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■申込条件
・住宅に困窮している方【生年月日が昭和31年4月2日以降の単身者は
　入居できません。（障がい者、生活保護世帯等を除く）】
・同居または同居予定の親族（婚約者含む）のある方
・年間総収入額が下記の収入基準以下の世帯　・市税を滞納していない世帯
・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号に規定する暴力団員でない方
　※ペットの飼育はできません。　※入居の際は連帯保証人が1人必要となります。
■収入基準（給与所得者が１人のときの年間総収入額）
家族数 同居親族 年間総収入額 摘　　　　要
１人 ０人 2,967,999円以下 年金や事業所得者、身

体障がい者、所得のあ
る方が2人以上、未就学
児童がいる世帯などは
基準が異なります。

２人 １人 3,511,999円以下
３人 ２人 3,995,999円以下
４人 ３人 4,471,999円以下

■市営住宅空き状況（入居要件に該当する住宅を１カ所選んで、お申し込みください。）
№ 住　　　　　　所 住　宅　構　造 タイプ面積（㎡） 階 住宅使用料 入居要件
1 南4条西1丁目1番地 平成18年築・8階建団地 2LDK・62.3 5 24,900円～ 49,000円 2人以上世帯
2 南4条西1丁目1番地 平成18年築・8階建団地 3LDK・72.4 6 29,000円～ 56,900円 3人以上世帯
3 大曲2丁目5番9号棟 平成5年築・4階建団地 2LDK・59.9 3 19,200円～ 37,800円 2人以上世帯
4 大曲2丁目5番9号棟 平成5年築・4階建団地 2LDK・59.9 4 19,200円～ 37,800円 2人以上世帯
5 大曲2丁目12番1号棟 昭和63年築・4階建団地 1LDK・41.6 1 12,300円～ 24,200円 高齢者向け
6 大曲2丁目12番1号棟 昭和63年築・4階建団地 1LDK・41.9 1 12,400円～ 24,300円 高齢者向け
7 つくしヶ丘3丁目6番1号棟 平成13年築・5階建団地 2DK・62.9 4 22,000円～ 43,200円
8 つくしヶ丘6丁目9番1号棟 平成6年築・4階建団地 2LDK・70.6 3 22,500円～ 44,200円 2人以上世帯
9 潮見6丁目7番11号棟 昭和48年築・2階建長屋 3DK・55.8 － 13,400円～ 20,100円 2人以上世帯
　※１） この空き住宅の情報は、12月31日現在のものです。受付開始までに「他の団地」や「入居要件の異なる」空き住宅が発生

する場合もありますので、担当係までお問い合わせください。
　※２）このほか「一部の住宅」については随時受け付けをしています。
　※３）入居者負担の設備が一部ありますので、お問い合わせください。
　　　　例：照明器具・灯油タンクなど（団地・長屋共通）　浴槽・風呂釜・給湯設備など（長屋住宅・一部団地）
■次回受付期間（予定）5月7日～ 11日 　　　　問い合わせ／建築課住宅管理係　☎44-6111（内線293・313）

・年間総収入額が下記の収入基準以下の世帯　・市税を滞納していない世帯
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号に規定する暴力団員でない方

　※ペットの飼育はできません。　※入居の際は連帯保証人が1人必要となります。

市営住宅
　入居者募集

■申込方法
　受付期間／ 2月6日～ 10日　受付場所／市役所3階 建築課住宅管理係
　提出書類／ 収入を証明できるもの（直近の源泉徴収票等）、市外在住

者は住民票　※必ず印鑑をご持参ください。
　抽 選 日／ 2月15日　 10時
　抽選会場／エコーセンター 2階大会議室      入居可能日／ 3月1日

■申込条件
・住宅に困窮している方
・同居または同居予定の親族（婚約者含む）のある方
・年間総収入額が下記の収入基準以下の世帯　
・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号に規定する暴力団員でない方
　※ペットの飼育はできません。 ※入居の際は連帯保証人が1人必要となります。
■収入基準（給与所得者が１人のときの年間総収入額）
家族数 同居親族 年間総収入額 摘　　　　要
１人 ０人 2,967,999円以下 年金や事業所得者、身

