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住宅名 小学
校区 戸数 間取り 家賃（円） 単身

入居

松山（下谷町） 高梁 １ ３ＤＫ (6・6・6） 19,900 ～ 39,200（駐車場 1,500） ×

頼久寺（頼久寺町） 高梁 １ ２ＬＤＫ（6・6） 19,000 ～ 37,400（駐車場 1,500） ○

内山下第２（内山下） 高梁 １ ２ＤＫ (3・6） 9,900 ～ 19,500 ○

下谷（下谷町） 高梁 １ ３ＬＤＫ (6・6・4.5） 24,100 ～ 47,300（駐車場 2,000） ×

下谷（下谷町） 高梁 １ ３ＬＤＫ (6・6・4.5） 24,100 ～ 47,300（駐車場 1,500） ×

小瀬（落合町阿部） 落合 ２ ３ＤＫ (4.5・6・4.5） 11,700 ～ 23,400 ×

小瀬（落合町阿部） 落合 １ ３ＤＫ (6・6・6） 13,100 ～ 25,800 ×

市場第１（有漢町有漢） 有漢西 １ ３ＤＫ (6・6・8） 17,000 ～ 33,300（共益費 3,300） ○

横見第１（有漢町有漢） 有漢東 １ ３ＤＫ (6・6・6） 19,200 ～ 37,700（共益費 3,300） ○

横見第３（有漢町有漢） 有漢東 ２ ３ＤＫ (6・6・6） 20,400 ～ 40,000（共益費 3,300） ○

栄町（成羽町下原） 成羽 １ ３ＤＫ (6・6・6） 16,000 ～ 31,500（共益費 3,300） ○

星原第１（成羽町星原） 成羽 １ ３ＤＫ (6・6・6） 16,400 ～ 32,200（共益費 3,300） ○

妙見（成羽町下原） 成羽 １ ３ＤＫ (6・6・6） 17,800 ～ 35,000（共益費 3,300） ○

地頭第１（川上町地頭） 川上 １ ３ＤＫ (6・8・6） 18,800 ～ 36,900 ○

市営住宅

１月の市営住宅入居者募集のお知らせ
　市営住宅…16 戸　単独住宅…２戸
◆申し込み受付期間…１月 25 日（月）から２月５日（金）まで
◆入居者抽選会（単独住宅のみ）
　　　　　　　　２月 17 日（水）午後１時 30 分から（市役所にて）

◆入居者資格
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。

住宅名 小学
校区 戸数 間取り 家賃（円） 単身

入居

高梁団地（落合町阿部） 落合 ２ ３ＤＫ (6・6・4.5） 30,000（定額）（駐車場 2,500） ×

市営単独住宅
◆入居者資格
①政令月収が 10万 4千円を超える　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１人必要です。
※政令月収…入居しようとする人全員の所得の合計額から扶養控除等を行い、12で除した額

問 まちづくり課住宅係 ☎ 21- ０２３７

非常勤嘱託職員・臨時職員 の募集
問 総務課職員係 ☎ 21- ０２０５

募集職種 受　験　資　格 採用予定人員 試験日・試験会場

非常勤嘱託職員
（斎場業務従事職員）

平成28年４月１日現在において65歳未
満で、普通自動車（ＡＴ限定免許除く）の
運転免許を有し、運転が可能で健康な人

１人
◆試験日…２月 10日（水）
◆試験会場…市役所４階
会議室１・２

臨時事務員
（地域局勤務）

以下の条件をすべて満たす人
1．�昭和55年４月２日以降に生まれた人で、
高等学校卒業程度の学力を有する人

2．�各地域のまちづくりに情熱をもってあ
たれる人

成羽地域局1人
備中地域局1人
（計２人）

◆試験日…２月中～下旬頃
※詳細は応募者に別途通知

◆受付期間…２月５日（金）までの午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日曜日・祝日の閉庁日は除く）
◆受付場所…総務課職員係（〶 716-8501　高梁市松原通２０４３番地）
◆申込用紙の配布場所…総務課、各地域局、各地域市民センター
　　　　　　　　　　　※市ホームページからもダウンロードできます。
◆郵送による申し込み…２月３日（水）の消印まで有効とします。

募集職種 受　験　資　格 採用予定人員 試験日・試験会場

一般廃棄物処理施設
維持管理業務従事職員

平成 28 年４月１日現在において 65 歳
未満で、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、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

◆試験日…２月 12日（金）
（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５日（金）までの午前8時30分～午後５時15分（土・日曜日・祝日の閉庁日は除く）
◆受付場所…高梁地域事務組合事務局（〶 716-0047　高梁市段町７４８番地）
◆申込用紙の配布場所…高梁地域事務組合事務局
◆郵送による申し込み…２月３日（水）の消印まで有効とします。

高梁地域事務組合 非常勤嘱託職員の募集
問 高梁地域事務組合事務局 ☎ 22- ４６５１

募集職種 受　験　資　格 採用予定人
員 試験日・試験会場

社会教育指導員
平成 27年度高梁市教育委員会非常
勤嘱託職員採用試験実施要項によ
ります。

１人 ◆試験日…２月 10日（水）
◆試験会場…市役所４階会議室３

◆受付期間…２月５日（金）までの午前8時30分～午後５時15分（土・日曜日・祝日の閉庁日は除く）
◆受付場所…学校教育課 総務係（〶 716-8501　高梁市松原通２０４３番地）
◆申込用紙の配布場所…学校教育課総務係、各地域局
◆郵送による申し込み…２月３日（水）の消印まで有効とします。
※詳細については、高梁市教育委員会非常勤嘱託職員採用試験実施要項をご覧ください。

教育委員会 非常勤嘱託職員の募集
問 学校教育課総務係 ☎ 21-１５００
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