
◎多子世帯　…18歳未満の子３人以上と同居するご両親（平成28年４月１日現在）

◎子育て世帯…小学校卒業前の子（妊娠中を含む）と同居するご両親（平成28年４月１日現在）

◎有珠地区まちなか居住推進枠…
　有珠地区の持家居住者で、持家が建築からおおむね30年が経過・老朽化し、かつバリア
　フリー化されていない等で日常生活に困っている世帯員全員が65歳以上の世帯
　ただし、持家を将来的に解体する方針があること

入居申込受付期間　

　日時　　平成28年２月８日（月）～２月12日（金）　９時～17時
※２月11日（祝）を除く　　

　場所　　市役所３階第４会議室

※該当世帯の入居希望者は、必ず受付期間内に手続きをしてください。
　受付期間後は、当面受付を中断しますので、注意してください。
　母子世帯や高齢者等世帯の入居申込受付は、後日改めてお知らせします。

　市営住宅入居制度の大幅な見直しを実施しました

　市営住宅の入居者選考は、平成28年４月入居分から従来の「抽選方式」に代わり
「住宅困窮度評価方式」へ変更しました。
　住宅困窮度評価方式は、入居申込者の住宅に困窮する実情をさまざまな項目で評価
・数値化し、順位付けをするもので、団地・世帯区分ごとに評価（点数）が高い世帯
区分ごとに順位付けした結果、評価（点数）が高い方から入居をご案内します。
　本来市が住宅を提供すべき住宅困窮者（自力で住宅を確保することが困難な方）へ
の対応がより適切に、かつ迅速に実施できると考えておりますので、ご理解ご協力を
お願い致します。

お問い合わせ
伊達市役所　建設部都市住宅課住宅管理係　℡23-3331（内線392・393）
　　　　　　大滝総合支所地域振興課　℡68-6111（代表）

伊達市営住宅入居者募集のしおり（平成28年度）

多子世帯・子育て世帯・有珠地区まちなか居住推進枠　限定
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　市営住宅は、市が低所得者向けに整備した住宅です。
　家賃が割安な反面、民間住宅とは異なり、さまざまな義務や制限が課されます。
　下記の内容を理解し、すべてに納得できた方にかぎり、入居申し込みをしてください。

（義務）

・家賃は、入居者全員の所得額や控除額から算定する「収入月額」などに応じて変動します。
　また、入居者の収入月額が、公営住宅法や市の条例等で決められた基準額を超えると、割増家賃
　がかかる場合があります。
　さらに基準額を大幅に超えると、市が市営住宅からの退去を求める場合があります。

・団地内蛍光灯の電気料や排水管清掃料等の費用として、団地管理人へ毎月共益費を納付しなけれ
　ばなりません。（団地ごとに納付額・集金方法は異なる）

・団地内共用廊下の清掃や蛍光灯の電球交換、駐車場周辺の環境美化や除雪作業に参加しなければ
　なりません。

・団地管理人を交代で担当しなければなりません。（団地ごとに取り扱いは異なる）

・住宅設備に不具合が発生した場合、自ら修繕費を負担しなければならない場合があります。
　（入居者の修繕義務は法律や市条例上の規定があり、民間住宅とは大きく異なる）

・市営住宅の老朽化による解体や建て替えに伴い、法令等に従って、住宅の明渡しを求める場合が
　あります。（申し出があれば、他の市営住宅や建替住宅に入居できる場合あり）

・市営住宅の定期使用許可を受けた入居者は、期間満了時に住宅を明け渡さなければなりません。

（制限）

・市営住宅に入居後、入居許可した以外の方を市に無断で同居させることはできません。
　市へ同居許可を申請し必ず承認を得なければなりません。

・入居者が住宅に手すりやエアコン、温水洗浄便座等の設置を希望する場合は、市へ模様替許可を
　申請し、必ず承認を受けなければなりません。

・有料駐車場の使用は、原則として１台分しか認められません。
　ただし、他の団地入居者が使用せず、有料駐車場に空きがある場合にかぎり、条件付きで使用を
　許可できる場合があります。

