
30Tome

緯

人　口
世帯数地区

計女男

21,80511,26310,5427,244迫

5,5352,9152,6201,821登米

7,6143,9013,7132,494東和

16,3808,4057,9754,645中田

6,8983,5263,3722,013豊里

10,4455,3765,0692,853米山

5,6412,8712,7701,579石越

9,1544,7454,4092,512南方

3,9292,0291,9001,210津山

87,40145,03142,37026,371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

人口・世帯数

（平成21年2月末現在）

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　４月３０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

　４月の
　夜間相談窓口開設日

４月の納税 など

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

※年金天引きの人は含まれません。
※口座振替の人は、通帳の残高を
確認してください。

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】　
　４月２４日（金）午後７時～
【定員】　５０人（要予約）
【受付開始】　４月７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】　
　５月１２日（火）午後７時～
【定員】　２０人（要予約）
【受付開始】　４月２１日（火）
【申し込み・問い合わせ】
　とよま蔵ジアム
　緯 0220（53）1155

　４月の
　多重債務110番の日

軽自動車税　全期
　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】　 ▼６日（月）、１３日（月）、

　２０日（月）、２７日（月）午前９時～

　午後８時 ▼１９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

納期限　４月３０日（木）

▼新しい年度がスタートしました。４月は

お花見や歓送迎会などお酒を飲む機会が多

くなります。飲酒運転はもちろん、くれぐ

れも、車の運転には気を付けましょう。 ▼

多くの人に支えられ、一年間広報担当とし

て過ごすことができました。まだまだ未熟

ですが、今年度も皆さんに親しまれる紙面

づくりを心掛けますので、広報とめをご愛

読願います。（猪股）

編集室から

　家庭犬しつけ方教室
　受講者募集

時 間場　所地区月　日

１０：００

～

正 午

迫公民館迫
４月２６日
（日）

石森ふれあい
センター

中田
５月２４日
（日）

米山Ｂ＆Ｇ
海洋センター

米山
６月１４日
（日）

石越総合支所石越
７月５日
（日）

　市では、今年度市内４カ所で「家

庭犬しつけ方教室」を開催します。

【対象】　市内在住の人と家庭犬（体

　格は中型まで）

【定員】　各地区１５組

　※ただし聴講については３０人まで

【講師】　警察犬訓練所　公認訓練士

【内容】　日本警察犬登録協会公認訓

　練士によるデモ犬の各種模範動作、

　犬のしつけ方などの相談会

【申込方法】　

　電話、ファクシミリ、電子メール。

　※ファクシミリ、電子メールの場

　合は、各総合支所地域生活課に備

　え付けの受講申込書か任意の用紙

　に氏名、住所、電話番号、受講希

　望地区、愛犬の名前を記入の上、

　家庭犬のしつけ方教室受講希望と

　明記してください。

【申込期限】　各開催日の５日前

【申し込み・問い合わせ】

　市民生活部環境課　生活環境係

　緯 0220（58）5553

　胃 0220（58）3345

　死 kankyo@city.tome.miyagi.jp

31 Apr.2009

　市営住宅入居者募集

◆迫新下谷地住宅１８号

　（迫町北方字新下谷地１１４番地）

　募集戸数　１戸（２Ｋ）

　家賃月額　3,700円～5,500円

　駐 車 場　なし

◆迫梅ノ木住宅１棟２０２号

　（迫町佐沼字八幡一丁目６番地１）

　募集戸数　１戸（３ＬＤＫ）

　家賃月額　20,200円～30,100円

　駐 車 場　なし

◆中田大柳住宅２９号

　（中田町上沼字大柳１１９番地５）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　11,600円～17,200円

　駐 車 場　あり

◆豊里下町住宅１６号

　（豊里町町浦３０１番地３８）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　24,900円～37,100円

　駐 車 場　あり

◆米山西野第一住宅６号

　（米山町西野字見通３番地１）

　募集戸数　１戸（２ＤＫ）

　家賃月額　9,700円～14,500円

　駐 車 場　なし

◆津山平形住宅２－６号

　（津山町柳津字平形７５番地１）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　13,900円～20,600円

　駐 車 場　なし

◆津山横山本町住宅９・１０号

　（津山町横山字本町１２１番地２６）

　募集戸数　２戸（２ＤＫ）

　家賃月額　23,200円～34,500円

　駐 車 場　あり

【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１５.８万円以下で

　あること（小学校就学前の子ども

　の いる世帯、身体障害者、６０歳以上

　の人については２１.４万円以下）。

　※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

　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。

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

【申込期限】　４月１５日（水）

【問い合わせ】　

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　⑤清拭剤⑥ドライシャンプー⑦食

　事用エプロン⑧消毒剤⑨ガーゼ⑩

　防水シーツ

子育て用品支給事業

【対象品目】　①紙おむつ②パンツ型

　紙おむつ③清拭剤④粉ミルク⑤布

　おむつ⑥ベビーフード⑦ベビー

　ローション⑧ベビーパウダー⑨ベ

　ビーシャンプー⑩ベビーせっけん

　⑪ベビー用洗剤

・共通事項

【取扱事業所要件】

　市内に店舗があり、その店舗で対

象品目を販売していること（対象品

目の一部でも可）。

【その他】

　随時受け付けしますので、各担当

課までお問い合わせください。それ

ぞれの事業内容および取扱方法など、

詳細をお知らせします。

【申し込み・問い合わせ】

　 ▼介護用品支給事業

　閣福祉事務所長寿介護課

　長寿社会係

　緯 0220（58）5551

　 ▼子育て用品支給事業

　閣福祉事務所子育て支援課

　子育て支援係　

　緯 0220（58）5562

　家族介護用品支給券・子育て用品

支給券を使用して、下記対象品目の

販売をしていただける事業所を募集

します。

家族介護用品支給事業

【対象品目】　①紙おむつ②おむつカ

　バー③尿取パット④使い捨て手袋

狂犬病予防注射が
行われます

　４月１３日（月）から５月１日

（金）まで、今年度の犬の登録と

狂犬病予防注射が行われます。

　各町で指定された日程・場所

で、登録と注射を済ませてくだ

さい。

【問い合わせ】

　市民生活部環境課

　生活環境係

　緯 0220（58）5553

　家族介護用品・
　子育て用品の取り扱い
　事業所を募集


