受付期間

３月２日㈪〜同月16日㈪

受付場所

定住促進課住まい室

募集戸数

3戸

【バレーボール】
◆第34回旭川小学生バレーボール大会
新人戦（１月24日・比布町体育館）
②ひがしかわジュニア

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。

お申し込みに
必要なもの

●公営住宅
募集団地

①

②

③

清流団地A3
1LDK（65.13㎡）

清流団地B3
2LDK（75.07㎡）

西団地A2
3LDK（78,80㎡）

場

所

戸数、家賃

建築年、構造、設備等

そ

の

他

西町3丁目7番

・1戸（1階）
・24,100円〜
64,000円

・平成25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
・ペットは不可

・調理器（LPガス）、暖房機（灯油FF）は各
自用意

西町3丁目7番

・1戸（1階）
・27,300円〜
72,400円

・平成23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
・ペットは不可

・調理器（LPガス）、暖房機（灯油FF）は各
自用意

北町2丁目6番

・1戸（2階）
・25,900円〜
68,800円

・平成16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
・ペットは不可

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器の
リース料がかかります。（月額6,000円
程度）
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
除雪費用が別途。

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。
※上記団地②③は原則４人以上
入居資格

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

そ

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 ／3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
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各種大会成績

定住促進課

☎８２─２１１１（内線115、116）

▼小学２年同 ①工藤夏未（朝日ASS）１
分04秒31②内藤いずみ（旭川ジュニアア
ルペン）③木村愛華（和寒東山レーシン
グ）④古杉美菜子（東川大雪スキー少年
団）⑤桑島朱里（士別ジュニアレーシング）
⑥井越愛子（上湧別スキー少年団競）
▼小学３年同 ①松浦日菜乃（旭川ジュ
ニアアルペン）59秒10②谷菜々美（旭川
ジュニアアルペン）③今泉瑠依（美深レー
シング）④森田陽菜（朝日ASS）⑤佐伯美
來（美深レーシング）⑥斉藤伶奈（アーミン
S.C.）
▼小学４年同 ①前鼻凛愛（和寒東山
レーシング）59秒69②谷玲亜（東川大雪
スキー少年団）③浜野倫（アーミンS.C.）④
【クロスカントリースキー】
山地伶奈（東川大雪スキー少年団）⑤岡
◆八木祐四郎杯少年団クロスカントリー
崎茉央（朝日ASS）⑥菊地夏光（鷹栖アル
スキー大会（１月12日・旭川市富沢）
ペンスキー少年団）
▼小学３年女子（１・５㌔㍍） ②島田栞
▼小学５年同 ①川島侑（名寄レーシン
那（東川町クロスカントリースキー少年 グスキークラブ）58秒88②松井乃（伊の
団、以下同）
沢レーシング）③若林笑見（同）④伊藤七
◆第25回たかすオオカミの里北野クロス
海（小平SRT）⑤多羽田華（愛別スキー少
カントリー大会（1月18日・鷹栖町セントゴ
年団）⑥窪田愛巳（東川大雪スキー少年
ルフ倶楽部）
団）
▼小学１年男子（１㌔㍍） ①石原喬
▼小学６年同 ①長沢芽依（士別ジュニ
▼同３年同（２㌔㍍） ③石原徳
アレーシング）54秒21②前鼻杏実（和寒
▼同５年同（３㌔㍍） ③川口颯希
東山レーシング）③鵜束祐希（増毛暑寒
◆第36回全道ジュニアクロスカントリー和 レーシング）④浜野寧音（アーミンS.C.）⑤
寒大会（１月24日・和寒町東山スキー場） 松岡萌夏（比布レーシングスキー）⑥羽吹
▼小学１年男子（１㌔㍍） ②石原喬
天音（東川大雪スキー少年団）
▼中学同 ①小野崎絢（伊の沢レーシン
グ）50秒84②土佐優芽（小平SRT）③高橋
真帆（サンタプレゼントパーク）④小野崎
澪（伊の沢レーシング）⑤大西琴美（増毛
暑寒レーシング）
▼キッズおとこのこ ①菊池奏汰（瑞祥幼
稚園）１分01秒73②内藤駿太（たんぽぽ
幼稚園）③佐藤勝乃心（トーマスチャイル
ドハウス麓郷）④宮田惺匠（士別ジュニア
レーシング）⑤八木真洋（アーミンS.C.）⑥
辻佳泰（同）
◆第43回全道ジュニアクロスカントリース
▼小学１年男子 ①高宏太（旭川ジュニ
キー上川大会（１月25日・菊水クロスカン アアルペン）46秒51②友兼大騎（美深
トリーコース）
レーシング）③武田慶永（アーミンS.C.）④
▼小学１、２年女子（1㌔㍍） ①西潟胡
岩谷悠吏（留萌東光小）⑤山本周平（士別
花
ジュニアレーシング）⑥菊池大誠（アーミ
▼同３、４年同（2㌔㍍） ②島田栞那
ンS.C.）
▼小学２年同 ①中村善（ナヨロ藤ジュ
【スキー】
ニアアルペン）１分09秒47②浅野秀太
◆キャンモアＧＳＬ11（２月11日・東川町 （東川大雪スキー少年団）③加賀真一（小
キャンモアスキービレッジ）
平SRT ）④酒井蓮（士別ジュニアレーシン
▼キッズおんなのこ ①河治芙佳（アーミ グ）⑤廣川悠玄（東川大雪スキー少年団）
ンS.C）58秒66②田村実夢（朝日ASS）③
⑥内河佑太郎（札幌美香保小）
谷柚子菜（旭川ユリアナ幼稚園）④江花里
▼小学３年同 ①友兼涼輔（美深レーシ
衣奈（Volkl jr）⑤内河環季（フラワー保育 ング）１分00秒79②近藤衣瑳（愛別ス
園）⑥口澤弥歩（アーミンS.C.）
キー少年団）③多羽田塁（愛別スキー少
▼小学1年女子 ①松岡桜子（愛別松岡
年団）④佐藤翔英（上湧別スキー少年団
牧場）55秒95②佐伯星來（美深レーシン 競技部）⑤田村虎鉄（朝日ASS）⑥牧村航
グ）
太郎（上湧別スキー少年団競技部）

