受付期間

９月１日㈪〜同月11日㈭

受付場所

定住促進課住まい室

募集戸数

4戸
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、定住促進課住まい室に用意してあります。
※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。

お申し込みに
必要なもの

●公営住宅
募集団地

①

②

③

④

北団地A2
３LDK（76.41㎡）

北団地A6
３LDK（76.62㎡）

清流東団地A2
３LDK（70.6㎡）

公園団地A2
３DK（51.30㎡）

場

所

戸数･家賃

建築年・構造・設備等

そ

の

他

北町3丁目10番

・1戸（2階）
・24,100円〜
53,800円

・平成３年
・調理器（ガス）、灯油暖房機（煙突
・セラミックブロック造り２階建て
式）は各自用意
・物置付き、駐車場１台
・自治会管理の共同灯とポンプ電気代
・ペットは認められません
は別途

北町3丁目11番

・1戸（1階）
・25,400円〜
67,400円

・平成7年
・鉄筋コンクリート造り２階建て
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

西町1丁目19番

・1戸（1階）
・20,300円〜
53,900円

・昭和61年
・調理器（ガス）、灯油暖房機（煙突
・セラミックブロック造り２階建て
式）は各自用意
・ユニットバス付き
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
・物置付き、駐車場１台
冬期除雪費は別途
・ペットは認められません

東町2丁目14番

・1戸（1階）
・9,600円〜
15,200円

・昭和51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

・調理器（ガス）、灯油暖房機（ＦＦ）
は各自用意
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
除雪費用は別途

入居者が各自で設置
（浴槽、給湯ボイラー、井戸ポンプ、
灯油タンク、灯油ストーブ、ガスレン
ジ、照明設備）
※上記設備の一部は、前入居者の使用
していたものを引き継ぐことができま
す

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

そ

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、一定の要件（60歳以上等）に該当する場合に限り単身での入居が可能な場合もあります。
※上記団地①、②、③は原則４人以上、④は2人以上
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年４月１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

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 ／９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
（2人の保証人がいない場合は入居取り消しとなります）
お問い合わせ ／住まい室 ☎８２−２１１１（内線115、116）
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各種大会成績

定住促進課

【野球】
◆第19回日刊留萌旗争奪スポーツ少年団対抗
野球大会（８月２、３、４日・留萌浜中球場な
ど）
▼決勝
東川大雪野球少年団 ７−２ 上川大雪クラブ

▼同一般女子 ①山澤洋子（東京）２時間51 正（同）⑧島田栞那（同）
分47秒＝総合101位②廣田雪江（札幌）
▼同5、6年 ①成田大地（伊の沢XC）②上田千
▼50代一般男子 ①前田紀幸（函館トライア 春（AMスポーツク）③盛多ひかる（糸魚小）④
スロンク）２時間29分57秒＝総合21位②杉村 進藤大幹⑤畑実弥（東川XC）⑥土池真斗（東神
保則（同）③李家眞理（チームのぼり坂）④北村 楽XC）⑦松村元気（糸魚小）⑧渡瀬心優（白滝
好則（富良野）⑤池辺晴彦（美瑛原野AC）
CC）
▼同一般女子 ①長野富美恵（帯広トライアス ▼一般（中学以上） ①進藤直樹②朝倉龍斗
ロンク）２時間53分09＝総合107位②名取受 （AMスポーツク）③齊藤尚輝（野幌中）④土池
子（鉄人未遂）
友恵（東神楽XC）
▼60以上一般男子 ①稲岡正己（函トラ）２時 〔ローラースキー〕
間 4 8 分 1 3 秒 ＝ 総 合 7 3 位 ② 大 屋 秋 信 ▼中学同男子 ①池辺刀那（美瑛原野XC）②
（T-WAVE）③安藤晴樹（釧路トライアスロンク） 渡瀬晴斗（白滝XC）③長屋圭悟（同）
▼同一般女子 ①成田都子（T・アスリートC） ▼同女子 ①小足さくら（東神楽中）②盛多ゆ
２時間56分18秒＝総合126位
づき（朝日中）
▼リレーの部 ①帯広トライアスロンクラブ ▼高校大学男子 ①小足壮志（旭川農業高）
（小林、米澤、京谷）２時間24分23秒②留萌緑 ▼一般男子 ①竹田良和（東川XC）②進藤直
丘小父母の会③復活旭川レディース④手稲渓 樹③成田知樹（伊の沢XC）④池辺晴彦（美瑛原
仁会インカクラブver２⑤北陸銀行旭川支店
野XC）⑤奥野和希（留萌自衛隊）⑥宮本剛汎
〔ジュニア〕
（サッポロトレイルズ）

