
あばしり広
報 8

ふるさと寄附
ふるさと・網走への思いを

『かたち』にする
の取り組みについて

　網走市では、全国の網走ファンの皆さんから ふるさと寄附を募っています。この寄附金は、網走が誇る豊か
な自然や景観、文化を次世代に引き継ぐために活用します。これまでに、市内外に向けたご案内を行っており、
多くの皆さんからの問い合わせや寄附が寄せられています。 【問い合わせ】企画調整課企画係（内線351・372）

●ふるさと寄附の利用状況
　今年度、「史跡最寄貝塚などのオホーツク文化の保全と整備」を使い道とする寄附金を利用
させていただき、当市の国指定史跡であるモヨロ貝塚をPRするために、土器のレプリカを作
成しました。平成25年7月よりJR網走駅に展示しています。

●寄附金と一緒に寄せられた、あばしりへのメッセージの一部を紹介します。
◆ 故郷のために少しではありますが、お役にたてればと思います。天都山は遠足などでよく行きました。よろしくお

願いします。（道内・男性）
◆ なつかしい網走が、すべて昔のように活性化し、発展することを祈っています。冷たくておいしい水道の水も味わっ

てみたいです。（道外・女性）
◆今後ますますのご発展をお祈りいたします。（道外・男性）
◆ 少額ですが、なつかしい網走のお役に立てれば嬉しく思っています。上向きに活力ある網走市であるように、ご

尽力ください。（道外・女性）
◆風光明媚・山紫水明・人情に厚い故郷網走の益々の発展をお祈りいたします。（道外・男性）
◆ 故郷網走の、豊かな自然がいつまでも守られ、農業・畜産業、観光業などの産業がさらに発展していくことをねがっ

ています。（道外・男性）
◆ 宝石箱をひっくり返した様な美しい網走の街、ここの大空のようにおおらかで親切な網走の人々、この街と市民

の皆様に心からの感謝を込めて（道外・女性）
◆オホーツク沿岸の中核都市としての発展を期待します。（道外・男性）　 ※市ホームページにも掲載しています。

●ふるさと寄附のお知らせについての主な取り組み内容
◇リーフレットによる案内　（市内観光施設等に設置）
◇市ホームページでの案内　（寄附制度の案内、各月末時点での寄附金額などを掲載しています）

　 ●寄附の状況（平成20年6月25日～平成25年10月31日）
寄附金の使い道 寄附金額

ふ
る
さ
と

寄
附
事
業

名勝・天都山の保全と整備 305万円
史跡最寄貝塚などのオホーツク文化の保全と整備 125万円
網走川周辺の景観保全と整備 240万円

その他（福祉、健康、教育、産業振興、環境保全など） 1,033万円
合　計 1,703万円

下水道からのおくりもの 「オホーツクの大地」（秋期配布）について
　今回、550袋のたい肥を用意しましたが、市民の皆さんから992通もの申し込みがありました。（倍率1.8倍）
たくさんのご応募ありがとうございました。10月15日（火）に抽選を行い、当選者に対して、10月20日～ 21日の2
日間で引き換えを行いました。今回、残念ながら外れてしまった方には来年4月のご応募をお待ちしています。
【今回応募された皆さんからいただきましたご意見（計612通）について、一部紹介させていただきます】
●�下水道が整備されているお陰で快適な生活ができる事に感謝しています。また、肥料の配布事業も大変あり

がたく思っています。
●�下水道からのおくりもの『オホーツクの大地』は、エコリサイクルとして有意義です。今後とも継続されま

すようお願いいたします。
●�たい肥を希望者全員に配布できるよう増量してほしい。→施設の都合上、増産が難しい状況ですのでご理解
願います。
※たい肥の使用目的および効果／野菜を作るのに使用しているという方が172人、花畑に使用しているという
方が84人で、多くの人が家庭菜園に使用しているようです。　いずれも優れた効果があるようで「とてもよい
野菜が獲れた」「きれいな花が咲いた」という感想をいただきました。
その他、貴重なご意見をたくさんいただきました。今後の下水道事業に活かしてまいりたいと考えています。

寄附者の
お住まい
の地域

個人 団体

市内 8人 10団体
道内 40人 1団体
道外 31人 82団体
合計 79人 93団体
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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 大曲2丁目5番1号棟 平成元年築・4階建団地 1LDK・41.7 1 12,200円～ 24,100円 シルバーハウジング
2 大曲2丁目5番7号棟 平成 2 年築・4階建団地 1LDK・41.7 1 12,400円～ 24,400円 シルバーハウジング
3 大曲2丁目5番8号棟 平成元年築・4階建団地 1LDK・41.7 1 12,400円～ 23,200円 シルバーハウジング
4 大曲2丁目5番8号棟 平成元年築・4階建団地 1LDK・41.7 1 12,400円～ 23,200円 シルバーハウジング
5 大曲2丁目5番9号棟 平成 5 年築・4階建団地 2LDK・59.9 2 18,800円～ 37,000円 2人以上世帯
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 12,100円～ 23,800円 高齢者向け
7 台町3丁目6番4号棟 昭和56年築・2階建長屋 3LDK・68.7 1 18,700円～ 36,800円 3人以上世帯
8 駒場北2丁目1番6号棟 昭和63年築・3階建団地 3LDK・78.4 2 23,200円～ 45,600円 3人以上世帯
9 駒場北2丁目1番7号棟 昭和62年築・3階建団地 3LDK・78.4 2 22,900円～ 45,000円 3人以上世帯
10 駒場北2丁目1番7号棟 昭和62年築・3階建団地 3LDK・78.4 3 22,900円～ 45,000円 3人以上世帯
11 つくしヶ丘3丁目6番1号棟 平成13年築・6階建団地 2DK・62.9 3 21,800円～ 42,800円 エレベーター付き
12 つくしヶ丘6丁目8番1号棟 平成 7 年築・4階建団地 2DK・59.3 2 19,100円～ 37,600円
13 つくしヶ丘6丁目9番2号棟 平成 8 年築・4階建団地 2DK・62.3 4 20,300円～ 40,000円

　※ １） この空き住宅の情報は、10 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）高齢者住宅は、60 歳以上の方しかお申し込みできません。
　※ ３）シルバーハウジングは高齢者および身体障がい者用の住宅です。詳細についてはお問い合わせください。
　※ ４）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。
　※ ５）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）
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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／ 12月2日（月）～6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／ 12月13日（金）　午前10時　エコーセンター 2階　大会議室
　入居指定日／平成26年1月1日（金）

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）

網走市職員採用試験のお知らせ
■募 集 人 数／土木技術職　1名
■採用予定日／平成26年4月1日
■受 付 期 間／ 12月10日（火）
　　　　　　　～平成26年1月10日（金）
■試 験 区 分／受験資格などは下記表のとおりですが、
　　　　　　　詳細については試験案内などでご確認くだ
　　　　　　　さい。採用試験案内および申込書は市役所
　　　　　　　2階職員課で配布するほか、網走市ホーム
　　　　　　　ページ上でダウンロードできます。

試験区分 受験資格 試験内容

土木技術職
大学（土木に係る専門課程を履修していること）を卒業している方又は平成
26年3月31日までに卒業見込みの方で、昭和58年4月2日以降に生まれた方　
※大学の卒業要件は同等の資格者を含みます。

・職場適応性検査
・作文試験
・個別面接

■試験日程／平成26年1月18日（土）　
■試験会場／網走市
■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。