▼小学４年同 ①内藤裕平（旭川ジュニ
アアルペン）55秒35②本間颯（士別ジュ
ニアレーシング）③玉置友也（朝日ASS）④
新堂春輝（士別スキー少年団）⑤河治歩
武（アーミンS.C.）⑥山本琉碧（同）
▼小学５年同 ①溝口陽斗（深川ジュニ
アアルペン）53秒74②山下柊（旭川ジュ
ニアアルペン）③本郷蒼良（旭川ジュニア
アルペン）④石川大智（美深レーシング）
⑤田村颯彪（朝日ASS）⑥高橋光聖（サン
タプレゼントパーク）
▼小学６年同 ①前鼻弥優（和寒東山
レーシング）52秒69②松浦柊太（旭川
ジュニアアルペン）③斉藤雅斗（士別ジュ
ニアレーシング）④佐藤涼（和寒東山レー
シング）⑤林知真（小平SRT）⑥森田快（朝
日ASS）
▼中学同 ①新井廉（比布レーシングス
キークラブ）49秒78②松岡春輝（同）③石
川優太（伊の沢レーシング）④杉山太一
（東川大雪スキー少年団）⑤近藤豪（比布
レーシング）⑥髙本悠太（名寄中）
▼ヤングマン ①中村育人（比布レーシ
ング）48秒88
▼ミドルマン ①松本和憲（芦別レーシン
グ）54秒28②中村耕司（ナヨロスノーラボ
ラトリー）③竹内真（まごころの車屋さん）
▼アイアンマン ①大西将樹（羽幌レー
シング）50秒61②吉澤和志（芦別・大橋サ
クランボ）③漆山裕章（比布レーシング）④
吉崎智貴（D.D.S）⑤佐瀬隆行（第２航空
団）⑥河野直樹（旭川レーシング）
▼ジェントルマン ①中岡健一（名寄レー
シング）50秒90②坂上昭彦（ダイヤモンド
ダストSC）③森田啓介（比布レーシング）
④川口修示（ノースヒーロースキークラ
ブ）⑤中坪政則（旭川レーシング）⑥森谷
茂（旭川レーシング）
▼界王 ①新崎裕一（新崎歯科スキー
部）55秒16②原田光信（旭川レーシング）
③古木哲雄（名寄レーシング）④横野廣巳
（旭川レーシング）⑤沢口康（東川町第34
区SC）⑥杉本建夫（たけるレーシング）
▼神の部 ①二ノ宮勝行（北浪漫好キー
士別）57秒28②朝倉春宗（旭川レーシン
グ）③髙橋昭（芦別レーシング）④井上憲
一（芦別スキー連盟）⑤三輪保夫（旭川
レーシング）
◆第32回上川中央部スキー少年団アルペ
ン競技大会（１月17日・ぴっぷスキー場）
▼１、２年女子 ①古杉美菜子
▼３、４年同 ①谷玲亜
▼５、６年同 ①羽吹天音③古高日菜
▼１、２年男子 ①浅野秀太
▼３、４年同 ③小坂翔太
◆スポーツハウスカップ旭川予選会（1月
５日・旭川サンタプレゼントパーク）
▼中学男子 ①杉山太一
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公営住宅、特定公共賃貸住宅の入居者募集