【トライアスロン】
◆第８回大雪山忠別湖トライアスロンｉｎひ
がしかわ（８月３日・東川町忠別ダム右岸町道
一帯）＝関連記事８、９㌻＝
▼日本選手権予選会男子 ①福村望（北大
ちゃらんけ）２時間10分43秒＝総合５位②池
田耕一郎（SRC904）③宮崎裕史（北海道大学ト
ライアスロン部ちゃらんけ）
▼同女子 ①沢田愛里（JR北海道）２時間18
分29秒＝女子総合１位
▼学生選手権男子 ①福村望②宮崎裕史③梅
田一平（北大ちゃらんけ）
▼同女子 ①佐野友紀（北大ちゃらんけ）３時
小学低学年の部で東川町ＸＣスポーツ少
間03分37秒=女子総合２位
年団が１−３位独占（右から三上、松山、
▼総合男子 ①遠藤樹（トヨタ車体）１時間59
西潟の３人）
分56秒（大会新）②ブライアン・バークハウス
（NSR）③久保埜一輝（鵡川スウェット）④リッ ▼小学低学年 ①三上竜尚（東川XC）10分48
パー・ジェス（ニセコマルチスポーツ）⑤遠藤貴
秒②松山慧（同）③西潟航矢（同）④笠井柊（札
幸（T−WAVE）⑥上原茂（ニセコマルチスポー
幌太平南小）⑤下関煌正（東川XC）⑥阿部晴人
ツ）⑦工藤駿（札幌）⑧太田暁也（埼玉県）⑨石 （Ft麒麟山レーシング）⑦菅原美空（MIKUCYA）
橋恭（札幌藤の沢教員ク）⑩古川浩正（ストーン
▼同高学年 ①青野叶夢（上富良野アイアン
キッズ）
マンク）17分30秒②青野挑夢（同）③細川奨悟
▼同女子 ①酒井史帆（札幌）２時間40分51 （旭川）④土池真斗（東神楽）⑤三浦雪愛（旭川
秒②高間佐知子（チームゴーヤー名古屋校）③
知新小）⑥及川潮乃（サッポロモイワJSC）⑦児
西谷真理（苫小牧）④斎藤美里（東京）
玉開（新得小）⑧土池亜弥（東神楽XC）
▼高校・30歳未満一般男子 ①浦上翔太（パ
▼中学生 ①青野亜斗夢（上富良野アイアン
ッシュ）２時間26分12秒＝総合15位②吉田悠
マンク）21分03秒＝ジュニア総合１位②池辺
真（札幌）③古田純也（鉄人未遂）
刀那（美瑛原野AC）③小堀敢太（札幌）④中島
▼30代一般男子 ①堺井雅彦（旭川）２時間
悠祐（富良野東中）⑤鎌田海星（同）⑥尾池諄海
24分51秒＝総合12位②石堂拓也（江別）③沢 （サッポロモイワJSC）⑦阿部花梨（Ft麒麟山
本圭悟（札幌医大救急AC）④日下部和宏（函館 レーシング）⑧館山結衣（北星中）
トライアスロンク）⑤赤石直之（旭川会計隊）
▼39歳以下一般女子 ①中村舞（爆走マイ 【ミニバイアスロン】
ペース＝東川）２時間52分53秒＝総合105位
◆ミニバイアスロン競技東川大会（７月27日・
②杉原未希（兵庫）
東川町キトウシ森林公園）＝関連記事10㌻＝
▼40代一般男子 ①越智哲夫（帯広トライア 〔ランニング〕
スロン・チームのぼり坂）２時間24分45秒＝総
▼小学１、２年 ①五十嵐硫星（東神楽XC）②
合11位②布施倫宏（函館トライアスロンク）③
石原喬（東川XC）③進藤魁人
正岡幸教（ワカサ・石田軍団）④阿部健（Ft麒麟
▼同３、４年 ①三上竜尚（東川XC）②石原徳
山レーシング）⑤田中はじめ（帯広トライアスロ （同）③土池亜弥（東神楽XC）④山本潤（東川
ンク）
XC）⑤早川大雅（同）⑥松田幸祐（同）⑦下関煌

【水泳】
◆Ｂ＆Ｇ北海道ブロック・スポーツ交流交歓会
（８月３日・岩見沢市栗沢B&G海洋センター）

〔小学低学年の部〕
▼男子自由形（50㍍） ①丸一叶人（東川町水
泳少年団、以下同）⑤紺野光彩
▼同平泳ぎ（同） ②紺野光彩③中西慧
▼同背泳ぎ（同） ①丸一叶人④中西慧
〔同高学年の部〕
▼女子平泳ぎ（50㍍） ⑤菊地那月
▼同背泳ぎ（同） ④中西優生
▼同バタフライ（同） ③中西優生
〔中学の部〕
▼男子背泳ぎ（50㍍） ③紺野碧依
〔団体〕
▼中学生メドレーリレー200㍍（50㍍×4） ②
中西優生、紺野碧依、丸一叶人、菊地那月
▼同フリーリレー200㍍（同） ②菊地那月、紺
野碧依、中西優生、丸一叶人
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公営住宅の入居者募集

