募集

町の魅力を再発見してみませんか

函南町タウンウォッチング
実施団体

募集

６月上旬入居予定です

募集

目指すは３連覇！！

問合先／管財課（979-8104）

少子高齢化の進行や、伊豆縦貫自動車道東駿河
湾環状道路の開通などの新たなインフラ整備や土
3.673㎞

中学・高校生（女子）

第 ２ 区間

1.903㎞

小学生（男子）

ました。今後も都市として自立・維持していくた

第 ３ 区間

1.715㎞

小学生（女子）

めに、将来を見据えたまちづくりに関する４つの

第 ４ 区間

3.549㎞

中学・高校生（女子）

計画を策定しました。

第 ５ 区間

6.478㎞

高校生（男子）

○入居可能日

第 ６ 区間

4.288㎞

40 歳以上（男女不問）

６月上旬

第 ７ 区間

3.564㎞

中学生（男子）

第 ８ 区間

3.02 ㎞

中学生（女子）

○冷川 186 号室（桑原 1295-14）
：昭和 48 年
築（１階：台所、浴室、トイレ、２階：４畳、６畳）
※照明、換気扇、湯沸器などは各自持ち込み

○対象
（次の条件を全て満たす人）

町のバスで町内をめぐり、公共施設などを見学

①同居する親族がいる（入居３か月以内の結婚予

第 ９ 区間

1.67 ㎞

小学生（男女不問）

する「函南町タウンウォッチング」を実施してい

定可）。60 歳以上または障害者などは単身も可

第 10 区間

3.0 ㎞

一般（女子）

ます。町のことを知り、ふるさとの魅力を再発見

②申込者・同居者の過去１年間の所得金額（所得

第 11 区間

4.31 ㎞

中学・高校生（男子）

してみませんか。お気軽にお問い合わせください。

税法による算出）から控除を引き、12 で割っ

第 12 区間

5.025㎞

一般（男子）

○対象

た額が 158,000 円以下。裁量世帯（身体障害者、

・中学・高校生… 平成 13 年４月２日〜平成 19 年４月１日生まれ

入居者・同居者全員が 60 歳以上、中学生未満

・一般…平成 13 年 11 月 30 日以前に生まれた人（高校生を除く）

の同居者がいる世帯など）は 214,000 円以下。

・40 歳以上…昭和 54 年 11 月 30 日以前に生まれた人

函南町民で構成された 15 人〜 38 人の団体
（自治会、子ども会、老人会など）

問合先／都市計画課（979-8117）

第 １ 区間

階：台所、浴室、トイレ、２階：4.5 畳、６畳）

▲昨年のタウンウォッチングの様子

まちづくりに関する
各種計画を策定

問合先／生涯学習課（979-1733）

○募集住宅
○塚本５号室（塚本 108-1）
：昭和 49 年築（１

地利用が進み、町を取り巻く状況は大きく変化し

計画の詳細などはホームページをご覧いただく
か、都市計画課へお問い合わせください。

○策定計画
○函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版
○函南町立地適正化計画
○函南町景観計画
○函南町空家等対策計画

募集

出店希望者はお申し込みください

不用品の再利用とごみの減量
「フリーマーケット」

③住居に困窮していることが明らか

○期間
５月 27 日（月）〜 2020 年２月 28 日（金）
（土曜・日曜・祝日を除く）

○参加費
無料（施設の入場料や使用料は実施団体で負担）

○見学先
町内の公共施設のうち、団体が希望する施設
※町のバスを使用し、半日で見学できるコース
を作成してください。

○申込み
申込用紙に記入し、企画財政課へお申し込みく

④町内在住者または在勤者
⑤町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康
保険税の滞納がない
⑥連帯保証人がいる（函南町民で入居者同等の
収入があり、町民税所得割額または固定資産
税を納めている身元の確実な人）
⑦暴力団員でない

○申込書の配布と受付期間

県庁前〜草薙陸上競技場

○対象
町内在住、在勤の小学５年生以上の人（2019
年９月１日現在、県内の小・中学生、高校生は
保護者の居住地から出場）他県在住の場合も可
（一部制限あり）複数チームから参加依頼のある

申込書と応募の詳細は窓口で配布します。応募者

一般選手は、出身地、住所、勤務地の順で選定。

多数の場合抽選（５月 24 日（木）13 時 30 分

外国籍のうち県内で生まれ育った人または義務

函南町役場５階第１会議室）
。

教育を受けた人で引き続き現在も町内に生活の

○家賃（収入により異なる）

拠点がある人

で各区長へ配布するほか、企画財政課の窓口に

1,000 円【冷川】家賃：9,400 円〜 18,400 円、

練習会、記録会などを行い、10 月上旬までに

も用意しています。

共益費：1,000 円

登録選手 21 人を決定します。

※入居時に敷金（家賃３か月分）が必要

○申込み

午前のみ実施します。バスの空き状況や施設の

５月７日（火）〜５月 17 日（金）に、申込書と

都合などにより、希望する日程、コースで実施

必要書類（住民票、所得証明書など※申込書に

できない場合があります。

マイナンバーを記載した場合は省略可）を用意
し、本人が管財課へご提出ください。

問合先／環境衛生課（979-8112）

11 月 30 日（土）10 時スタート（雨天決行）

【塚本】家賃：9,900 円〜 19,500 円、駐車場：

12 月２日（月）〜 2020 年２月 28 日（金）は、
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○開催日時

ださい。申込用紙は５月 15 日（水）の区長会

○その他

将来を見据えたまちづくりのために

第 20 回記念静岡県市町対抗駅伝競走大会
「函南町代表の選手」

町営住宅（塚本・冷川）入居者

問合先／企画財政課（979-8101）

お知らせ

○選考

○練習日
練習会は主に水曜日と土曜日の夜間を予定。

○申込み
５月 20 日（月）までに申込用紙に記入し、生

家庭に眠っている不用品の再利用とごみの減
量、リサイクル推進のため、フリーマーケットを
開催します。

○開催内容
日時／６月９日（日）９時〜 12 時
※雨天中止
場所／函南町役場

東側駐車場

○出店申込方法
募集区画数／ 77 区画（先着順）
対象／町内に住民登録がある人（営業目的の参
加不可）
出店料／１区画 500 円（当日徴収）
申込み／５月 10 日（金）８時 30 分以降に環
境衛生課へ電話でお申し込みください。
注意事項／フリーマーケットでの飲食物、植物
などの販売、配布は禁止です。途中退場はで
きません。

涯学習課へお申し込みください。用紙は文化セ
ンター窓口で配布しています。
広報

４月号
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