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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

■収入基準（給与所得者が１人のときの年間総収入額）
　４月から基準が変わりました。
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・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ヵ所選んで、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2号棟 平成元年築　4階建団地 1LDK 41.70 1 12,600円～ 24,800円 高齢者向け
2 大曲2丁目5番4号棟 平成2年築　4階建団地 2LDK 59.90 3 18,700円～ 36,700円 2人以上世帯
3 大曲2丁目5番8号棟 平成元年築　4階建団地 2LDK 59.90 4 18,400円～ 36,200円 2人以上世帯
4 大曲2丁目5番11号棟 平成9年築　4階建団地 2LDK 68.10 4 23,200円～ 45,600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 41.60 1 12,400円～ 24,400円 高齢者向け
6 つくしヶ丘6丁目9番1号棟 平成6年築　4階建団地 2LDK 66.20 4 21,100円～ 41,400円 2人以上世帯
7 潮見6丁目8番1号棟 昭和52年築　平屋建長屋 3DK 57.00 - 10,900円～ 17,700円 2人以上世帯
8 潮見6丁目8番3号棟 昭和53年築　平屋建長屋 3DK 59.70 - 11,800円～ 20,500円 2人以上世帯
9 潮見6丁目9番8号棟 昭和48年築　平屋建長屋 2DK 42.90 - 7,100円～ 9,200円
10 潮見7丁目13番5号棟 昭和49年築　２階建長屋 2DK 53.00 - 13,100円～ 22,600円
11 潮見7丁目13番10号棟 昭和49年築　２階建長屋 2DK 50.20 - 12,400円～ 21,900円
　※１）この空き住宅の情報は、４月１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（長屋住宅のみ）

■次回受付期間　８月３日～７日（予定）　　　　　問合先／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

市営住宅
　入居者募集

■申込方法
・受付期間　５月７日～13日（土日を除く）
・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　５月19日　９時30分
・抽選会場　エコーセンター 2000 ２階大会議室
・入居可能日　６月１日

■申込条件
・住宅に困窮している方
 （収入基準は市営住宅基準と同一ですので、そちらをご参照願います。）
・同居または同居予定の親族（婚約者含む）のある方
・ 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

■道営住宅空き状況（入居要件に該当する住宅を１ヵ所選んで、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 募集区分

1 大曲2丁目6番地の3　大曲団地 D-3棟603 3LDK 79.70 6 22,500円～ 44,100円 一般世帯向け
2 緑町2番地の1　ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 1号棟109 3LDK 79.20 5 20,500円～ 40,300円 一般世帯向け
3 緑町2番地の2　ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 2号棟123 3LDK 71.80 5 19,100円～ 37,500円 一般世帯向け
4 緑町2番地の3　ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 3号棟1 2LDK 63.30 1 16,600円～ 32,600円 一般世帯向け
5 緑町2番地の3　ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 3号棟7 3LDK 74.20 2 19,500円～ 38,200円 一般世帯向け
6 北12条西2丁目2番7　サンリッチヴィラ B棟502 3LDK 72.90 5 22,700円～ 44,600円 一般世帯向け
7 北12条西2丁目2番8　サンリッチヴィラ C棟107 2DK 49.70 1 16,800円～ 33,100円 高齢単身者向け
8 北12条西2丁目2番8　サンリッチヴィラ C棟204 3LDK 73.50 2 23,200円～ 45,500円 一般世帯向け

問合先／網走土木現業所企画総務部建設指導課建築住宅係　☎41-0643

道営住宅
　入居者募集■申込方法

・受付期間　５月11日～ 15日　　・抽選日　５月22日
・受付場所　網走合同庁舎４階 建設指導課建築住宅係
・提出書類　収入を証明できるもの（源泉徴収票等）、世帯を確認できるもの（保険証等）　※必ず印鑑をご持参ください。
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「かかりつけ薬局」ってどんな薬局？
○  患者さんは、処方せんを受け取った病院や診療所
にかかわらず自由に薬局を選ぶことができます。

