▶インフォメーション

住宅リフォーム助成事業（追加募集）のご案内
市民の住環境整備と地域経済の活性化を図るため、個人住宅のリフォーム工事に対して助成を行います。
＜補助対象者＞
③住宅エコ工事（断熱材や断熱サッシ※太陽光発
●岩沼市に住民登録し居住している住宅所有者
電、冷暖房機器、給湯器導入に係る工事は対象外）
④災害対策工事（風雪に伴う雪止め、雨どいの施
●市税等を滞納していない方
工や、土砂災害防止にための耐力壁）
＜補助対象住宅＞
⑤その他、市長が認める経費（廃棄物処理費、改
●岩沼市内にある既存住宅
修に係る設計費）
●現 に居住している専用住宅または併用住宅の居
＜受付期間＞
住部分
＜補助対象工事＞
10 月 19 日㈪～
● 20 万円（税抜）以上の住宅リフォーム工事
※予算の関係上、受付先着順になりますので、あ
  
（修繕・補修・模様替えなどの住宅の機能維持ま
らかじめご理解願います。
たは機能向上のための工事）
＜補助金額＞
●市 内に本店機能を有する法人または市内に住所
一律 10 万円
※申請用紙は市役所 3 階商工観光課に備えてあり
を有する個人事業者が行う工事
ます。
（様式は市のホームページからもダウン
●補助金の交付決定通知後に着手し、平成 28 年 3 月
ロードできます）
31 日までに所定の実績報告書などを市に提出でき
※受 付時間は、土・日曜日・祝日を除く 9 時～
る工事
17 時です。
＜対象工事一覧＞
※当事業については、ホームページでも確認でき
①生活への支障の改善工事
ます。
（手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事など）
【補助金交付申請手続きの流れ】
②住宅の長寿命化工事
①補助金交付申請書提出（見積添付）
●く 体（建設の強度に関わる基礎や柱）の改修、
②補助金交付決定通知
建具やサッシ工事、間取りの変更や増改築
③工事着手
●内装工事（壁や床および天井の改修工事、給排
④工事完了
水設備工事など）
⑤工事完了実績報告書 兼 補助金交付請求書提出
※クロス、障子、ふすま、畳、タイル石、カーテンな
⑥補助金交付（振込）
どについては、工事を伴うリフォームであれば対象。
●外装工事（屋根および外壁工事）
申請・問／商工観光課（☎内線 322・323）

臨時職員登録受付のご案内

震災対応臨時職員を募集

平成 27 年 11 月～平成 28 年 3 月に勤務するこ
とが可能な臨時職員の登録者を募集します。

被災求職者の方々を対象に、期間限定で震災対
応臨時職員として就労の場を提供します。

職種／生活支援コーディネーター
勤務内容／高齢者の生活支援体制整備業務
登録資格／介護支援専門員、介護福祉士、認知症
介護指導者（または準ずる者）の全ての資格を
有し、実務経験 10 年以上の方
賃金／日額 5,800 円（7 時間 45 分勤務）
時給 740 円（4 時間勤務～）
その他／資格証の写しを添付
受付期間／ 10 月 5 日㈪～ 23 日㈮
申込方法／履歴書を介護福祉課まで提出してくだ
さい（郵送可）
申込・問／〒 989-2427
岩沼市里の杜三丁目4番15号 総合福祉センター
（ あいプラザ ）内 介護福祉課
（☎内線 770・直通 24-3016）

職種／事務補助員・業務員
勤務内容／市内における震災関係の補助業務
賃金／事務補助員：日額 5,800 円
業務員：日額 6,000 円
※ともに 7 時間 45 分勤務（週 5 日）。
※社会保険・雇用保険加入となります。
対象／市内に住所を有し、現在求職中の方
受付期間／ 10 月 5 日㈪～ 15 日㈭※平日のみ。
雇用期間／ 11 月 2 日㈪～平成 28 年 3 月 31 日㈭
申込方法／期間内に履歴書・職務経歴書・その他
失業者であることを証明できる書類を添付して
商工観光課へ持参ください（郵送不可）
選考方法／書類審査と面接を実施し、後日結果を
通知します
問／商工観光課（☎内線 322）
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調査票の記入は お済みですか？
■ 10 月上旬から、総務大臣から任命された国勢調査員が、皆さまのお宅へ
調査票の回収に伺います。
■調査票の内容を知られたくない場合は、調査票を封筒に入れ、封をしてお渡しく
ださい。この場合、調査員が開封する事はなく、封をしたまま市に届けられます。
■郵送で提出された方は、そのことを調査員にお伝えください。
■統計法に基づいて行われる国勢調査は、日本に住んでいる全ての人が対象
であり、回答が義務付けられています。
■国勢調査員をはじめとする調査関係者には、守秘義務があり、調査内容の
秘密は保護されます。
■調 査票が届いていないときは、総務課情報統計係（☎内線 508・517）
までご連絡ください。
調査票へのご回答と提出をよろしくお願いします。
～今を知り 明日をよくする 国勢調査～（平成 27 年国勢調査標語）
◆調査についてのお問い合わせは国勢調査コールセンター

☎ 0570-07-2015

IP 電話の場合／☎ 03-4330-2015 設置期間／ 10 月 31 日まで（土・日・祝日も利用できます）
受付時間／８時～ 21 時まで
※おかけ間違いのないようにご注意ください。 ※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、全
国一律に市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合、それぞれ所定の通話料金となり
ます。 ※ IP 電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。
問／総務課情報統計係（☎内線 508・517）

総合体育館10月行事予定
5 日㈪、26 日㈪

施設設備点検・修繕日

12 日（月・祝）、18 日㈰

市民開放デー

3 日㈯（メイン）仙南小学生バレーボール選手権大会
ひよこ園・第二ひよこ園・ぱすてる三園合同親子運動会
（サブ）
4 日㈰（メイン）
岩沼市長杯総合スポーツ大会（硬式空手道）

15 日㈭（メイン・サブ）
第 47回市老連スポーツ大会
17 日㈯（メイン・サブ・卓球室）
第 56回宮城県市町村職員バレーボール大会
25 日㈰（サブ） 
（公社）日本空手協会仙南地区空手道選手権大会

※詳しくは、当館発行の行事予定表、または岩沼市のホームページをご覧ください。
問／総合体育館 ☎ 24-4831

陸上競技場10月行事予定
2 日㈮
名取支援学校

校内マラソン大会

4 日㈰（雨天決行）
岩沼市長杯総合スポーツ大会
（サッカー小学生の部、女子の部）
6 日㈫（予備日 7 日㈬）
名取高校 校内陸上大会
9 日㈮（予備日 13 日㈫）
岩沼西中学校体育祭
12 日（月・祝）
仙台南地区三地区中学校新人大会サッカー競技

14 日㈬〈小雨決行〉
（予備日 19 日㈪）
岩沼市長杯総合スポーツ大会（グラウンド・ゴルフ）
17 日㈯、18 日㈰
F. ライオンズカップ（サッカー）
24 日㈯
 沼市スポーツ少年団世代間交流グラウンド・ゴルフ大会
岩
25 日㈰（予備日 11 月 1 日㈰）
第 38 回片町町内会グラウンド・ゴルフ競技大会
25 日㈰（予備日 11 月 22 日㈰）
大手町親和会グラウンド・ゴルフ大会

※詳しくは、陸上競技場・総合体育館にお問い合わせください。
問／陸上競技場 ☎ 24-1242 総合体育館

15

広報いわぬま2015.10月号

☎ 24-4831

