際交流担当☎０３ │６２５７ │１

４３４︑ホームページは

５６票﹂︑自由民主党﹁

７４８票﹂です︒

万千

中︑比例区得票数の得票数表説明

http://www.cao.go.jp/koryu/ ○同㌻衆議院議員総選挙開票結果
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各種大会成績
【剣道】
◆第41回比布町長旗・教育長旗上川管
内町村剣道大会（昨年11月23日・比布
町体育館）

他

・ガス調理器、給湯温水ボイラー、灯油暖房
・調理器（LPガス）、暖房機（灯油FF）は各
自用意。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
除雪費用が別途かかります。

【フットサル】
【ミニバスケットボール】
◆第20回全日本ユース（Ｕ-15)フットサ ◆第40回全国ミニバスケットボール大
ル大会（１月10‐12日・愛知県豊田市・ 会北海道地区予選会（１月８─10日・
スカイホール豊田）
恵庭市総合体育館、江別市民体育館）
▼準決勝
▼決勝トーナメント
コンサ旭川 ２−４ 長岡ＪＹＦＣボ 東川ミニバスケットボール少年団 33
ルボレッタ
（新潟県）
─55 札幌前田中央ミニバスケット
（コンサ得点者）高橋、櫛部
ボール少年団
※全国３位入賞（ベスト４）
※全道予選ブロック優勝、８位入賞

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．同居する親族が原則4人以上いる方
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（※詳細は要問い合わせ）

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、
入居者を決定します。
入 居 期 限 ／2月末日
（※期限までの入居が要件）
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）
お問い合わせ ／定住促進課住まい室 ☎８２─２１１１（内線115、116）

19 Higashikawa

2015 February

手前が小学生選手（右から木村、小坂、及川、
窪田、七尾）、後方は中学生（右から杉山、長
谷部、今村、七尾、久保田）

〔団体〕
▼中学生の部 ②東川Ａ（杉山、長谷
部、今村、七尾、久保田）
▼小学生の部 ②東川Ａ（木村、小坂、
及川、窪田、七尾）

フットサル全日本ユース大会全国３位入賞
の快挙

旭川地区２位で全道大会出場した東川ミニ
バスケットボール少年団

Higashikawa 2015 February
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

道内に在住し国有林に

の回答などに協力いただきます︒

歳以上の方︵各級

20

応募資格

関心がある

議会議員︑地方公共団体長︑常

のうち︑﹁上川支庁計﹂は﹁上川

㌻︑民生委員児童委員の改選

総合振興局計﹂です︒

○

記事写真説明で︑﹁河村正八さん﹂

は﹁川村正八さん﹂の誤りです︒

住宅購入で
﹁すまい給付金﹂
の対

国土交通省住まい交付金事務局

国土交通省は︑消費税率の引き

上げに伴う住宅購入者の負担軽減

を図るため﹁すまい給付金﹂制度

32

象になります

両年度モニター

25

勤国家公務員︑国有林野事業職

︑

24

員ＯＢ︑森林︑林業担当の自治

体職員︑

28

だった方は除く︶

郵便番号︑住所︑氏名︵ふ

締め切り ２月 日︵金︶︵必着︶

社協だより

温かい善意ありがとう
ございます

15

応募

消費税が５％から８％に引き上

を実施しています︒

電話番号︑モニター募集を知っ

げ実施されたことに伴って︑住宅

りがな︶︑性別︑年齢︑職業︑

たきっかけ︑応募理由︵１００

購入者の負担軽減を図ることを目

的としたものです︒昨年４月以降

に新たに住宅を購入する場合︑新

16

字程度︶を明記して郵便または

発表は依頼状の発送で

昨 年 月 日 か ら１ 月
日までに社会福祉事業にご
寄付をいただきました方は
次のとおりです︒
12

ファックスで︒

その他

築︑中古を問わず︑収入に応じて

万円の給付を受けることが

30

︵３月末までに︶

最大

の

林野庁北海道森林

・平成10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

お問い合わせ

・1戸（2階）
・52,200円〜
94,400円

建築年、構造、設備等

︽ご香典の返礼にかえて︾

南町1丁目7番

戸数、家賃

申請には要件があります︒お問

入居資格

そ

所

できる制度です︒

南団地B2
⑤
３LDK（80.9㎡）

場

1210

管理局︵〒０６４│８５３７ ︑

82

●特定公共賃貸住宅
募集団地

札幌市中央区宮の森３ 条７ 丁目

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、一定の要件（60歳以上等）に該当する場合、単身入居可。
※③④は原則４人以上
２．税金等の滞納がない方
３．法の規定により算出する月額所得（世帯全員分）が15万8千円以下
※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

い合わせはナビダイヤル☎０５７

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

０│０６４│１８６︵午前９時〜

西町1丁目20番

番地︶︑担当・福浦さん︑安

・調理器、灯油暖房機（煙突式）は各
自用意。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
冬期除雪費が別途かかります。

藤さん☎０１１│６２２│５２

・平成元年
・セラミックブロック造り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

29

澤田 洋子様
中村ナツ子様
山田 貞男様
立石 睦夫様
山近 正之様

・1戸（1階）
・21,600円〜
40,500円

70

区
区
南町２丁目
東倉沼区
区

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器の
リース料（月額5,000円程度）がかかり
ます。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
除雪費用が別途かかります

午後５時︶︑ホームページで給付

・平成14年
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・オール電化
・物置付き、駐車場１台
・ペットは認められません

金額を試算できます︒

西町3丁目8番

・1戸（2階）
・26,200円〜
69,400円

２８︑Eメールは

・調理器、暖房機（灯油FF）は各自用意

h.kikaku@rinya.maﬀ.go.jp

・平成26年
・木造平屋建て（ロフト付き）
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場2台
・ペットは認められません

http://sumai-kyufu.jp

西町3丁目7番

・1戸（1階）
・24,500円〜
65,100円

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器の
リース料（月額5,000円程度）がかかり
ます。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
除雪費用が別途かかります

青年国際交流事業に参加しませ

・平成14年
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・オール電化
・物置付き、駐車場１台
・ペットは認められません

広報１月号に誤りがありました︒

西町3丁目8番

・1戸（1階）
・16,700円〜
44,200円

︻訂正︼

他

内閣府

の

んか

清流東団地A4
3LDK（70.6㎡）

そ

困っていること︑悩みごと
をお気軽にご相談ください︒
秘密は守られます︒事前に連
絡をお願いします︒今月の相
談員は次のとおりです︒☎
︱７５０５

④

建築年、構造、設備等

松 林 加代子

清流中央団地A2
③
3LDK（79.94㎡）

戸数、家賃

㌻衆議院議員総選挙開票結果

清流団地A5
②
1LDK（65.13㎡）

所

おわびして訂正します︒

清流中央団地A2
①
1LDK（50.97㎡）

場

○

募集団地

26

日本と世界各国の青年交流を通

●公営住宅

して相互理解と友好を深め︑広い

お申し込みに
必要なもの

中︑北海道６区小選挙区得票数の

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（昨年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。

うち︑日本共産党と自由民主党の

5戸

国際的視野とリーダーシップを育

募集戸数

てるため︑内閣府は青年国際交流

定住促進課住まい室

得票数表示が逆になっていました︒

受付場所

正しくは日本共産党﹁２万４千６

２月２日㈪〜同月12日㈭

お問い合わせは︑内閣府青年国

受付期間

定住促進課

事業への参加者を募集しています︒

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

