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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4丁目3番地　
ｳﾞｨﾗｽｸｴｱ 平成19年築・7階建団地 2LDK・63.9 3 24,500円～ 48,100円 2人以上世帯

2 大曲1丁目4番1号棟 昭和59年築・3階建団地 3LDK・68.3 3 18,700円～ 36,700円 3人以上世帯
3 大曲2丁目5番1号棟 平成元年築・4階建団地 2LDK・59.9 4 18,000円～ 35,300円 2人以上世帯
4 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
5 つくしヶ丘6丁目9番1号棟 平成6年築・4階建団地 3LDK・74.9 4 23,900円～ 46,800円 3人以上世帯
6 つくしヶ丘6丁目9番2号棟 平成8年築・4階建団地 2LDK・67.4 4 22,000円～ 43,200円 2人以上世帯
7 潮見4丁目Ｃ番5号棟 昭和60年築・2階建長屋 3LDK・70.9 - 20,300円～ 39,900円 3人以上世帯
8 潮見6丁目5番9号棟 昭和51年築・2階建長屋 2DK・53.0 - 13,400円～ 26,300円
9 潮見6丁目6番6号棟 昭和50年築・2階建長屋 3DK・59.9 - 14,900円～ 29,200円 2人以上世帯
10 潮見6丁目9番4号棟 昭和50年築・平屋建長屋 3DK・51.3 - 9,100円～ 15,000円 2人以上世帯
11 潮見7丁目12番1号棟 昭和53年築・2階建長屋 3DK・63.8 - 16,600円～ 32,100円 2人以上世帯
12 駒場南1丁目5番10号棟 昭和52年築・2階建長屋 3DK・59.9 - 15,300円～ 26,900円 2人以上世帯
　※1） この空き住宅の情報は、6月30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、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）　10月3日～ 7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

市営住宅
　入居者募集

■申込方法
　受付期間／ 8月8日～ 12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（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／ 8月17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／ 9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／９月１日　10時
　　　　　　抽選会場／エコーセンター 2000　３階学習室A
■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 つくしヶ丘3丁目4-1　つくしヶ丘団地 1号棟408号 3LDK・79.8 4 23,700円～ 46,600円 一般世帯向け
2 北11条西2丁目1番2号　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 A棟105号 2DK・49.2 1 16,600円～ 32,600円 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(高齢単身)
3 北11条西2丁目1番2号　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 A棟205号 3LDK・73.1 2 23,000円～ 45,200円 一般世帯向け
4 北12条西2丁目2番7号　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 B棟103号 2DK・49.3 1 16,800円～ 33,100円 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(高齢単身)
5 北12条西2丁目2番7号　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 B棟401号 3LDK・73.5 4 23,400円～ 46,000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。詳細はお問い合わせください。
■次回受付期間　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、上記問い合わせ先までご確認ください。

※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／ 8月21日～ 24日（9時30分～ 17時）　
受付場所／エコーセンター　2階会議室（21・23・24日）
　　　　　道営住宅お客様センター (藤原工産内)(22日)
　　　　　※網走市潮見298番地11（道立オホーツク公園手前100m）
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23年10月中旬予定



あばしりあばしり広
報9

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

男性と女性との雇用差別をなくす男女雇用機会均等法が施行されて25年が経ちました。
今回は、報道機関による主要110社に対する「女性の雇用」に関するアンケートの調査結果を紹介し、
女性の管理職登用の現状から、女性の社会進出を促進することによるメリットについて考えました。

【「女性の雇用」に関するアンケート】
　主要企業110社に対する「女性の雇用」に関するア
ンケート調査結果によると、女性の積極活用について、
97％の企業が「重要だ」という認識を持っています。
「男女平等の観点から」という理由のほかに、「労働力
人口が減少する中、女性の活用が不可欠であるため」、
「顧客の多様なニーズに対応するため」という理由に
よるものです。
　しかし、「管理職に占める女性の割合はどの程度が
望ましいか」という問いに対しては、課長級平均
18.6％、部長級同15.4％、役員級同14.4％となってい
ますが、実際の管理職に占める女性の割合は課長級平
均5.4％、部長級同2.5％、役員級同1.7％と、望まし
い姿と実態はかけ離れているのが現状です。
　その理由として、女性総合職の人数の少なさのほか
に、家庭と仕事の両立の難しさが挙げられています。

【女性の社会進出を促進することによるメリッ
トについて考えました】
　家庭と仕事との両立は、女性の社会進出にとって重
要な要素ですが、家庭環境はかつてと比べて核家族化
や少子化が進むなど、変容しています。
　平成23年版高齢社会白書によると、65歳以上の高
齢者における子どもとの同居率は昭和55年には約
70％でしたが、平成21年には43.2％となっています。
また、「子どもや孫とは密度の薄い付き合い方でもよ
い」と考える高齢者が増えています。
　そのような現状ではありますが、社会進出する女性
の両親などが家庭と仕事の両立を支えるために孫の育
児に携わることで、社会進出する女性や孫との良い関
係を生み出す効果があると思います。
　女性の社会進出を果たすためにさまざまな人が関わ
ることが、女性の能力の活用だけではなく、多様な関
係づくり・社会づくりにつながると思いました。
 網走市男女共同参画プラン推進会議編集委員

女性の社会進出について考えること

Series.26 こころとからだ疲れていませんか？ 講座講座
こころもからだも健康に

・・・ストレスがたまっていませんか？・・・
　ストレス社会と言われて久しい今日です。健康を考え
るとき、「ストレス」は悪いものとして考えがちですが、
カナダの大学の実験では、人が全く刺激のない環境に置
かれると眠れず、幻覚や幻聴が現れるという結果がでて
います。

≪良いか悪いかは受け止め方が影響します≫
　　仕事で頑張って上司にほめられて成長していくのは
「良い刺激」ですが、ほめられた相手が嫌な人であれば
悪くとってしまい、ストレスが増す結果になってしまい
ます。

≪気軽にストレスを解消しましょう≫
・スポーツを観戦する（テレビでも良い）
・釣りや山歩きなどのあまり競争のないスポーツ
　　 木々から出される物質は心身の疲労を解消する働き

があります。
・腹式呼吸法でリラックス
　　 体の力を抜き、息を吸うときにお腹をふくらませ、

吐くときにお腹をへこませます。
・気持ちの良い好きな音楽を聴く、歌う
・信頼できる相談相手を日ごろから見つけておく

≪こころのストレスチェック≫　※あてはまるものに○
□寝つきが悪い。
□朝早く目覚めてしまう。
□寝起きが悪くなった。
□妙にあせる気持ちになることがある。
□やる気が起こらない。
□頭痛がある、頭が重い。
□肩こりや目の疲れがある。
□何も感動しない。
□ささいなことで腹がたつ。
□根気がない。
□うつ状態が続く。
□飲酒量が増えた。
□仕事の量のわりに疲れが大きい。
□何事も失敗するような気がする。
□義務感や責任感ばかりが先行してしまう。

【判定結果】
0 ～ 4（正常）　5～ 10（要注意）　11～ 15（医師に相談を）

≪相談窓口≫　　＊気軽にご相談下さい。
○網走市保健センター　☎ ４３－８４５０（直通）
　　　　　　月～金　8時45分～ 17時30分
○網走保健所　　　　　☎ ４１－０６９７（直通）
　　　　　　月～金　8時45分～ 17時30分
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