体障がい者、所得のあ
る方が2人以上、未就学
児童がいる世帯などは
基準が異なります。

２人 １人 3,511,999円以下
３人 ２人 3,995,999円以下
４人 ３人 4,471,999円以下
５人 ４人 4,947,999円以下
■公開抽選　　抽 選 日／２月17日　10時　抽選会場／エコーセンター　２階大会議室

■道営住宅空き状況（入居要件に該当する住宅を１カ所選んで、お申し込みください。）
№ 住　　　　　　所 室　番　号 タイプ面積(㎡) 階 住宅使用料 入居要件
1 大曲2丁目6番1　大曲団地 1号棟005号 2LDK・67.00 2 17,900円～ 35,300円 一般世帯向け
2 大曲2丁目6番2　大曲団地 2号棟012号 2LDK・67.00 3 18,200円～ 35,700円 一般世帯向け
3 つくしヶ丘3丁目4-1　つくしヶ丘団地 1号棟108号 3LDK・79.80 1 23,700円～ 46,600円 一般世帯向け
4 つくしヶ丘3丁目4-1　つくしヶ丘団地 1号棟204号 3LDK・79.80 2 23,700円～ 46,600円 一般世帯向け
5 緑町2番1　ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ団地 1号棟005号 3LDK・78.60 3 21,000円～ 41,200円 一般世帯向け

6 北11条西2丁目1-2　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 A号棟111号 2DK・49.20 1 16,600円～ 32,600円 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
（高齢単身向け）

7 北12条西2丁目2-7　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 B号棟403号 3LDK・73.50 4 23,400円～ 46,000円 一般世帯向け
8 北12条西2丁目2-7　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 B号棟505号 3LDK・72.90 5 23,300円～ 45,700円 一般世帯向け
9 南3条西4丁目19-7　中央公園団地 A号棟501号 2LDK・57.50 5 22,000円～ 43,200円 一般世帯向け
10 南3条西4丁目19-7　中央公園団地 A号棟1001号 2LDK・57.50 10 22,000円～ 43,200円 一般世帯向け
11 南3条西4丁目19-7　中央公園団地 B号棟1007号 2LDK・59.70 10 22,800円～ 44,800円 一般世帯向け
※）シルバーハウジングは高齢者単身向けの住宅です。詳細についてはお問い合わせください。
■次回受付期間（予定）／未定　　　　　　　
■問い合わせ／道営住宅指定管理者　藤原・ワコー企業体（☎45-3161　ホームページ http://fk-japan.jp）
※「道営住宅入居申込のしおり」「北海道営住宅入居申込書」などの配布を行っていますので、問い合わせ先にご確認ください。

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号に規定する暴力団員でない方
　※ペットの飼育はできません。 ※入居の際は連帯保証人が1人必要となります。

道営住宅
　入居者募集

■申込方法
受付期間／ 2月5日～ 8日（9時30分～ 17時）　
受付場所／エコーセンター　3階学習室（5・7・8日）
　　　　　道営住宅お客様センター（藤原工産内）（6日）
提出書類／ 収入を証明できるもの(源泉徴収票写し等)、世帯を確認でき

るもの（保険証写し等）※必ず印鑑をご持参ください。
入居可能日／平成24年3月下旬予定
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網走市職員採用試験

男女共同参画コーナー

ひゅ～らひゅ～らひゅ～ら
男女共同参画コーナー

ひゅ～らひゅ～らひゅ～ら

　網走市男女共同参画プランでは、「地域活動やボランティア活動への参加促進」を掲げています。知人か
らの誘いで始めた地域活動やボランティア活動を通し、感じていることを今回は紹介したいと思います。

