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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 北3条西4丁目ｺｰﾎﾟ橋北2-1号棟 昭和61年築・4階建団地 2LDK・65.7 1 19,300円～ 35,900円 2人以上世帯・身障者向け
2 大曲1丁目4番2号棟 昭和59年築・3階建団地 3LDK・65.7 1 17,800円～ 35,000円 3人以上世帯
3 大曲2丁目5番2号棟 平成元年築・4階建団地 1LDK・41.7 1 12,200円～ 23,900円 高齢者向け
4 大曲2丁目5番5号棟 平成 4 年築・6階建団地 1LDK・46.9 5 14,500円～ 28,600円 高齢者向け
5 大曲2丁目5番7号棟 平成 2 年築・4階建団地 3LDK・71.1 4 21,200円～ 39,700円 3人以上世帯
6 大曲2丁目5番8号棟 平成元年築・4階建団地 2LDK・59.9 3 17,900円～ 31,900円 2人以上世帯
7 大曲2丁目5番11号棟 平成 9 年築・4階建団地 2LDK・68.1 3 22,500円～ 44,200円 2人以上世帯
8 大曲2丁目12番1号棟 昭和63年築・4階建団地 2LDK・65.0 3 18,800円～ 35,500円 2人以上世帯
9 つくしヶ丘6丁目9番1号棟 平成 6 年築・4階建団地 2DK・59.3 1 18,900円～ 37,100円 高齢者向け
10 つくしヶ丘6丁目9番1号棟 平成 6 年築・4階建団地 2DK・59.3 1 18,900円～ 37,100円 高齢者向け

　※ １） この空き住宅の情報は、9 月 2 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）高齢者向け住宅は、60 歳以上の方しかお申し込みできません。
　※ ３）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。
　※ ４）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・暖房器具・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）
　※ ５）№ 1 の住宅には、身体障害者手帳を所持している方が世帯員にいないとお申し込みできません。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ／建築課住宅管理係　☎ 44-6111（内線 293・313）

市営住宅
　入居者募集

■申込方法
　受付期間／ 10月7日（月）～11日（金）
　受付場所／市役所2階 建築課住宅管理係
　提出書類／ 収入を証明できるもの(最新の源泉徴収票等)、市外在住者は住民票

※必ず印鑑をご持参ください。
　　　　　　※年度途中に職場が変わっている場合は相談してください。
　抽選日・会場／ 10月16日（水）　午前10時　エコーセンター 2階　大会議室
　入居指定日／ 11月1日（金）

■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／ 10月18日（金）　午前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3　大曲団地 3号棟604号 3LDK・78.60 6 22,100円～ 43,500円 一般世帯向け
2 つくしヶ丘3丁目4-2　つくしヶ丘団地 2号棟205号 3LDK・79.80 2 24,200円～ 47,600円 一般世帯向け
3 緑町2番3　ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ団地 3号棟015号 3LDK・74.20 4 20,000円～ 39,300円 一般世帯向け

4 北11条西2丁目1-2　ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ団地 A号棟102号 2LDK・58.50 1 19,600円～ 38,500円 シルバーハウジング
（高齢者世帯向け）

5 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 16,500円～ 32,300円 シルバーハウジング
（高齢者単身向け）

※）シルバーハウジングは高齢者世帯向け、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。

道営住宅
　入居者募集

■申込方法
受付期間／ 10月6日（日）～9日（水）（午前9時30分～午後5時）　
受付場所／エコーセンター　3階学習室C（6・8日）、会議室A（9日）
　　　　　道営住宅お客様センター（藤原工産内）（7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／ 12月中旬予定
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Series.足のケアも忘れずに！ 講座講座
こころもからだも健康に

　☆足を大切にする生活習慣
①足を観察する習慣をつける
□ウオノメ、タコ、ひびわれ、水虫などがないか。
□巻き爪、陥入爪、深爪、爪の変色や変形がないか。
□外反母趾、扁平足など、足の形が変形していないか。
□姿勢がよく、正しい歩き方ができるか。

