②同居する親族がいること（婚姻
産業建設係
※各住宅に重複して申し込みする
予定も可）。
ことはできません。
※原則として単身での入居はでき
５日（金）
ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、 【申込期限】 １月１
特例として平成１８年４月１日現在 【問い合わせ】
建設部建築住宅課 住宅管理係
で５０歳以上の人も可）
、身体障害者
緯 0220（34）2316
（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。
③入居者全員に市税の滞納がない
1月の
こと。
多重債務110番の日
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。
市の消費生活相談員が、借金・多
⑤申込者または同居予定者が暴力
市営住宅入居者募集
重債務の相談に応じ、弁護士などと
団員でないこと。
連携しながら、多重債務の解消・債
特定公共賃貸住宅
務整理後の生活再建を支援します。
◆豊里新町特定公共賃貸住宅
相談は無料です。秘密は厳守します。
市営住宅
（豊里町新町５番地１）
【日時】 ４日（月）、１２日（火）、
◆迫新下谷地住宅２
３号
募集戸数 １戸
（３ＬＤＫ）
１８日（月）、 ２
５日（月）
（迫町北方字新下谷地１１４番地）
家賃月額 46,
000円～55,
000円
午前９時～午後８時
募集戸数 １戸
（２Ｋ）
駐車場 なし
１７日（日）午前９時～午後５時
家賃月額 ３，
７00円～５，
５00円
◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅
【相談電話番号】
駐車場 なし
（津山町柳津字本町67番地）
緯 0220（34）2308 ※直通
◆豊里下町第２住宅４号
募集戸数 １戸
（１ＬＤＫ）
【場所】 市役所中田庁舎２階
（豊里町下屋浦３０
１番地６）
家賃月額 30,
000円～47,
000円
【問い合わせ】
募集戸数 １戸
（３ＤＫ）
駐車場 あり
産業経済部商工観光課
家賃月額 ２
５，
６00円～３８，
１00円
【入居資格】
商業振興係
①所得基準が15.
8万円以上48.
7万
駐車場 あり
緯 0220（34）2734
円以下であること。
◆石越南芦倉住宅１０号
※所得基準の算出は、入居予定者
（石越町南郷字芦倉３８番地）
の合計所得から世帯主以外の入居
募集戸数 １戸
（３Ｋ）
予定者一人につき３８万円を控除し、
家賃月額 １１，
５00円～１７，
２00円
交通事故多発中！
１
２カ月で割った金額。
駐車場 なし
夕暮れ時の交通事故が多発していま
②自ら居住するために住宅を必要
【募集対象者】
す。以下のことに気を付けましょう。
とする人。
現に住宅に困っている世帯
③同居する親族がいること（婚姻
【入居資格】
①ドライバーの皆さんは、早めのラ
イト 点灯を心掛けましょう。
予定も可）。
①入居収入基準が15.
8万円以下で
交差点や急カーブなどの危険個所
④入居者全員に市税の滞納がない
あること（小学校就学前の子ども
では安全確認を怠らないようにし
こと。
のいる世帯、身体障害者、６
０歳以
ましょう。
⑤申込者または同居予定者が暴力
上の人は２
１.
4万円以下）。
②歩行者・自転車利用者の皆さんは、
ドライバーから見て目立つように、
団員でないこと。
※収入基準の算出は、入居予定者
明るい色の服装や反射材を着用し
・共通事項
の合計所得から世帯主以外の入居
ましょう。道路を横断する時は、
予定者一人につき３８万円を控除し、 【申し込み】
横断歩道を渡りましょう。
各総合支所地域生活課
１２カ月で割った金額。
▼
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【受講資格】 入門講習を受講した人、
除雪作業に
または同程度の知識がある人
ご協力ください
【対象者】 市内に在住または勤務し
ている人（同一講習経験のない人
が優先）
納税に関する相談に応じます。
基本的に積雪１０唖以上の場合、市
道通行安全確保のため、各町域ごと
【場所】 中田老人福祉センター
【日時】 １月２８日（木）
に除雪作業を実施します。
（市役所中田庁舎となり）
午後８時まで
除雪は、グレーダやショベルなど
２階会議室
【場所】 市役所迫庁舎１階
の建設機械を所有する除融雪協力会
総務部税務課 徴収対策係
【定員】 １８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度（テキスト代） 社の協力で行います。除雪機械の減
【問い合わせ】
少により除雪に時間を要しますので、
【受け付け】 １月８日（金）
総務部税務課 徴収対策係
ご理解とご協力をお願いします。
※電話受付開始は午前１０時
緯 0220（22）2169
また、除雪による門口の雪だまり
【申し込み・問い合わせ】
や自宅付近の除雪について、危険で
南方住民情報センター
「るるぱ」
るるぱパソコン講習会
ない範囲でのご協力をお願いします。
緯 0220（58）5557
受講生募集
▼開館日＝火曜～日曜日・祝日の 【問い合わせ】
午前９時～午後５時まで
各総合支所地域生活課
▼休館日＝月曜日（月曜日が休日
産業建設係
◆画像（写真）編集入門講習
の場合は、火曜日）
【日時】 1月２７日（水）～２
９日（金）
午後７時～９時
【内容】 デジカメからパソコンへの
絵画コンクール作品展
データ保存や編集印刷までの基本
開催のお知らせ
的な学習をします。
【受講資格】 入門講習を受講した人
またはマウスキーボードの操作が
「登米市の秋の風景画コンクール」
ご協力ください
できる人
の入賞作品展を開催します。
このコンクールは、市内の小中学
【対象者】 市内に在住または勤務し
２
０１
０年世界農林業センサス
生を対象に、山や川、田園風景など、
ている人（同一講習経験のない人
平成22年２月１日現在で、全
自慢の美しい景色をテーマとして募
が優先）
国一斉に“農林業の国勢調査”
集したもので、入賞作品約７
０点の素
【場所】 南方住民情報センター
といわれる「2010年世界農林業
晴らしい作品が皆さんをお待ちして
「るるぱ」
（市役所南方庁舎内）
センサス」が実施されます。
います。入場は無料です。ご家族で
シアターホール
この調査は、今後の農林業の
ぜひおいでください。
【定員】 １
５人（先着順）
政策に役立てるために５年ごと
【参加費】 1,
500円程度（テキスト代） 【日時】 1月９日（土）～１１日（祝）
に実施される極めて大切な調査
９日＝午後１時～５時
【受け付け】 １月８日（金）
です。
１０日＝午前９時３０分～午後５時
※電話受付開始は午前１０時
１月中旬から農林業を営んで
１１日＝午前９時３０分～正午
◆移動講習会
いる皆様のところに調査員が訪
文書作成（ワード）初級講習
【会場】 登米祝祭劇場 小ホール
問して、調査票に農林業の経営
【日時】 １月１
９日（火）～２
１日（木） 【問い合わせ】
状況などの記入をお願いします
午後７時～９時
教育委員会教育総務課 総務係
ので、ご協力をお願いします。
緯 0220（34）2670
【内容】 文書作成ソフト（ワード）の

1月の
夜間相談窓口開設日

基本用語、基本操作、文書作成な
どを中心に初級操作を勉強します。
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