
町からみなさんへの大切なお知らせです。

　町は、今年度、下記の通り町内にある空き家の実
態調査を行います。
　期間中、町より委託を受けた業者の調査員が空き
家の調査のために町内を巡回いたします。委託を受
けた調査員は、町から交付された調査員証と腕章を
携行しておりますので調査へのご協力をお願いしま
す。
■調査期間 　10 月～ 12 月（予定）
■調査区域 　川俣町全域
■調査業者 　株式会社 パスコ
■問い合わせ　 標記担当まで問い合わせください。

　賃貸住宅にお住まいの方や、二世帯以上が同居し
ている世帯から独立される方へ、空き家・空き地の
活用に必要な費用の支援を行います。
■空き家改良支援金
①対象経費　空き家の改修費を支援します。
②補助率　実費 (10/10)
③交付額（最大）100 万円
■住宅新築等支援金
①対象経費　空き家の建替え費用や、空き地へ新築
する費用を支援します。
②補助率　1/2
③交付額（最大）　260 万円
※「川俣町空き家等バンク」に登録された空き家・
空き地に限ります。

　伊達市堂ノ内地区に建設を計画している特定小売
商業施設について、 「福島県商業まちづくりの推進に
関する条例」第 12 条第 1項及び第 2 項の規定により、
新設届出者が次のとおり説明会を開催します。
■開催日時および会場
①10月５日㈫  コラッセふくしま３階（企画展示室）
② 10 月６日㈬   伊達市ふるさと会館（MDD ホール）
１回目午後 2 時～ 3 時、２回目午後 6 時～ 7 時
■主催者及び連絡先
イオンモール㈱ 開発本部 エリア開発統括部東北・
北海道開発部  林 賢太郎（℡ 022-204-1037)

　町内に住宅を所有し耐震診断を希望する方へ、耐
震診断者を派遣します。
■募集戸数　2 戸（窓口受付順）
■対象住宅　昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工され
た木造住宅で所有者が自ら居住する専用住宅また
は、併用住宅（延べ床面積の２分の１以上が住宅の
用に供するもの）
■個人負担　住宅の規模により、6,000 円から
9,000 円の自己負担があります。
※通常調査には約 20 万円の費用が掛かりますが、
そのほとんどが国県町の負担となります。　　　
■成果品　耐震診断結果、補強計画および住宅平面図
※結果によっては、耐震改修補助金制度を利用する
ことができます。
■条件　税、その他の使用料等の未納がないこと。

　町では、令和３年 2 月の福島県沖地震により、住宅
の瓦屋根が破損した世帯に対し、破損した瓦を含む屋
根全体を「瓦の緊結方法の新基準」に適合させる改修、
又は、破損した瓦屋根全体を金属屋根等に改修する
工事を行う場合にその改修費の一部を補助します。
■募集戸数　5 戸（窓口受付順）
■補助率　補助対象経費の 23％
　　　　　（補助金上限額 55.2 万円 / 棟）
※補助の対象となる経費は、対象工事に係る屋根
面積（平方メートル）に 24,000 円を乗じた額又は
2,400,000 円のいずれか低い額を限度とする。
■条件　税、その他使用料等の未納がないこと。
　　　　年度内に工事が完了すること。

　60 歳以上の要介護認定を受けていない方の住宅
について、次の改修工事をする場合に補助金を助成
しています。必ず着工前にご相談ください。
■対象者　町内在住の 60 歳以上の方のいる世帯（申
請は生計中心者、所得制限有り）
■改修内容
①手すりの取り付け
②段差の解消
③床材の変更（畳→フローリングなど）
④開き戸から引き戸への扉の交換
⑤和式から洋式への便器の交換
⑥ユニットバスへの改修
■助成金額　改修内容の 9 割相当額とし、一住宅
につき最大 18 万円まで

