マイバッグ
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令和２年春の叙勲

本市からは、次の５人の方々が晴れの栄
誉に輝きました。

同制度は、３つの大きな柱から成り立っています。
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、
市にその賃貸住宅を登録することができます。市では登録された住宅の情報を、
住宅確保要配慮者の方などに広く提供します。
②登録住宅の改修や入居への経済的な支援
登録住宅の改修費の補助・融資を行うほか、家賃と家賃債務保証料の低廉化
に対し補助を行い、賃貸人や入居者への負担軽減を図ります。
③住宅確保要配慮者に対する入居支援
居住支援活動を行う法人等が、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談・見
守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証を行います。

＝年齢は４月29日現在。50音順・敬称略＝

○旭日単光章
▷竹内三男 ＝元竹内精工株式会社社長
泉ケ丘
○瑞宝単光章
▷伊藤美智子 ＝元小島保育園主任保育士
常磐下湯長谷町
▷堀江正 ＝元市消防団分団長 勿来町
▷松﨑清 ＝元市消防団分
団長 四倉町
▷吉田兼雄 ＝元市消防団
分団長 内
郷綴町

住宅確保要配慮者
の入居を拒まない
住宅として、賃貸
住宅を登録

市

所在地や家賃など
の情報を提供

①登録制度を実施
入居

賃貸人
②経済的な支援を活用

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

○お問い合わせ
住まい政策課
住宅計画係
☎ ・１１７８

▷橋本孝一 ＝平下平窪
河川の除草・清掃や水質調査を行うほか、
小学校での学習支援を行うなど、河川環境の
保全活動に尽力した功績が評価されました。

・太陽光発電システムなど
の再生可能エネルギー機
器を家庭に導入する

＝年齢は５月14日現在。敬称略＝

緑のカーテンコンクー
ルを開催

「みどりの日」自然環境功労者環境大
臣表彰

地球温暖化対策の一環と
して︑アサガオやゴーヤな
どのツル性植物による緑の
カーテンコンクールを開催
します︒
▼応募方法 応募用紙を〒
９７０ ︱８６８６ 環境
企画課へ︵直接持参・

▷田人中学校
地域住民が伝統産業である林業などを生徒
に指導し、生徒自身が森林を育むことで、地
域の担い手となる人材の育成を行うほか、取
り組みを通じた地域交流の活性化など、緑化
推進運動の功績が評価されました。

kankyokikaku@city.

可︶
iwaki.lg.jp
▼応募期間 ７月１日㈬〜
９月９日㈬必着

詳しくは同課へ︒
※

事業者の省エネルギー
対策を支援

市では︑事業者の皆さん
が所有する店舗や工場など
に専門家を派遣して︑エネ
ルギーの効率的な運用診断
や講演会を行い︑省エネル
ギー対策を支援しています︒
▼対象 年間エネルギー使
用量が原油換算で百キロ
リットル未満の事業者
▼申し込み方法 同課へ☎
で

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰

○新たな住宅セーフティネット制度の概要

22

住宅確保要配慮者
②経済的な支援や③入
居支援を活用

広報いわき
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トピックス

エコドライブ

市賃貸住宅供給促進計画を策定

スイッチオフ

低額所得者、高齢者、障がい者、子ど
もを養育している方、発災後３年以内の
被災者、外国人、海外からの引き揚げ者、
結婚後５年以内の新婚世帯、原子爆弾被
爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、
ＬＧＢＴ、Ｕ・Ｉ・Ｊターンによる転入
者など

住宅確保要配慮者の
課題解決に向けて

節水

○住宅確保要配慮者の範囲

法に基づき本年度から令和
十二年度を計画期間とする
﹁市賃貸住宅供給促進計
画﹂を策定しました︒
市では︑不動産関係団体
等への説明会などを実施し︑
登録住宅の確保および供給
の促進を図るほか︑住宅確
保要配慮者への経済的支援
の検討︑地域の居住支援法
人の設立などに向けた検討
を進めていきます︒

ごみ分別

身近にできる行動

室温28℃

☎22−7528

・夏は冷房の温度を︑二十
八度を目安に設定し︑定
期的にフィルターの掃除
をする
・ごみを減らすことを心掛
け︑正しく分別する
・洗い物や洗濯の際に︑節
水を心掛ける
・照明や家電製品などの電
源は小まめに切る
・エコドライブ︵ふんわり
アクセル︑アイドリング
ストップ︶を実践する
・マイバッグ︑マイボトル
を持ち歩く

トピックス

燃やす
ごみ

○お問い合わせ
環境企画課環境企画係

低額所得者や高齢者・障
がい者など︑特に住宅の確
保に配慮を要する方々︵住
宅確保要配慮者︶について
は︑それぞれの方が求める
適切な賃貸住宅が十分に供
給されていないことや︑市
場で入居制限が行われてい
ることなど︑賃貸住宅の確
保に課題が生じています︒
このため︑平成二十九年十
月︑国は﹁住宅確保要配慮
者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律﹂を改
正し︑住宅確保要配慮者の
入居を拒まない賃貸住宅の
登録制度を柱とする﹁新た
な住宅セーフティネット制
度﹂を創設しました︒

６月は環境月間、６月５日は環境の日です。環境月間
をきっかけとして、環境保全の大切さについて認識を深
め、私たち一人一人の生活を見つめ直しましょう。

市賃貸住宅供給促進
計画

環境にやさしい生活を心掛けましょう

本市においても︑行政と
関係団体などが連携し︑同
制度の推進を図るため︑同

６月は環境月間です

0

監査委員

0

0

公平委員会

0

0

農業委員会

0

0

固定資産評価審査
委員会

0

0

消防本部

7

1

130

16

医療センター

2

65

議会

0

0

822

254

水道局

合計

70

※個人情報ファイル
保有個人情報を含む情報の集合物で、
事務の目的を達成するために特定の保有
個人情報を検索できるよう、体系的に構
成したもの。または、氏名・生年月日・
その他の記述などにより、特定の保有個
人情報を検索できるよう、体系的に構成
したもの。