【地域活動等への参加のきっかけ】
　働く組織と仲間に支えられ、長年過ごしてきました
が、退職して早くも数年が経ち、地域社会との関わり
が無いことに気づいていたものの、地域活動には、容
易に入り込めないと考えていました。しかし、知人か
ら誘われたことで、周囲に関わり自分に出来ることを
しよう、また、世間での自分の居場所を確保する絶好
のチャンスと考え、地域活動に参加してみようと思い
ました。

【地域活動等の内容】
　高齢者の入所施設にボランティアへ行ったことがあ
りました。入所者の方々とお話をしたり、歌を全員で
歌ったり、ゲームをするなどの活動をしました。
　入所者は、女性が圧倒的に多く、笑顔や会話も多く、
探究心のある人が多いと思いました。一方で、男性は、
現役時代の話をする人が多い印象を受けました。
　自分がいつかこのような施設に入所するとしたらと
感じながらボランティアに参加しました。
　ごみ拾いボランティア募集中のポスターを見て、飛
び込みで参加の申し込みをしたこともあります。
　その時の担当者から「志のある人々と出会えますよ」

と言われ、社会福祉協議会にボランティア登録をしま
した。
　この団体では、年4回、路傍・海辺のごみ拾いボラ
ンティアをしています。ゴミの種類に驚愕し、「どう
してこのような物がここに捨てられたのか」などと言
いあいつつ、道端に物を捨てる人の理性の無さ、マナー
の無さを感じています。
　また、私が所属している「歩く会」は、女性が多く、
集まると政治・経済・歴史・料理・地域・町内会・家
族のことなどさまざまな会話や色々な情報交換ができ、
とても楽しい地域活動の場となっています。

【あとがきにかえて】
　誰もが、地域社会とのつながりを求めているのでは
ないかと思います。
　地域活動に参加する最初の一歩を踏み出すことが大
切だと感じています。
　地域活動などを通し、さまざまな人と出会うことで
情報の共有や、自分の居場所が出来るだけではなく、
普段は感じなかったことを考えさせられる良い機会と
なっています。
 網走市男女共同参画プラン推進会議編集委員

地域活動やボランティアへ参加すること

試験区分／栄養士
採用予定人員／ 1名
採用年月日／平成24年4月1日
受験資格／ 栄養士免許を有する方または平成24年3月31日

までに取得見込みで、昭和46年4月2日以降に生
まれた方

試験日
● 第１次試験＝2月18日～ 2月19日　集団討論試験・教養試
験（短大卒程度）・職場適応性検査・作文試験

●第２次試験＝2月26日（予定）　個別面接試験
試験会場
●第１次試験＝エコーセンター 2000
●第２次試験＝網走市役所（予定）
申込方法／ 提出書類を一括して持参または郵送により提出

してください。郵送の場合は、封筒の表に「採
用試験申込書在中」と必ず朱書きしてください。

提出書類
○採用試験申込書（申込書は市職員課に備えてあります）
○卒業証明書または卒業見込み証明書（最終学歴のもの）
○成績証明書（最終学歴のもの）
○ 栄養士免許証または管理栄養士免許証の写し（現に有す
る方）

受付期間／12月19日～ 2月6日
（ 土・日を除く8時45分～ 17時30分）
※ 郵送の場合は、2月6日までの消印があるものに限り受け
付けます。なお、2月3日以降に投函する場合は、必ず「速
達」としてください。

　申し込み・問い合わせ
　〒093-8555　網走市南6条東4丁目　
　　　　　　　網走市企画総務部職員課職員係
　　　　　　　（内線326・334）

網走市まちづくり推進住民会議 (全体会議 )
網走市の課題や発展について、市民と市が対話を深め、住みよい豊かなまちづくりを
進めるため、住民会議（全体会議）を開催します。多数の参加をお待ちしています。
○日時／ 2月24日　18時30分～　
○場所／エコーセンター (エコーホール)
○問い合わせ／企画調整課広報広聴係（内線218）
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