日 よ 収入申告の提出

法人 の認定等に 関する

社団 法人及び公 益財団

この 名称変更は ﹁公益

早めのご 提出を お願い

いらっしゃいますので︑

したが︑ 未提出 の方が

の締め切りは

の指 定管理者と して市

岡市 の多くの公 共施設

静岡 ヘリポート など静

るかも知 れませ ん︒ご

頃にお問 い合わ せがあ

点がある 場合は ︑その

になりま すので 不明な

戸籍住民 課への届 け出
とは別に 公社窓口 に異
動や返還 の届け出 をす
る必要があります︒
・同居者が増えた
・同居者が減った
・住宅から退去する
家族の増減により家
賃に影響 すること があ
ります︒ また︑名 義人
が亡くな るなどし た場
合には︑ 入居承継 によ
り新たな 名義人と の契
約をし直 す必要が あり
ます︒
家賃の見直しについて

定年退職された方や
退職後に 半年以上 就業
されてい ない方は 窓口

にたまっ ているな ど不

路は︑い ざという 時の

者の皆さ んの共有 物で

審な点を見かけた場合︑ 避難通路であり︑入居

まちづく り公社ま でご

す︒地震 や火災な どの

荷物や自 転車など が置

いざとい う時︑そ こに

一報ください︒

ペットの飼育や

かれてい ると︑避 難す

問い合わせください︒ 餌づけは厳禁

賃が下が る場合が あり

るのはも ちろん︑ 救助

が家賃の 納付書に つい

ある問い 合わせの 一つ

例年︑春と秋によく

また︑長 期間部屋 を留

くり公社 の窓口に 不利

にする場 合は︑ま ちづ

多くの不 利益を受 ける

例で定められています︒ ラブルの一因となり︑

用届を提 出する事 が条

可能性も あります ので

く進行し ます︒近 隣ト

うし︑建 物の傷み も早

感じる人 もいるで しょ

識の範囲 として特 に深

人それぞ れですが ︑常

により生 活サイク ルは

に響きま す︒職業 など

に上下階 や両隣に 非常

生活音は︑想像以上

生活音に気をつ
けましょう

しまいます︒

市営住宅では犬や猫 ︑ する事も困難になって

ます 既
( に 最 低 家 賃 の 再発行いたします︒
方などは下がりません ︒

鳥などの 飼育や餌 づけ

は禁止さ れていま す︒

であって も︑ペッ トの

)
部屋を長期間留
詳しくは 個別にお 問い
守にする時には
合わせください︒

入院や旅行などで市

臭いや鳴 き声を迷 惑に

飼ってい る本人に 癒し
日以上留守

てです︒ 納付書は 半年

守にする 場合は︑ 施錠

夜や早朝 等は大き な音

営住宅を

月と

十分ご留意ください︒
年度上半期の納付書

送してお ります︒ 平成

ようにそ の旨を伝 えま

近所の方 が心配し ない

いします︒

を出さな い配慮を お願

月のなかば以降に郵

分をまとめて︑

の確認は もちろん ︑ご

家賃の納付書に
ついて

すが︑次のような方は︑

る方がい らっしゃ いま

減を手書 きで書き 加え

収入申告に家族の増

異動等手続きについて

市営住宅だより
として生 まれ変 わるこ
とになりました︒なお︑
市営住宅 管理の 業務内

まちづくり公社
になりました
静岡市の市営住宅の
容に変更はありません︒

名称は変わりましたが︑
指定 管理者であ る財団
月

法人静岡市振興公社は︑
年

法律 ﹂に基づい ていま
いたしま す︒収 入申告

のま ちづくりに 寄与し

協力をお 願いい たしま

にて収入 認定意見 書を
提出する 事により ︑家

15

平成
り︑公益財団法人静岡 について
市ま ちづくり公 社に名

す︒ 従来︑振興 公社は
書を提出 しない 場合︑

年 の 収 入申 告

市営 住宅をはじ め︑ア

近隣の民 間賃貸 住宅と

平成

ウト ソーシング スタジ

同様の高 い家賃 となっ

称を変更いたしました︒

アム 日本平︑ナ ショナ

てしまい ます︒ また︑

月末で

ルトレーニングセンター

収入申告 書のチ ェック

てき たことから ︑この

あい健康増進館ゆらら︑ 作業は例年夏ごろから

-

︑ふれ

24

公益財団法人
静岡市まちづくり公社
住宅管理課
℡：221-1253(静岡)
354-2238(清水)
http://s-jutaku.com

4

は︑ 月 日 金
(曜日 ) しょう︒
日

発送予定 で現在作 業を

孤独死や孤立死するニュー

最近︑お部屋の中で
しております︒

待ちくだ さい︒ま た︑

ので︑も うしばら くお

元に届く と思われ ます

ションをとり互助意識 避難路の確保を

ご近所とのコミュニケー

れていま す︒普段 から

郵便受け や玄関ポ スト
に新聞や 郵便物が 大量

団地のベランダや通

を高めましょう︒また︑しましょう
は︑

収
( 納担当 ま
) でお

-

納付書を 紛失され た方

日
(曜日 ま)でにはお手 スが全国各地で報道さ
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