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　Information - 行政情報

　まちづくり課からのお知らせ

 市営住宅の入居者を募集します
○市営住宅募集　申込受付期間【１月 23日㈮～２月５日㈭】
◆入居資格…①所得要件に該当する　②現在住宅に困っている
　　　　　　③市町村税を滞納していない　④暴力団員でない
　　　　　　※入居に際しては、保証能力のある連帯保証人が２人必要です。

○市営単独住宅募集　申込受付期間【１月 23日㈮～２月５日㈭】
◆入居資格…①政令月収が１０万４千円以上ある　②市町村税を滞納していない　③暴力団員でない
　　　　　　④市営住宅の家賃および割増賃料を滞納していない
　　　　　　※入居に際しては、保証能力のある連帯保証人が２人必要です。

　高梁地域事務組合からのお知らせ

平成 27 年度採用の非常勤嘱託職員を募集します

募集業種 受験資格 採用人員 試験日・会場 受験申込の受付期間と手続き
一般廃棄
物処理施
設維持管
理補助業
務従事職
員

平成 27 年 4 月 1 日現在に
おいて 60 歳以下で、組合
が所有するごみ焼却処理施
設、粗大ごみ処理施設、リ
サイクルプラザ、一般廃棄
物最終処分場およびし尿処
理施設の５施設に係る技術
管理者の資格を有し、２年
以上廃棄物の処理に関する
技術上の実務に従事した経
験を有する人

１人
（予定）

◆試験日
 ２月 27 日㈮
・受付 午前８時 30 分～ 40 分
・試験 午前８時 45 分～

◆試験会場
高梁地域事務組合
クリーンセンター会議室

（段町 748）

◆受付期間
２月 20 日㈮までの午前 8
時 30 分～午後 5 時 15 分
※土・日曜日、祝日は除く

◆受付・申込用紙の配布場所
〒 716-0047 高梁市段町 748
高梁地域事務組合　事務局

■問い合わせ　　高梁地域事務組合　☎ 22- ４６５１

　平成 27 年４月１日採用予定の一般廃棄物処理施設の維持管理業務補助従事職員
（非常勤嘱託職員）を次のとおり募集します。

○業務内容…一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的な補助業務等

　消防署からのお知らせ

新型の救急自動車を配備しました
　平成 15 年式の高規格救急車の更新に伴い、昨年 12 月から新型救
急車の運用を開始しました。新型救急車は、中山間部の地域性を考
慮して、現在運用している高規格救急自動車と比較して車両の幅・
長さを小さくした構造とし、小回りの利く車両としました。さらに、高規格救急車と同程度の高度救命処
置用資機材を積載しています。今後も安心・安全な高梁市を目指し救命率の向上に努めていきます。

■問い合わせ　　警防課消防係　☎ 21- ０１２４

住宅名 小学校区 戸数 間取り 家賃 単身入居

松山（下谷町） 高梁 １ 3DK(6・6・6) 19,900 円～ 39,200 円
（駐車場 2,000 円） ×

松山（下谷町） 高梁 １ 2DK(6・4.5) 14,600 円～ 28,600 円
（駐車場 1,500 円） ○

頼久寺（頼久寺町） 高梁 １ 3DK(6・6・6) 20,200 円～ 39,700 円
（駐車場 1,500 円） ×

下谷（下谷町） 高梁 １ 3LDK(6・6・4.5) 24,200 円～ 47,500 円
（駐車場 1,500 円） ×

肉谷（高倉町田井） 津川 １ 2LDK(6・6) 19,000 円～ 37,300 円 ○

上谷第２（上谷町） 高梁 １ 2LDK(6・6) 19,500 円～ 38,300 円
（駐車場 1,500 円） ○

小瀬（落合町阿部） 落合 2 3DK(4.5・2F：6・4.5) 11,600 円～ 23,300 円 ×

横見第１（有漢町有漢） 有漢東 １ 3DK(6・6・6) 19,600 円～ 38,500 円
（共益費 3,200 円） ○

横見第２（有漢町有漢） 有漢東 １ 3DK(6・6・6) 20,000 円～ 39,200 円
（共益費 3,200 円） ○

長屋（備中町長屋） 富家 １ 3LDK(6・6・6) 22,700 円～ 44,500 円
（共益費 3,200 円） ○

住宅名 小学校区 戸数 間取り 家賃 単身入居 抽選会
ファミリーハイツ星原

（成羽町星原） 成羽 １ 3LDK(6・6・4.5) 43,000 円（定額）
（共益費 3,200 円） × ○入居者抽選会

２月 20 日㈮

　この他にも、市営住宅 41 件、単独住宅 55 件程度の先着順で受け付けしている空き住宅がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ　　まちづくり課住宅係　☎ 21- ０２３７

　選挙管理委員会からのお知らせ

岡山県議会議員選挙　☆投票日は４月 12 日㈰です☆

■問い合わせ　　高梁市選挙管理委員会事務局　☎ 21- ０２５５

　４月 29 日㈬に任期満了となる岡山県議会議員選挙が、４月３日㈮告示、４月 12 日㈰投票の日程で行
われます。
　高梁市選挙区から選出する議員の定数は１人となっています。

○立候補予定者説明会
　立候補予定者説明会を次のとおり開催します。立候補を予定される人、またはその責任者は出席してください。
　　◆日　時　２月 16 日㈪　午後１時 30 分～
　　◆場　所　高梁市役所　第５会議室（別館３階）
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作品募集中　（募集締切 ： １月３０日㈮）

⇒募集要項等の詳しい内容については、【募集チラシ】をご覧ください。募集チラシは、各地域局・各
地域市民センターなどに備えています。また、市ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

■問い合わせ　　　秘書政策課公聴広報係　☎ 21- ０２１０　


