2万3千円

後となります︒
▼広告の大きさ等＝別表参照
予定価格以上で申請をして

れる仲間を募集しています︒

べて配置します︒なお︑掲載

抽選順位で左から右へ順に並

業所を選定します︒

高い価格を提示した企業・事

申込み多数の場合は︑より

ください︒

平日の夜に会議を行ってい

広告枠は︑１事業者につき

により同様に配置します︒

◇共通事項
街資源再興プロジェクト事

連絡ください︒

住宅用省エネルギー設備等設置費
補助金の申請を受け付けています
▼募集期間＝ 月１日㈬〜

を設置した方に︑予算の範囲

住宅用省エネルギー設備等

出力１ あたり２万円︵上限

太陽光発電システム＝最大
日㈮︵㈯・㈰・祝日を除く︶
１枠とします︒ただし︑応募

ています︒

９万円︶
務局︵まちサポ︶

数が掲載枠に満たない場合は︑ 店舗等を有する事業者

▼募集対象者＝市内に事業所︑ 内で設置費用の一部を補助し
☎０４７５
︵７２︶
８２７８

定置用リチウムイオン蓄電

が︑平成 年４月１日以降で

あること︵太陽光発電システ

ム等の設置工事に着工する前

日までに建築工事が完了して

世帯全員が市税を滞納して

いること︶

いないこと

そ
※のほかにも要件がありま

すので︑必ず申請前にご確

認ください

▼申請方法＝太陽光発電シス

システム＝上限 万円

テム等の設置後に︑所定の交

▼対象

一定の要件を満たした太陽

付申請書に必要事項を記入の

日㈮︵㈯・㈰・祝日を除く︶

光発電システム等を設置した

うえ︑添付書類を添えて申請

▼受付期限＝平成 年３月２

住宅︵本市内の区域内の住宅

▼募集方法＝申込書等に必要

であって︑居住部分の面積が

事項を記入の上︑地域づくり

予
※算額に達し次第︑締め切
ります︒

▼補助対象設備・補助額

詳しくは市ホームページを

してください︵郵送では受付

ご覧いただくか︑問い合わせ

２分の１以上である併用住宅

のとします︒

では受付けできません︶︒
載要綱等をご確認ください︒

詳細は大網白里市有料広告掲
※

▼提出書類＝﹁広告掲載申込

を除く︶に自ら居住し︑本市

□
申・ 地域づくり課環境対策班

の住民基本台帳に記録されて

対象となる太陽光発電シス

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

ください︒

テムの設置工事に係る着工日

いる者であること

けできません︶︒

課に提出してください︵郵送
装袋︵平成 年度製造分︶
▼広告内容＝各企業・事業者
の宣伝に関するもの
▼広告の掲載位置＝外装袋の

み︶﹂﹁広告記載︵案︶︵デ

書﹂﹁希望枠用紙︵外装袋の
ザインがわかるもの︶﹂

表面
▼広告の色＝黒１色

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

□
申・ 地域づくり課環境対策班

詳細は問い合わせください︒

▼掲載期間＝可燃ごみ用指定
袋︵平成 年度製造分︶の販
売開始から売切れるまで
店
※頭販売は前年の在庫終了

を含み︑賃貸住宅・集合住宅

◇可燃ごみ用指定袋包装用外

複数の掲載枠を使用できるも

こちらは消費生活センターです！

住・在勤の方は︑子育てサポ

１

有料広告を掲載しませんか
市では︑平成 年度発行分

40,180組

ートクラブの利用会員として

の家庭ごみの出し方︵以下

8cm×13cm

登録できます︒
家庭は︑いざという時のため

提供会員には︑ 時間の保
の宣伝に関するもの

6万3千円

近くに頼れる方のいないご
にご登録ください︒困ったと

一緒にボランティアとして働
育サポートのための基礎講座

▼ 広告の掲載位置＝ごみの出

１

協働 のまちづくり通信

チェーンソーを使って枯れ

︵以下﹁外装袋﹂という︶に

外装袋︵平成 年度製造分︶

﹁ごみの出し方﹂という︶お

また︑お子さんを自宅に預

きだけでなく︑リフレッシュ

かり︑子育てサポートをする
広告を掲載するにあたり︑広

よび可燃ごみ用指定袋包装用

提供会員も募集しています︒
告主を募集します︒

したいときにも使えます︒

特に︑ 時半ごろから預かり
◇大網白里市家庭ごみの出し

くスタッフを募集します︒お
を受講していただきます︒

し方６ページ下段
︵最終ページ︶

▼広告の色＝カラーまたは単色

113,450組

◇樹林管理講習会を開催
木処理体験を実施します︒
作業
できる服装でお越しください︒

要
※事前申込み︒

のできる方のご協力をお願い

▼対象＝市内在住の方
いしくヘルシーな﹁日替わり
▼説明会＝毎月第２㈪ 時〜

10cm×15cm

小

▼日時＝ 月 日㈯ 時 分

います︒
方︵平成 年度版︶

▼その他＝チェーンソーは貸
ランチ﹂を無料で試食できる

▼広告の大きさ・枠数＝縦
㎝ 横
× ㎝・４枠

▼発行予定部数＝２３︐
００
０部︵日本語版に掲載︶

6万5千円
大

〜 時
雨
※天時は 日㈰に順延︒

▼会場＝十枝の森︵北吉田︶
▼申込締切＝ 月 日㈮

与します︒手袋︑タオルなど
特典つきです︒興味のある方

▼広告内容＝各企業・事業者

を持参してください︒

また︑カフェかきつばたで︑ します︒

□
申・ 生涯学習課生涯学習班
事務局︵まちサポ︶
☎０４７５
