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９日＝柳渕つよし
勝 一（司法書士）
２２日＝及川毅（弁護士）
夜間相談窓口開設日
雑多重債務１１０番の日
【日時】 葛９月１２日（月）、２６日（月）
午前９時～午後７時
納税に関する相談に応じます。
※この日以外でも相談受付を行っ 【日時】 ９月２
９日（木）
ています。
午後８時まで
受付時間＝午前８時３０分～午後５ 【場所】 市役所迫庁舎１階
時 （土曜・日曜・祝日を除く）
総務部税務課 徴収対策係
【場所】 市役所中田庁舎２階
【問い合わせ】
【相談料】 無料
総務部税務課 徴収対策係
緯 0220（22）2169
【相談専用電話番号】
緯 0220（34）2308
【問い合わせ】
障害者しごと相談
９月の普通救命講習会
産業経済部商工観光課
商工業振興係
緯 0220（34）2734
【相談日時】 ９月２
９日（木）
午前 ①９時３０分～ ②１１時～
【日時】 ９月１８日（日)
午後 ①１時３０分～ ②３時～
午前９時～正午
【場所】 県東部保健福祉事務所
【場所】 消防防災センター
登米地域事務所（登米保健所）
【申込期限】 ９月１２日（月）まで
【相談担当】 障害者就業・生活支援
【申込方法】 消防署・各出張所に備
センター「ゆい」
え付けてある受講申込書に必要事
項を記入の上、直接提出または電
【申し込み・問い合わせ】
税務課からのお知らせ
話で申し込みください。
障害者就業・生活支援センター
「ゆい」
【問い合わせ】
緯 0220（21）1011
消防署救急係
東日本大震災に係るり災証明書お
福祉事務所生活福祉課
緯 0220（22）2119
よび被災証明書の申請受付を３月２２
障害福祉係
日から開始し、現在まで約4,
500件
緯 0220（58）5552
自転車を
の調査を終えましたが、各種支援事
※この日以外でも相談を受け付け
業の総事業量を把握するため、次の
ていますので、ご連絡ください。
利用している皆さんへ
期日をもって申請の受け付けを終了
佐沼警察署では、自転車利用
します。
多重債務者無料法律相談
者の交通事故防止ために「セー
震災により被害を受け証明書が必
フティ・サイクル・さぬま」を
と多重債務110番の日
要な場合は、早めに申請するようお
実施しています。
願いします。
【実施期間】
雑多重債務者無料法律相談
【申請期限】 ９月３０日（金）
８月１日
（月）～１
２月３１日
（土）
【日時】 ９月９日（金）、２
２日（木） 【申請場所】
【内容】
総務部税務課
（市役所迫庁舎１階）
午後１時１
５分～４時１
５分
悪質な自転車利用者の指導・
および各総合支所市民課
【場所】 迫にぎわいセンター
取り締りの強化や、交通安全
※事前に予約が必要です。
【問い合わせ】 総務部税務課
教室の実施
緯 0220（22）2163
【担当弁護士・司法書士】
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駐車場 あり
者
（１～４級）
・精神・知的障がい者は
【募集対象者】
単身入居することができます。
市営住宅入居者募集
現に住宅に困っている世帯
③入居者全員に市税の滞納がない
【入居資格】
こと。
◆迫梅ノ木住宅２棟104号
①入居収入基準が15.
8万円以下で
④現に市営住宅に入居している人
（迫町佐沼字八幡一丁目６番地１）
あること（小学校就学前の子ども
は、申し込みできません。
募集戸数 １戸
（３ＬＤＫ）
のいる世帯、身体障がい者、６
０歳
⑤申込者または同居予定者が暴力
以上の人は２
１.
4万円以下）。
家賃月額 20，200円～30，100円
団員でないこと。
駐車場 なし
※収入基準の算出は、入居予定者 【申し込み】 各総合支所市民課（中
◆迫南元丁住宅２号（母子世帯のみ）
田総合支所を除く）および建設部
の合計所得から世帯主以外の入居
（迫町佐沼字南元丁８８番地２）
住宅都市整備課で受け付けします。
予定者１人につき３８万円を控除し、
※各住宅に重複して申し込みする
募集戸数 １戸
（２Ｋ）
１２カ月で割った金額。
ことはできません。
家賃月額 2，600円～3，900円
②同居する親族がいること（婚姻
駐車場 なし
【申込期限】 ９月１
５日（木）
予定も可）。
◆津山北沢住宅４号
※原則として単身での入居はでき 【問い合わせ】
（津山町横山字本町１２
１番地３０）
建設部住宅都市整備課
ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、
募集戸数 １戸
（３ＤＫ）
住宅管理係
特例として平成１８年４月１日現在
家賃月額 11，100円～16，500円
緯 0220（34）2316
で５０歳以上の人も可）
、身体障がい

定住促進住宅入居者募集のお知らせ
これまで市では、東日本大震災により被災者を対象に応急仮設住宅の代替えとして定住促進住宅の提供を行って
きましたが、今回より一般募集を実施することになりました。
【募集住宅】

【家賃（月額）】

住 宅 名
募集戸数
豊里定住促進住宅
１戸
（豊里町小口前１
８５番地４）
中田定住促進住宅
１戸
（中田町石森字前田８８番地１）
石越定住促進住宅
２戸
（石越町南郷字舘前１
７６番地１）

階

数

間取り

４階

３ＤＫ

３階

２ＤＫ

５階

３ＤＫ

間取り
階数

２ＤＫ
（中田）

３ＤＫ

５階

20,
800円

25,
900円

４階

22,
100円

27,
500円

１階～３階

24,
500円

30,
500円

駐車場料金
月額
2,
000円
（１台のみ）

【入居資格】
行する所得証明書、または源泉徴収票（写）、雇用主
の発行する雇用証明書のいずれか直近のもの１通）
①市内に定住を希望し、住宅を必要としている人。
世帯全員の住民票の写し
②市税を滞納していないこと。
納税を明らかにする書類（市町村が発行する前年
③暴力団員でないこと。
の納税証明書もしくは非課税証明書）
④年収
（賞与および利子所得などで継続的な収入を含む）
の１２分の１の額が、家賃の３倍以上であること。
【申込期限】 ９月１
５日（木）期限厳守
※募集戸数に満たない住宅については、１６日以降か
【申込みに必要な書類】
ら従来のとおり随時募集とします。
定住促進住宅入居申込書
※住宅都市整備課および各総合支所窓口（中田総合支所 【申し込み・問い合わせ】 建設部住宅都市整備課
を除く）または市ホームページに掲載
住宅管理係 緯 0220（34）2316
収入がある人全員分の所得を証する書類（市町村の発
※郵送による申し込みは受け付けません。
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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」
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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」
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