・平成13年
・鉄筋コンクリート造り２階建て
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代
・ユニットバス付き
・オール電化（調理器、暖房機、温水器）
は別途
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

北町3丁目11番

・1戸（2階）
・21,300円〜
55,700円

・平成4年
・鉄筋コンクリート造り２階建て
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場１台
・ペットは認められません

西町8丁目4番

・1戸（1階）
・19,800円〜
42,400円

・昭和63年
・ガス調理器、給湯温水ボイラー、灯
・セラミックブロック造り3階建て
油暖房
・ユニットバス付き、ボイラー付き ・暖房機は各自用意
・物置付き・駐車場１台
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代
・ペットは認められません
は別途

・ガス調理器、暖房機は各自用意。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代
は別途

町内に住所または勤務地を有する方、本町に居住を希望されている方で次の要件に該当する方

入居資格

１．同居または同居しようとする親族（婚約中の方なども含む）がいる方
※ただし①③は、次のいずれかに該当する場合単身入居も可
・申し込み時点で満60歳に到達されている方
・身体障がい等級1〜4級までの方、精神障がい等級1〜３級、または知的障害（精神障害の程度に相当）の方
・被生活保護者、ＤＶ被害者、ハンセン病療養者など
２．税金等の滞納がない方
３．法の規定により算出した月額所得（世帯全員分）が15万8千円以下
※ただし次のいずれかの要件に該当する場合は、月額所得（世帯全員分）が21万4千円以下となります。
・1956（昭和31）年４月１日以前に生まれた方で、かつ、同居者のいずれもが同日以前生まれ、または18歳未満の方がいる場合
・小学校就学の始期に達するまでの方がいる場合
・身体障がい等級１級から４級までの方がいる場合
・精神障がい等級１級から２級までの方がいる場合、知的障がい（精神障がいの程度に相当）の方がいる場合
・ハンセン病療養者の方などがいる場合

●特定公共賃貸住宅
募集団地

①

入居資格

そ

アヴニールⅠ
1LDK（37.2㎡）

場

所

西町１丁目9番

戸数･家賃

建築年・構造・設備等

・１戸（1階）
・30,400円〜
46,500円

・平成6年
・鉄筋コンクリート造り２階建て
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場１台
・ペットは認められません

そ

の

他

・オール電化住宅
・自治会管理の共同灯及びポンプ電気
代は別途

町内に住所または勤務地を有する方、本町に居住を希望されている方で次の要件に該当する方
１．同居の親族がいない単身の方
２．収入金額が国で定める収入基準の範囲内の方、または入居後所得の上昇が見込まれる方
※詳細はお問い合わせください

の

他 ／入居申込者または同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に該当する場合には
入居することはできません。
選 考 方 法 ／公営住宅等入居者選考委員会を開催して決定
入 居 期 限 ／10月末日
（期限までに入居することが要件）
敷
金 ／家賃の3カ月分
連 帯 保 証 人 ／入居者と同程度以上の所得金額のある方２人
（保証人が２人いない場合は入居取り消し）
お問い合わせ ／住まい室 ☎８２−２１１１（内線115、116）
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女子 ①関息吹▼同６年女子 ①吉田ゆ
りか▼同同男子 ①鷲見圭飛▼中学同①
山崎悠人▼一般男子 ①藤巻倫太郎
◇背泳ぎ（25㍍）
▼小学２年男子 ①下関煌正②中西慧
▼同同女子 ①関いこい②関ひより▼同
３年男子 ①丸一叶人②吉田泰雅③大
和田匠海▼同４年同 ①田代廉人▼同
同女子 菊地那月▼同５年同 ①中西
優生▼同６年同 ①吉田よりか▼一般女
◇バタフライ
子 ①小野幸子②山口佐知子
▼小学３年男子（25㍍） ①丸一叶人▼
◇同（50㍍）
同４年同（同） ②田代廉人▼同５年女
▼小学３年男子 ①紺野光彩▼同４年
子（50㍍） ②関息吹▼同６年同（同）
女子 ①福積璃音▼同５年同 ①関息
②大和田愛莉▼同同男子（同） ①鷲見
吹▼同６年男子 ①鷲見圭飛②紺野碧
圭飛
依▼一般男子 ①藤巻倫太郎
◇平泳ぎ
◇平泳ぎ（25㍍）
▼小学４年女子（25㍍） ②菊地那月▼
▼小学３年男子 ①丸一叶人▼同女子
同５年同（50㍍） ②関息吹▼同６年同
①高橋愛海②高橋沙彩▼同４年男子
（同） ①吉田ゆりか▼同同男子（同） ③
①田代廉人
紺野碧依▼中学同（同） ①山崎悠人
◇同（50㍍）
◇メドレーリレー
▼小学４年女子 ①菊地那月▼同５年
▼小学４年混合（100㍍） ②田代、菊
同 ①関息吹▼同男子 ①鷲見圭飛②
地、丸一、大和田匠▼同６年同（同） ②
紺野碧衣▼中学同 ①山崎悠人
吉田ゆ、関、鷲見圭、大和田愛
◇バタフライ（25㍍）
◇自由形
▼小学３年男子 ①丸一叶人▼同同女
▼小学２年男子（25㍍） ②下関煌正▼
子 ①高橋愛海▼同４年男子 ①田代
同３年同（同） ②丸一叶人▼同４年女
廉人▼同同女子 ①菊地那月▼同５年
子（同） ①菊地那月▼同６年同（50㍍） 同 ①関息吹▼同６年男子 ①鷲見圭
②大和田愛莉▼同同男子（同） ①鷲見
飛▼同同女子 ①大和田愛莉▼中学男
圭飛▼中学同（同） ①山崎悠人
子 ①山崎悠人▼一般女子 ①中村舞
◇背泳ぎ
◇フリーリレー（100㍍）
▼小学２年男子（25㍍） ①下関煌正▼
①スーパーりんちゃん（紺野碧、鷲見、山
同３年同（同） ②紺野光彩③吉田泰雅
崎、藤巻倫）②チーム３・４年生③RRYA
▼同５年女子（50㍍） ③中西優生▼同
◇クロール（25㍍）
6年男子（同） ③紺野碧依
▼小学２年男子 ①松田幸祐②中西慧
◇フリーリレー
③下関煌正▼同同女子 ①関ひより②川
▼小学４年混合（100㍍） ①菊地、大和
口萌果③紺野林檎▼同３年男子 ①丸
田匠、田代、丸一叶▼同６年同（同） ②
一叶人②大和田匠海▼同５年女子 ①
中西優、紺野碧、大和田愛、鷲見圭
中西優生▼一般男子 ①吉田豊彦②千
葉重志③武田康行▼同女子 ①小野幸
◆第21回東川町民水泳大会（８月18日・ 子②藤巻貴久子③安藤真由美④加藤則
東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
子⑤金沢恵み
◇個人メドレー（100㍍）
◇同（50㍍）
▼小学３年男子 ①丸一叶人▼同５年
▼小学２年女子 ①関いこい▼同３年
◆第32回上川管内スポーツ少年団交流
水泳大会（９月７日・士別市南郷プール）