︵７２︶
８２７８

１
10cm×20cm

▼掲載金額＝１枠当たり２３︐ ▼その他
０００円

◇ハマボウフウ特産品化プロ

117,750組
特大

枠に満たない場合も抽選順位

申込多数の場合は抽選とし︑

ハマボウフウを栽培する農

▼場所＝小規模多機能型居宅

日

▼会場＝まちサポ
□
申・ 子育てサポートクラブ

は︑ご連絡ください︒
▼日時＝

☎０４７５
︵７０︶
０３８０
◇認知症カフェ﹁カフェかき
︵木・祝︶ 時〜 時

月９日㈭・

つばた﹂ボランティアスタッ
フ募集！

〈別表：外装袋の広告の大きさ等〉

ますので︑興味のある方はご

の方など︑一緒に携わってく

▼その他

ジェクト参加者募集

定食メニュー ５００円

生後６か月から小学６年生

家の方︑商品化を考える企業

介護事業所かきつばた︵南横
川１７２６

本市で初めての認知症カフ
ェ﹁カフェかきつばた﹂を毎
▼料金＝日替わりランチほか

６︶

月第２・第４㈭に開催してい
ます︒
かきつばた

ドリンク ２００円

けでなく︑地域の皆さんが気
☎０４７５
︵７２︶
８８９７

認知症の方やそのご家族だ
軽に集える場です︒介護・福
◇子育てサポートクラブの利

楽しいひとときを過ごしま

までのお子さんがいる市内在

用会員・提供会員を募集

祉に関する相談をすることも

せんか︒ご来店︑お待ちして

できます︒

10

うかすぐに分からない場合がほとんどです。
その場で契約せずに、家族や信頼できる周
囲の人に相談したり、
複数の事業者から見積
もりをとるなど、
慎重に検討しましょう。
突然訪問してきた事業者と契約した場合、
特定商取引法に基づき、
契約書をもらった日
から８日間以内であれば、
クーリング・オフが
できます。
クーリング・オフの手続きは必ず書
面で行うようにしましょう。
高齢者が勧誘されることが多く、トラブル
の未然防止・早期発見のためには、
周囲の方
の見守りや声掛けが必要です。不審な契約
書等に気付いたら、
すぐに本人に事情を確認
しましょう。
（参考）
国民生活センターホームページ
「さま
ざまな悪質商法
（点検商法）
」
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時〜12時、
13時〜16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝０４７５
（７０）
０３４４
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５
（７０）
０３４２

29

※印刷組数については、増減する場合がありますのでご了承ください。

24

昼間ひとりで在宅している高齢者が勧誘さ
れて、
不必要な契約をしてしまうケースがありま
す。
突然、
見ず知らずの業者が
「屋根瓦がずれて
いる」
「すぐに工事が必要」
などと訪問したとき
は、
点検商法の可能性が高く注意が必要です。
◇相談事例
【事例１】
「 近所の家の屋根工事をしていた
が、お宅の瓦がずれているようなので気に
なって…」
と作業着の人がやって来た。
親切な
人だと思い、
瓦屋根の点検を頼んだ。
「このま
まだと雨漏りする」
と言われ修理を頼んだが、
高額だった上に、工事前は雨漏りしていな
かったのに雨がにじむようになってしまった。
【事例2】
突然、
業者が
「３千円で配水管清掃
をしないか」と来たので頼んだ。清掃後、
「ト
イレの床下がぬれている。
このままでは土台
が腐り危険だ。
早く工事をしたほうがよい」
と
言われた。
この際なのでシャワー便座の交換
と一緒にトイレのリフォーム工事を依頼した
が、
工事がずさんだった。
◇消費者へのアドバイス
点検商法は、
その内容が専門的なものが多
く、
消費者にとっては本当に必要な契約かど

10

4.0

予定価格
（予定）

30

30

30

30

23

募集枠
（縦×横）

11

No.54

14

印刷組数

13

17

日本の結婚年齢の平均は、おおよそ
30歳。年々高くなる傾向にあり、晩婚化
が進んでいます。未婚率も増加傾向にあ
ります。
大網白里ひまわりねっとでは、結婚適
齢期の男女にアンケートを実施しました。
その中で、結婚に対して女性は、
「楽し
い家庭」
「 友達のような夫婦」
「 お互い助
け合える関係」と理 想を持っています
が、男性はほぼ空欄でした。結婚に対し
て意見が持てないのは、非正規雇用や
長時間労働の増加など、社会情勢が要
因にもなっているようです。
ワーク・ライフ・バランスの重要性を社
会全体が認識し、男女がともに働きなが
ら家事・育児ができるシステムづくりが
求められています。
大網白里ひまわりねっと事務局
（まちサポ）
☎０４７５（７２）８２７８
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２

kW

6.0

30

11

11

−

広告の大きさ

25

男女共同参画だより④

不安をあおって契約を急がせる業者に注意！
〜リフォーム工事の点検商法〜

30

30

15

〜ともに輝く社会を目指して〜

種類

24

11

26

11

18
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