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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) へ

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申  　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

暮らしの情報案内板

Advertisement広告欄

●入居者資格
　①同居または同居しようとする親族があること
　②世帯の収入が基準額を超えないこと
　③現在、住宅に困窮していること
　④市税を滞納していないこと
　⑤暴力団員でないこと
●申込方法
　12 月 13 日（木）から 25 日（火）までに、備え付
　けの申込書に必要な書類を添えて、建設部都市計画課
　または行政局産業建設課にお申し込みください。
※申込者多数の場合は、抽選となります。
※その他、随時申込み受付可能な団地もありますので、
　詳しくは都市計画課または各行政局産業建設課までお
　問い合わせください。

※家賃は収入に応じて変わります。

問・申

滝根行政局 産業建設課 (78-1205
大越行政局 産業建設課 (79-2194
常葉行政局 産業建設課 (77-2356
建設部 都市計画課　　 (82-1114

市営住宅入居者募集

菅谷団地（滝根）
●部屋番号　7 号（2 階）
●建築年　昭和 52 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,100 円～

神俣団地２（滝根）
●部屋番号　21 号（4 階）
●建築年　昭和 58 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　15,100 円～

広瀬団地（滝根）
●部屋番号　12 号（2 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　11,300 円～

久保田団地（大越）
●部屋番号　1-204 号（2 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,400 円～

求中団地（大越）
●部屋番号　105 号（1 階）
●建築年　平成 8 年
●構造　中層耐火３階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　16,600 円～

本坊団地（常葉）
●部屋番号　1-7 号（4 階）
●建築年　昭和 57 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　14,100 円～

本坊団地（常葉）
●部屋番号　1-8 号（4 階）
●建築年　昭和 57 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　14,100 円～

備前作（常葉）
●部屋番号　1-7 号（4 階）
●建築年　昭和 56 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　13,700 円

船引馬場（船引）
●部屋番号　2 棟 20 号（4 階）
●建築年　昭和 49 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３Ｋ
●駐車場　無
●家賃　10,200 円
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食品を残さず食べよう
「３０１０運動」

市では平成 24 年度以降、ごみの量
が増加しています。原因の一つとし
て、飲食店や事業所から排出される
生ごみの増加があります。全国では
食べ残しなどの食品廃棄物（食品ロ
ス）が、年間 500 万トン以上処分
されています。
この食品ロスを削減するため、全国
の自治体で「３０１０運動」が進め
られています。

これから宴会が多くなる季節。皆さ
んのご協力をお願いします。
問市民部 生活環境課　(81-2272

環
境

【３０１０（さんまるいちまる）運動】
宴会等での食べ残しを少なくするた
め、開始後 30 分間と終了前 10 分
間は、自席で食事を楽しむ取り組み
です。

まごころありがとうございます 次の方から市に寄付をいただきました

◆外山 勝敏さん（福岡県）　寄付金（ふるさと納税）
◆栗田 和好さん（東京都）　寄付金（ふるさと納税）
◆竹中 賢吉さん（兵庫県）　寄付金（ふるさと納税）
◆下村 麻美さん（鹿児島県）　寄付金（ふるさと納税）
◆伊藤 正美さん（茨城県）　寄付金（ふるさと納税）
◆菅 万昌さん（大阪府）　寄付金（ふるさと納税）
◆杉本 良太さん（兵庫県）　寄付金（ふるさと納税） 

◆渡辺 正さん（埼玉県）　寄付金（ふるさと納税）
◆岡山操山ライオンズクラブ・田村ライオンズクラブ
　（岡山県・船引町）　物品
◆ＮＰＯ法人チームふくしま（福島市）　物品
◆佐久間 辰一さん（大越町）　物品
◆㈱ミツバ（船引町）　物品
◆㈱イーライフたむら（常葉町）　物品

高 齢 者 を 支 援

◆ 高齢者住宅改修助成事業
●　対象者　　要介護認定者でない 65 歳以上の高齢者がいる世帯で、
　　　　　　生計中心者の所得額が児童手当所得制限限度額以下の方
●　事業内容　手すり、段差解消（バリアフリー）、たたみから床への変更、スロープの設置、
　　　　　　ドアから引き戸への変更、和式トイレから洋式トイレへの変更などの工事代金を補助します。
●　補助金額　工事代金の９割（18 万円が上限）。１割は自己負担となります。

高齢者がより安心して過ごせるよう、高齢者を支援する事業を行っています。ぜひ申請してください。

◆ 高齢者日常生活用具給付事業
●　対象者　　低所得の 65 歳以上の高齢者で、心身機能の低下した高齢者や寝たきり高齢者等
●　事業内容　台所などに電磁調理器や自動消火器、火災警報器等を設置します。
●　負担額　　生活保護や前年所得税非課税の世帯は、基準価格内で負担額がありません。
　　　　　　そのほか前年所得税課税年額に応じて負担額が決められます。

◆ 緊急通報システム事業
●　対象者　　65 歳以上のひとり暮らし高齢者、
　　　　　　寝たきり高齢者等を抱える高齢者のみの世帯、
　　　　　　ひとり暮らしの重度身体障がい者
●　事業内容　緊急時には電話回線に取り付けたシステム機器で応答します。
　　　　　　そのほか、週１回の安否確認、健康や身の回りの心配ごとを相談できます。
●　負担額　　生活保護、前年所得税非課税世帯は負担額がありません。
　　　　　　そのほか、前年所得税課税年額に応じて負担額が決められます。

 問・申保健福祉部 高齢福祉課　(82-1115　各行政局市民課、各出張所

針湯荘からのお知らせ

【臨時休館】
館内設備点検のため、12 月 13 日

（木）は休館となります。

【忘年会・新年会でご利用を】
忘年会・新年会で針湯荘をご利用し
てみませんか？
料理の内容など、できる限りご要望
に沿いたいと考えています。
一人あたり 3,000 円以上の料理を
ご注文いただければ、送迎も可能で
す。
また、ご入浴のみ、お食事のみでも
ぜひご利用ください。

問老人憩の家針湯荘　(78-2010
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たむら市政だより広告（有料）募集中
●掲載位置　　表紙・裏表紙を除く各ページの最下段
●申込方法　　所定の申込書に広告原稿を添えて提出
●規格　　　　１号広告…縦 45.5 ㎜×横 170mm
　　　　　　　２号広告…縦 45.5 ㎜×横 82.5mm
●広告料　　　１号広告…２０, ０００円（１回）
　　　　　　　２号広告…１０, ０００円（１回）
●締め切り　　各号発行日（毎月１日）の２０日前まで
●その他　　　詳しくは、 総務部 総務課(81-2135 へ
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