火）、２８日（月）午前８時

　３０分～午後８時 ▼２０日（日）午

　前９時～午後５時

【相談電話番号】

　緯 0220（34）2308　※直通

【問い合わせ】

　産業経済部商工観光課

　商業振興係

　緯 0220（34）2734

▼先月の６月１４日に発生した「岩手・宮城内陸
地震」、地震が起きたとき、わたしは部屋にい
ましたが、部屋のものが大きく動き、大変怖い
思いをしました。幸い登米市では甚大な被害
はありませんでしたが、地震はまたいつ起き
るか分かりません。皆さんも地震に対する備
えをいま一度確認しましょう。

▲

これから本
格的な夏が到来します。子どもたちの夏休み
も今月下旬から始まり、家族や友人で海や山
など各地に出掛けることが多くなります。く
れぐれも事故に注意して楽しい季節をお過ご
しください。（猪股）

31 Jul.2008

市営住宅

◆登米金沢山南第一住宅

　（登米町寺池金沢山６０番地１）

　募集戸数　１戸（３Ｋ）

　家賃月額　8,900円～14,700円

　駐 車 場　なし

◆登米遠見台第二住宅

　（登米町寺池上町５６番地６５）

　募集戸数　１戸（３DＫ）

　家賃月額　13,500円～22,400円

　駐 車 場　なし

【募集対象者】　

　現に住宅に困っている世帯

　※各住宅を重複して申し込みする

　ことはできません。

【入居資格】

　①入居収入基準が２０万円以下であ

　ること（小学校就学前の子どもの

　いる世帯については２６.8万円以下）。

　※収入基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で除した金額。

　②同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　※原則として単身での入居はでき

　ませんが、６０歳以上の人（ただし、

　特例として平成１８年４月１日現在

　で５０歳以上の人も可）、身体障害

　者（１～４級）・精神・知的障害者

　の人は単身入居することができま

　す。詳細については、お問い合わ

　せください。

　③入居者全員に市税の滞納がない

　住宅入居者募集

　こと。

　④現に市営住宅に入居している人

　は、申し込みできません。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

特定公共賃貸住宅

◆豊里新町特定公共賃貸住宅

　（豊里町新町５番地１）

　募集戸数　１戸（３ＬＤＫ）

　家賃月額　46,000円～55,000円

　駐 車 場　なし

◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅

　（津山町柳津字本町６７番地）

　募集戸数　１戸（１ＬＤＫ）

　家賃月額　39,000円～47,000円

　駐 車 場　あり

【入居資格】

　①所得基準が２０万円以上６０.1万円

　以下であること。

　※所得基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で除した金額。

　②自ら居住するために住宅を必要

　とする人。

　③同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　④入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

・共通事項

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

【申込期限】　７月１５日（火）

【問い合わせ】　

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　石ノ森章太郎ふるさと
　記念館からのお知らせ

室内楽交響曲演奏会「夏の調べ」

　東北大学交響楽団ＯＢと木の家合

奏団有志による演奏会を開催します。

【日時】　７月１２日（土）午後７時～

【場所】　石ノ森章太郎ふるさと記念館

　エントランスホール

【定員】　７０人（先着順）

【入場料】　無料

【申込方法】　直接または電話

【申し込み】

　石ノ森章太郎ふるさと記念館

第２７回特別企画展「７０th石ノ森章

太郎展」

　今年で生誕７０周年を迎えた「漫画

の王様」石ノ森章太郎は、昨年末に

ギネスブック入りし、文字通り世界

一の漫画家となりました。漫画家・

石ノ森章太郎の軌跡をたどる「７０th

石ノ森章太郎展」を開催します。

【期間】

　７月１９日（土）～１０月１９日（日）

【時間】　 ▼７・８月＝午前９時～午

　後６時 ▼９月から＝午前９時３０分

　～午後５時

　※入館は、閉館の１時間前まで

【内容】　原画展示、仮面ライダーの

　等身大フィギュアの展示、キャラ

　クター絵皿の展示など

【入館料】　大人＝７００円、中・高生＝

　５００円、小学生＝２００円、小学生未

　満＝無料

　※２０人以上の場合、団体割引あり

【休館日】　月曜日（月曜日が休日の

　場合は翌日）　※７・８月は無休

・共通事項

【問い合わせ】

　石ノ森章太郎ふるさと記念館

　緯 0220（35）1099

　復活！街頭紙芝居

【日時】　７月２７日（日）

　①午前１１時～　②午後１時３０分～

【場所】　歴史博物館

　※時間までに博物館受付前へお集

　まりください。

【演目】　 ▼「登米市偉人傳①半田卯

　内」ほか ▼昭和の紙芝居「ハリケ

　ン　ピーちゃん」

【参加費】　無料

【問い合わせ】

　歴史博物館

　緯 0220（21）5411