男子 ①紺野光彩②吉田泰雅▼同同女子
①高橋愛海②高橋沙彩▼同４年男子
①田代廉人▼同同女子 ①菊地那月
②福積璃音▼同５年同 ①関息吹▼同
６年男子 ①鷲見圭飛②紺野碧衣▼同
同女子 ①大和田愛莉②吉田ゆりか▼中
学男子 ①山崎悠人▼一般同 ①藤巻
倫太郎▼同女子 ①中村舞

【野球】
◆旭川少年野球連盟南支部秋季支部大
会（９月７、８日・東川町民グラウンド）

▼優勝 東川大雪野球少年団Bチーム
（３〜５年生）

【サッカー】
◆25年度全道少年（Ｕ11）８人制サッカ
ー大会兼第10回JA全農林チビリンピック
小学生８人制サッカー大会北海道大会旭
川地区予選（9月8日・旭川市立緑ヶ丘小）

▼決勝
東川サッカー少年団０−２エスピーダ

［お詫び］
広報９月号の成績記録中、
「Ｂ＆Ｇ北海
道ブロックスポーツ交流交換会」は「〜交
流交歓会」、同大会記録中、
「紺野藍衣」さ
んは「紺野碧依」さんの誤りです。
お詫びの上訂正します。
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

西町3丁目8番

・1戸（2階）
・22,400円〜
59,300円

㌻に掲載した﹁故

東町2丁目15番

・昭和50年
・木造平屋建て
・物置なし、駐車場なし
・ペットは認められません

広報８月号

入居者が設置するもの
浴槽、石油風呂釜、
ストーブ
※井戸ポンプ、瞬間湯沸かし器、灯油タンク
は前入居者が使用していたものを利用可

・1戸（1階）
・8,600円〜
13,300円

訂正

他

中川元町長の遺族が町の株主制度

の

78

に出資﹂の記事中︑美枝子さんの

④

西8号団地A3
３LDK（70.66㎡）

そ

歳でした︒お詫びして訂

③

北団地A3
２LDK（66.98㎡）

建築年・構造・設備等

年齢は

清流中央団地A1
２LDK（68.34㎡）

戸数･家賃

15

正します︒

②

所

９

社協だより

①

公園団地A2
３DK（51.30㎡）

場

16

温かい善意ありがとう
ございます

募集団地

８

各種大会成績
【水泳】

●公営住宅

月 日から 月 日まで
にご寄付をいただきました方
は次のとおりです︒

お申し込みに
必要なもの

17

17

︽ご香典の返礼にかえて︾

１．入居申込書
２．住宅等状況申告書
３．所得の状況が確認できる書類（所得証明、源泉徴収票など）
４．地方税の滞納がないことを証明する書類（今年１月１日現在町内に住所があった方は同意書で可）
５．世帯全員分の住民票（町外の方のみ）※本籍地の表示は不要
６．その他必要と認める書類
７．印鑑
※下線のついている書類は住まい室に用意しています。
※３、４の書類は、入居予定者の中で所得のある方全員分を提出してください。

くらし
・
ネットワーク

2922

寺林
昇様
三瓶百合子様
棒手小夜江様
秋葉
功様

5戸

区
東町２丁目
区
区

募集戸数

盛永小夜子

定住促進課住まい室

︵行政相談所併設︶

受付場所

10

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

10月１日㈫〜同月11日㈮

秘密は守られます︒お気軽に
ご 相 談 く だ さ い ︒ 毎 月 第３ 木 曜
日 午 後１ 時 半 か ら 同４ 時 ま で ︑
社協相談室で︒今月の相談日と
相談員は次のとおりです︒

受付期間

定住促進課

月 日

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

公営住宅、特定公共賃貸住宅の入居者を募集します