②足を清潔に保つ
　石鹸をよく泡立てて、指の間、土ふまず、かかとを丁寧
に洗いましょう。せっけん分をよく洗い流し、タオルで水
分を拭き取ります。指の間もきちんと拭き取りましょう。

③保湿を心がける
　足を洗った後はしっかり拭き、クリームをぬりましょ
う。またふだんから靴下をはくようにしましょう。5本
指靴下も機能的です。

④足のマッサージをする
　足首を回したり、膝から下を柔らかく
マッサージしましょう。足の指も一本ず
つマッサージしましょう。足裏全体も、
指で押して刺激しましょう。

⑤爪を正しく切る
◦入浴後、爪が柔らかくなっているときに切りましょう。
◦厚くて硬い爪はやすりで薄く削ってから切りましょう。
◦つめの先端の白い部分が1ミリほど残る程度に真っす
ぐに切りましょう。
⑥動脈硬化を予防する
　糖尿病、高血圧、脂質異常症などで動脈硬化が進むと、
下肢の動脈も詰まりやすく、足に
問題が出る可能性が高くなります。
　食習慣、運動習慣に気をつけ、
動脈硬化や生活習慣病を予防しま
しょう。

　☆足の運動も効果的！
　床にタオルを広げ、タオルの一方の端に立ち、　
足の指でタオルをたぐり寄せます。座って行う
こともできます。全身
のバランスが整えられ、
むくみ、冷え性、足の
疲れを改善します。

　「歩く」ということは、生活する上で重要な動作です。
　私たちは普段あまり意識していませんが、足元は全身の土台として、体のバランスをとるために重要な役割を果たし
ており、歩行時には全体重を引き受けています。したがって、足元の状態が悪ければ、歩行に支障が生じ、日常生活
に影響が出てしまうのです。自分の足で歩けることは、自立した生活をおくる上で重要な鍵となっています。いつまで
も健康な生活を続けるためにも、足に関心をもち、大切にしましょう。　

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、暴力を容認しない社会風土の醸成、相談しやすい環境整備、関係機関
との連携など取り組みを推進しています。
　今回はドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）について考える機会としたいと思います。

【DVの現状】
　DV（ドメスティック・バイオレンス）とは内縁を含む夫
や妻、または恋人など親しい関係にある者による暴力を意味
します。肉体的な暴力だけではなく、性的暴行、言葉による
暴力や生活費を渡さないなどの経済的な暴力なども含まれ、
一般的に犯罪だと認識されづらく、加害者側も被害者側も犯
罪だと認識しない場合が多いのが特徴です。女性に対する暴
力だけではなく、女性から男性に対する暴力も近年増えつつ
あります。件数でいうと2005年と2010年ではおよそ2倍の
相談件数に上っているそうです。
【相談と対処】
　ＤＶ被害を受けた場合、または発見した場合は、相談窓口
に通報または相談してください。そうすると、保護など必要
に応じた支援を受ける事ができます。「相手にばれるのが怖
い」、「愛情表現だから」、「そういう人だから」などと思った
としても、暴力を受ける言われも必要もありません。

【相談窓口】

●市の相談窓口【子育て支援課】　☎44-6111　（内線260）
●オホーツク総合振興局の相談窓口【環境生活課】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎45-0500（直通）
●ウィメンズきたみ（北見市）　　　　　☎0157-24-7293
●北海道警察北見方面本部相談センター　☎0157-24-9110
●網走警察署　☎43-0110
　（※緊急時は24時間対応）

【あとがきにかえて】
　配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図る、通称
DV防止法は、施行されて今年で12年が経過します。しかし
ながらその被害は後を絶ちません。
　暴力はまた新たな暴力をうみだします。願わくば、この記
事を目にした方が自ら気づき、自分の行動を見直すきっかけ
にしてもらえれば幸いだと感じました。

網走市男女共同参画プラン推進会議編集委員

女性や子どもに対する暴力の根絶～なくならないDV被害～