木造住宅耐震診断希望者募集
問  建設水道課 建設係（内線 1602）

高齢者の住宅改修を助成します
問  保健福祉課 地域福祉係（内線 1403）

空き家・空き地の活用を助成します
問 産業課 商工交流係（内線 1505）屋根の耐風改修希望者募集します

問  建設水道課 建設係（内線 1602）

空き家実態調査を行います
問  建設水道課 建設係（内線 1602）

イオンモールの新設に係る説明会を開催します
問  イオンモール㈱  エリア開発統括部（℡ 022-204-1037）

▶川俣町役場 ℡ 566-2111　▶中央公民館 ℡ 565-2434 かわまた2021-10 22



I n fo rma t i on

■募集期間　10 月 1 日㈮～ 10 月 15 日㈮
■受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
■対象住宅と戸数
①中道団地（飯坂字中道）１戸
②飯坂団地（飯坂字北古堂道内）１戸
③小綱木団地（小綱木字反田）１戸
④壁沢団地１号棟（字壁沢）12 戸（3・4・5 階）
⑤壁沢住宅２号棟（字壁沢）11 戸（4・5 階）
⑥ふもとがわ団地 1 号棟（大字鶴沢字笛田）6 戸（2 ～ 5 階）
⑦ふもとがわ団地 2 号棟（大字鶴沢字笛田）6 戸（3 ～ 5 階）
⑧賤ノ田団地（字賤ノ田）5 戸（3 ～ 5 階）
※壁沢住宅２号棟については、ＵＩターン者・新婚
世帯への優先選考（以下の入居条件を満たした場合
で、入居期間が最長 10 年間の条件）があります。
■間取り・設備
各団地で異なるため、問い合わせください。
■入居条件
①現に住宅に困窮している方。
②税、その他の使用料等の未納がないこと。
③現に同居し、又は同居しようとする親族があるこ
と。ただし、婚姻の予約者等も含む。
④単身入居の資格が認められる者は満 60 歳以上。

（60 歳未満の場合は別途条件が必要となりますの
で、問い合わせください。）
⑤収入基準は、所得月額 158,000 円以下であるこ
と（収入のある方全員です）。ただし、裁量世帯（入
居者が障害者等）の場合は 214,000 円以下。
⑥入居決定時に、１名の連帯保証人に引受承諾が得
られること。
⑦入居者が暴力団員でないこと。
■家賃　入居者の所得や団地ごとに異なります。（別
途、共益費等がかかります。）
■駐車場　原則１戸に１台。

■募集期間　10 月 1 日㈮～ 10 月 15 日㈮
■受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
■対象住宅と戸数　新中町団地
①１戸建てタイプ、募集 2 戸
②２戸１棟建てタイプ、募集２戸
※間取りは３ＬＤＫです。位置図や詳細の間取り、
設備はお問い合わせください。
■対象者　平成 23 年３月 11 日において川俣町山
木屋地区に居住していた方
■入居条件　
①現に住宅に困窮していること。（入居者が居住可
能な住宅を有していない。）
②税、その他の使用料等の未納がないこと。
③入居者が暴力団員でないこと。
④入居者が過去において町営住宅に入居していた
場合、家賃を滞納していないこと。
⑤入居決定時に、１名の連帯保証人に引受承諾が得られること。
■家賃　入居者の所得により異なります。（別途、
共益費等がかかります。）
■駐車場　入居者名義２台まで、１台に付き月 2,500 円

NPO法人かわまたスポーツクラブに委託して次のスポーツ教室を開催します。参加には事前申し込みが必要になりま
す。また新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催が中止になる場合がございます。

スポーツ教室のご案内

教　室　名 日　　　　時 場　所 対象者
トレーニング教室 10 月 9 日㈯　午前 10 時～、19 日㈫　午後 7 時～ 町体育館 高校生以上（先着 5 名）

※高校生の受講は保護者同伴
始めよう !スポーツウエルネス吹矢 10 月 9 日㈯、23 日㈯　午後 2 時～ 町体育館

町内在住・在勤者の
どなたでも参加可

みんなでたのしく歩こう 10 月 2 日㈯、30 日㈯　午前 9 時～ 町体育館
ランナーズクラブ 10 月 9 日㈯、23 日㈯　午前 9 時 30 分～ 町体育館
老若男女でボッチャ 10 月 7 日㈭、14 日㈭、21 日㈭、28 日㈭ 午後 1 時 30 分～ 町体育館
芸能伝承　盆踊り教室 10 月 17 日㈰　午後 5 時～ 本町コミュニティ消防センター

里山探検 10 月 23 日㈯　午前 9 時～ 布引山

　お問い合わせ先
　川俣町体育館　℡ 024-565-3931

　標記調査・測量の実施にあたり、町から委託を受
けた調査員（身分証携帯）が皆様の土地に立ち入るこ
とがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
■調査箇所　川俣町管内全域
※新規に認定した路線や改良・維持補修工事を行っ
た路線が対象となります。
■調査期間　令和３年 10 月１日㈮から
　　　　　　令和４年 3 月 28 日㈪まで
■調査員　　町が委託する事業所の調査員
　　　　　　（身分証を携帯しています）
■委託事業所　朝日航洋株式会社郡山支店

暮 ら し
町営住宅入居者を募集します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

復興公営住宅入居者を募集します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

町道台帳整備の現地調査・測量を実施します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

かわまた 2021-1023