こどもの権利相談室を設置

来年３月新規高等学校卒業者の就職に係る事業所の求人申し込みを開始

児童虐待に対応し、子どもやその家庭、
妊産婦を対象とした相談支援体制の強化と
充実を図るため、市子ども家庭総合支援拠
点として、同室を新たに同課および各地区
保健福祉センターに設置しました。
各地区の同室にケースワーカーや保健師
などを配置するほか、同課には心理担当支
援員・虐待対応専門員を、平・小名浜地区
保健福祉センターには子
ども家庭支援員を新たに
配置し、情報共有と適切
な支援により、子どもの
権利擁護および児童虐待
防止の推進を図っていき
ます。

ハローワークが、来年３月新規高等学校卒業者の就職に係る事業所の、求人申し込みを開始
しました。例年開催していたハローワークの求人受理説明会は、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、開催していません。新規高等学校卒業者の採用を行う事業所の方は、ハロー
ワークいわき（☎23−1421）、ハローワーク小名浜（☎54−6666）、ハローワーク勿来（☎63
−3171）へ求人票などを提出してください。

こども家庭課家庭支援係

商業労政課労政係

☎27−8563

６月〜
①６月１日㈪〜
求人申し込み

②７月１日㈬〜
求人票の確認
・返却

７月〜８月
三者面談・企業の選定
④職場見学

③７月１日㈬〜
求人票の提出、
学校訪問開始

☎22−7478

９月〜
⑤９月５日㈯〜 ⑥９月16日㈬〜
就職試験を受
生徒の推薦を
験
開始

⑦９月16日㈬〜
内定通知を送
付
広報いわき
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0

情 報 公 開

選挙管理委員会

制度の運用状況

0

事業所

2020. 6

245

学校・
生徒
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教育委員会

ハローワーク

9

172

事業所

○子育て世帯へ臨時特別給付金を支給
支給対象の方にはお知らせを送付し、児
童手当の登録銀行口座などへ振り込みます。
▶対象 ４月分（３月分を含む）の児童手
当の受給者（児童手当の所得制限限度額
以上の特例給付の受給者は除く）
▶支給額 対象児童１人につき１万円
▶支給時期 ６月下旬
○児童手当現況届の提出を
５月分以前から児童手当を受給している
方には、６月上旬に届け出用紙を郵送しま
す。提出がない場合には、６月分以降の手
当（10月支給予定）が差し止めとなります
ので、６月30日㈫までに窓口または郵送で
提出をしてください。

438

個人情報保護

☎27−8563

市長部局

22

令 和
元年度

︵ ・１％︶ ③不開示
＝４件︵１・６％︶

こども家庭課家庭支援係

個人
情報

審査請求の状況

子育て世帯へ臨時特別給付金を支給など

18

情報
公開

実施機関

22

市の情報公開制度と個人
情報保護制度について︑令
和元年度の開示請求件数と︑
これに対する市の開示決定
内容などについてお知らせ
します︒

健康づくりを継続し
てさらにポイントをた
めると、同カードがラ
ンクアップします。ラ
ンクに応じてプレゼン
トキャンペーンに応募
できます。

○実施機関別の開示請求件数

89

情報公開制度

※市ホームページでも
公開しています。

④健康づくりを継続

民カード﹂を取得できます︒
初めて取得した方には︑
ゆったり館の入場券を贈呈
します︒心身の健康のため
に積極的に活用しましょう︒
▼対象
歳以上の市内居
住者
▼参加方法 同課︑各地区
保健福祉センター・公民
館・協力店などに備え付
けの台紙に︑健康づくり
の成果を記入

③ふくしま健民カードを取得
（取得日から１年間有効）

78

88

各制度では︑市の開示決
定に対して︑申請者が審査
請求をすることができます︒
なお︑令和元年度は一件
の審査請求がありました︒

健康づくりの成果を
台紙に記入し、ポイン
トをためましょう。

54

30

○お問い合わせ
情報公開センター
☎ ・７４３６

②ポイントをためる

28

▼開示請求 ８百 件
▼市の開示決定 ①全部開
示＝７百 件︵ ・８
％︶ ②部分開示＝ 件
︵ ・８％︶ ③不開示
＝３件︵０・４％︶

トピックス

①台紙を入手

市では︑生活習慣病の発
症や重症化を予防し︑健康
長寿の実現を図るため︑市
民の皆さんに気軽に健康づ
くりに取り組んでもらえる
よう︑いわき健康チャレン
ジ事業を実施しています︒
同事業では︑日頃の運動
や食生活に気を付け︑ポイ
ントをためると︑県内の協
力店で割り引きなどの特典
が受けられる﹁ふくしま健

○同事業の進め方

72

個人情報保護制度

○お問い合わせ
健康づくり推進課
健康政策係
☎22−7442

平成三十年度末に︑市が
保有していた個人情報ファ
イル︵ ※
︶は五百八十二件
でした︒
なお︑保有個人情報の訂
正請求や利用停止請求は︑
ありませんでした︒
▼開示請求 ２百 件
▼市の開示決定 ①全部開
示 ＝ 件 ︵ ・３％︶
②部分開示＝百 件

いわき健康チャレンジ
事業に参加しよう

10