　  あなたがいつも利用する薬局が決まっているの
であれば、その薬局が「かかりつけ薬局」です。

　  どこの病院や診療所を受診したとしても、いつも
同じ薬局で調剤を受けることが大切です。あなた
が一番気軽に相談でき信頼できる薬局、「かかりつ
け薬局」を決めましょう。

○  かかりつけ薬局は、あなたの薬の服用歴や体質
（副作用やアレルギー歴）などを記録しています。
薬を調剤するときには、その記録と処方せんを照
合しながら調剤しますので、例えば、複数の病院
から同時に薬を処方された場合などは、薬の重複
投与や飲み合わせのチェックなどを簡単・確実に
行うことができます。

　  もし、あなたが服用すべきでない薬が処方されて
いる場合などのときは、薬剤師が医師などと相談
して薬の変更や投薬取り消しなどを行います。

「かかりつけ薬局」ってどんなことをするの？
○  薬の服用歴や副作用歴・アレルギー歴などの記録
を作成し、安全を確認しながら調剤します。

　・ 薬の重複投与や飲み合わせによる副作用などを
未然に防止できます。

　・ 市販薬や健康食品などとの飲み合わせも確認で
きます。

○  薬の服用について注意すべき事項を説明し、必要
に応じた文書を出します。

○  受診したすべての病院や診療所などが発行する処
方内容を詳しく知ることができます。

○  いつでも服薬指導（服用の仕方、使い方、副作用
など）を受けられます。

○  処方せん薬のみならず、市販薬の
　 副作用情報を含め健康に関する相
　 談や情報提供を受けられます。
○ 「かかりつけ薬局」をもつこと
　 で適正・適切に薬を使うことが
　 でき、安心で健康な生活を送る
　 ことができます。
○ 薬局でもらえる「おくすり手帳」
　 を持ちましょう。
　  おくすり手帳には自分は服用している薬などが
記録されていますので、重複投与や飲み合わせに
よる副作用を未然に防ぐことができるだけでな
く、自分が使っている薬を正確に伝えることがで
きます。

「かかりつけ薬局」はどう選べばいいの？
○  処方せんによる調剤を行う薬局は、「保険薬局」
「保険調剤」「基準薬局」「処方せん調剤」「処方せ
ん受付」などの表示をしています。

　 次の４項目を満たす薬局を選びましょう。
　１．薬についてきちんと説明をしてくれる
　２．わからないことを気軽に相談できる
　３ ．必要に応じてお薬手帳や文書で情報が受けら
れる

　４ ．信頼できる薬剤師がいる　※医師と同様に薬剤
師にも守秘義務がありますので、患者の病歴や服用歴
などのプライバシーを侵害されることはありません。

　　　　　　　　問合先／網走保健所 ☎41-0685

もってて安心いつもの「かかりつけ薬局」～薬はいつも同じ薬局で～

手作り食品の楽しさ、美味しさを体験しませんか？
網走市食品加工体験センター「みんぐる」のご案内

　網走市食品加工体験センター「みんぐる」は、市民グループやサークル、個人で
も気軽に利用できる、調理・加工の体験施設です。専門的な調理器具を使い、パ
ン･カステラ･豆腐･うどん･パスタ･ハム･ソーセージ･アイスクリームなど、いろ
いろな物をつくることができます。
　未経験の方でも、指導員が加工方法を丁寧に指導いたしますので大丈夫！
食の安全やスローフードの重要さが見直されている今日、手作りの楽しさ、美味
しさを体験しませんか？

みんぐる講座も開催しています
　みんぐるでは、多くの皆さんに食品加工を体験していた
だこうと「みんぐる講座」を開催しています。

○ 左記の講座開催は現時点
での予定です。実際の開催
日は前後することがあり
ますのでご了承ください。

○ 各講座の正式な開催日お
よび申込方法などについ
ては、別途、新聞折込広告
等でお知らせいたします。

開催日 体験品目
5月27日 ソーセージ
6月24日 うどん
7月29日 アイスクリーム
8月26日 カステラ
9月29日 菓子パン

お申し込み・お問合せは
市民課交通生活係（内線３４６）へ
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