市営住宅入居者を募集しています

男女共同参画推進フォーラム

市営住宅入居者を募集しています
団地名（間取り／募集予定戸数）
団地名（間取り／募集予定戸数）

考えよう 私の生き方 社会のあり方

番
号

番
号

①

②

小保団地（3DK ／ 3 階・2 戸）

③

道海島団地（2LDK[60ﾀｲﾌﾟ] ／ 3 階・1 戸）

酒見団地（3DK ／ 3 階・1 戸）

④

道海島団地（2DK[50ﾀｲﾌﾟ] ／ 4 階・1 戸）

酒見団地（3DK ／ 5 階・1 戸）

⑤

道海島団地（3LDK[70 身障ﾀｲﾌﾟ] ／ 1 階・1 戸）

※⑤は「常時車椅子が必要な人とその家族」のみ申込可
入居申込資格 ▶現に同居し、または同居しようと
する親族がある人（高齢者・障害者などは、①④に

でない人▶原則として、平成 28 年 3 月末までに入
居可能な人▶連帯保証人を立てることができる人

限り単身者でも入居できる場合があります。
）▶収入 （単身で入居する場合は身元保証人も必要）
基準にあう人（一般世帯＝月収額 15 万 8 千円以下、 申込み時に必要なもの 52 円のハガキ・印鑑
裁量世帯＝月収額 21 万 4 千円以下。裁量世帯とは
※ひとり親世帯、老人世帯、障害者世帯、引揚者世帯、
高齢者世帯・障害者世帯・中学生以下の子がいる世
多回数落選（補欠）世帯には、抽選時に優遇措置が
帯・新婚世帯など。月収額は入居予定者全員の所得
あります。確認できるもの（児童扶養手当証書、ひ
の合計額から諸控除の合計額を差し引き 12 で割っ
とり親家庭等医療証、障害者手帳、落選ハガキなど）
た金額のこと▶現在住宅に困っている人▶地方税、 を持参してください。
水道料金および過去に市営住宅へ入居し現に家賃を
申込書配布・受付期間 2 月 1 日㈪〜 2 月 9 日㈫、
滞納していない人▶過去、市営住宅を不正に使用す
8 時 30 分〜 17 時 15 分（㈯・㈰・㈷を除く）
るなど、そのことで明渡しの請求を受け退去したこ
抽選会 2 月 24 日㈬
とがない人▶円満に共同生活ができる人（ペットは
不可） ▶家賃 3 か月分の敷金が払える人▶暴力団員
申込・
市都市計画課建築係 ℡85‐5604

久留米広域
新連携

ビジネスセミナー

全員参加型コラボセミナー＆ビジネスマッチング交流会

小保・榎津
き
藩境まち歩

江戸時代に久留米藩（有
馬）と 柳 河 藩（立 花）の
藩境のまちとして栄えた
小 保・榎 津 地 区 を、ボ ラ
ンティアガイドがご案内
します。歴史の情緒を感
じながら、故郷の魅力を
再発見してみませんか？
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℡092-739‐5357
Fax092-533-5330

定員
20名
申込締切 開催日の２日前まで
参加費
500円（組子体験費）
コース
藩境の町並み（旧吉原家・高橋家住宅ほか）
申込・
大川観光情報センター ℡87ｰ0923
（ヴィラ・ベルディ1F、月曜定休）

2月6日㈯、
18時〜20時20分（受付17時30分〜）
市文化センター小ホール
200名

※託児あり
（1月25日までに要申込）、
手話通訳あり
市企画課女性・総合政策係

℡85ｰ5553

●第1部 寸劇
「むかしばなし」
「家庭の中で」
「地域の中で」
●第2部 シンポジウム

コーディネーター＝中嶋玲子さん（福岡県男
女共同参画センター元館長）、パネリスト＝江
藤義行さん（大川商工会議所副会頭）、木下寛
士さん（若津幼稚園保護者会元会長）、酒見久
子さん（宮内町公民館前館長）
●第3部 まとめ

木の香マラソンにご声援を
全国各地から約1,800名のランナーが参加されま
す。温かいご声援をお願いします。
日時 2月28日㈰ 9時30分開会
場所 筑後川総合運動公園グラウンド周辺
コース ▶3㎞コース（中学生）＝10時10分スター

ト、運動公園堤防折り返し▶1.5㎞コース（小学生）＝
10時15分スタート、運動公園内一周▶1.5㎞コース
（ファミリー）＝10時17分スタート、運動公園内一周
▶10㎞コース（一般）＝11時スタート（筑後川沿い
〜早津江川沿い、大野島校区一周）▶５㎞コース（一
般）＝11時20分スタート
（筑後川沿い折り返し）

パブリックコメント

意見募集を実施

市では、男女共同参画社会を実現するための施策
を総合的・計画的に実施することを目的とした「第２
次大川市男女共同参画計画・後期実施計画」の策定
に取り組んでいます。
これまでの施策の実施状況や市民意識調査の結
果、大川市男女共同参画推進協議会からの提言など
を踏まえ、
「第２次大川市男女共同参画計画・後期実
施計画（案）」をまとめましたので、市民のみなさんか

らのパブリックコメント
（意見の募集）
を行います。

閲覧場所 市企画課女性・総合政策係、市ホーム
ページ
募集期間 2月1日㈪〜2月15日㈪
提出方法 住所、氏名（または団体名とその代表者
名）、電話番号を明記のうえ、
ＦＡＸ、郵送、
メールまた

は直接持参のいずれかの方法で提出（直接持参の場
合、
平日8時30分〜17時15分）
※口頭による意見は受付できません。
※個別の回答はしませんので、
ご了承ください。
提出先・
市企画課女性・総合政策係
℡85ｰ5553 Fax88ｰ1776
E-mail:okwjosei̲k@city.okawa.lg.jp

385

三橋大川BP全線開通

このたび、柳川市東蒲池〜大川市大字下木佐木区
間の未供用区間が完成し、
２月７日㈰に開通します。
これにより、国道385号三橋大川バイパスの柳川
市三橋町柳河〜大川市大字下木佐木区間の延長
3.86ｋｍが全面開通し、交通渋滞の解消、歩行者の
安全性や利便性が図られます。

バイパス

木室小

※今回から児童や家族で参加できる種目を増やしました。
N

10㎞コース
5㎞コース

5㎞コース
折り返し
●

大野島

津江橋

早

佐賀県側

大野島小
大野島コミセン

スタート・
ゴール地点

第2給水所

新田大橋

3㎞コース折り返し
筑後川

中小企業事業推進機構

藩境のまち広場休憩所

日時
場所
定員

早津江川

どを学び、参加者間の連携・意見交換などができ
るセミナーです。※申込締切 2 月 16 日㈫ 17 時

集合場所

2月7日㈰、3月6日㈰
10時〜12時

めるために、
これからの生き方や社会のあり方を、一
緒に考えてみませんか？

第1給水所

開催日
時間
性別・年齢・業界を問わず「他地域との連携」
「新
たなビジネスアイデアや課題解決方法の発見」な

知っとんね!大川

どうすれば住みよい・暮らしやすい大川市になる
のでしょうか。あらゆる分野へ男女共同参画をすす

第2次大川市男女共同参画
計画・後期実施計画（案）への

●
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