・市営住宅は、犬や猫などのペットを飼うことができません。
　ペットの飼育が判明し、市の指示・命令に従わない場合は、市営住宅からの退去を求める場合が
　あります。
　

※上記は、主な内容の一例であり、その他にもさまざまな義務や制限が課されます。

入居申込にあたって
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下記の条件をすべて満たす方

１　現在同居している、または同居予定の親族（婚約予定者を含む）がいること
　　ただし、伊達市内に引き続き１年以上居住する高齢者及び障がい者等は単身入居可能

２　世帯全体の収入が公営住宅法、住宅地区改良法または市条例等で定められた金額以内であること

３　現在住宅に困っていること
　　　※現在公営住宅や社宅等にお住まいの方は住宅に困窮していないとみなして、入居申し込みは
　　　　できません。ただし、伊達市内の病院に長期通院をしている方や社宅等の退去が決定し、そ
　　　　の状況を証明できる方は入居申し込みができる場合があります。
　　　　詳しくは市の担当にお問い合わせください。

４　入居予定者が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
　ではないこと

５　伊達市内に住所または勤務先があること（多子世帯、子育て世帯、母子世帯を除く）

６　市町村税及び使用料その他の徴収金の滞納がないこと
　　　※分割納付中の方は入居申し込みできません

※持家がある方で、その持家の処分または解体が決定し、その状況を証明できる方は入居申し込みが
　できる場合があります。

１　市営住宅の入居者選考は、従来の「抽選方式」から「住宅困窮度評価方式」を基本とします。
　　住宅困窮度評価方式は、入居申込者の住宅に困窮する実情を客観的に評価・数値化し、団地・
　世帯区分ごとに順位付けした結果、評価（点数）が高い方から入居をご案内します。
　
２　団地・世帯区分ごとの順位付けは、新たな入居希望者から入居申込書が提出され次第、毎月末日
　現在で見直すため、順位付けが常に変動します。

３　団地・世帯区分ごとの順位付けが最上位であっても、退去者が一切なく空き住宅がなければ入居
　できませんので、そのまま待機することになります。

４　入居申し込みは、入居希望団地を１世帯２ヵ所まで指定できます。
　　ただし、部屋の場所・間取りは指定できません。入居予定者数や世帯構成から市が指定します。

５　単身赴任や夫婦別居等、不自然に家族を世帯分離した状態での入居申し込みはできません。
　
６　入居申込書やその他提出書類に虚偽が判明した場合は、入居後であっても入居を取り消します。

７　入居申込書提出後の内容変更（住宅困窮度が変化した場合）がある場合は、自主的に申し出なけ
　ればなりません。

入居申込資格

入居申込の注意事項
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○入居申込方法
　入居申し込みは、「持参提出」を基本とします。
　入居申込書や添付書類、現在の住宅の状況を確認するため、市の担当者が詳細を聞き取りします
ので、時間に余裕をもって来庁してください。
　また、提出書類の不備で、入居申込の受付期間に間に合わない可能性がありますので、早めの手
続きをおすすめします。
　なお、郵送での申し込みは、上記の事情から原則お受けできませんが、特別な事情がある場合は
市の担当者にご相談ください。

○入居申し込みの必要書類

　１　市営住宅入居申込書
　※申込書表面・裏面に申込者の押印が必要です

　２　収入を証明するもの（入居予定者全員分）

　　（課税収入）
　　　　○給与収入
　　　　　・平成27年分源泉徴収票（平成27年１月１日以降、複数の勤務先がある場合は各々必要）
　　　　　・平成27年分確定申告書
　　　　　※失業中（休業中）の方は、雇用保険受給資格者証等、その事実が確認できるもの

　　　　○年金収入
　　　　　・平成27年分の公的年金の源泉徴収票
　　　　　・年金改定通知書、年金振込通知書　など（平成27年中の年金収入額がわかるもの）

　　　　○事業収入
　　　　　・平成27年分確定申告書

　　（非課税収入）
　　　　○年金収入
　　　　　・遺族年金受給証書、障害年金受給証書
　　　　　
　　　　○手当・恩給
　　　　　・児童手当
　　　　　・児童扶養手当
　　　　　※その他継続的に得られる収入は種類を問わずに対象

　３　障がいがある方
　　　　　・身体障害者手帳
　　　　　・精神障害者保健福祉手帳
　　　　　・療育手帳
　　　　　・医師の判定書　等

　４　伊達市市営住宅抽選カード（過去に市営住宅の入居申し込みをしたことがある方）
　　　※市営住宅抽選カードを紛失又は持参しなければ、住宅困窮度評価で加点できません

５　住宅に困窮している状況を証明できるもの
　　　※４ページをご確認ください。

入居申込方法
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５　住宅に困窮している状況を証明できるもの

※住宅に困窮している状況の現地調査を実施する場合があります

住宅困窮度評価項目 提出書類等

1
住宅以外の建物若しくは場
所に居住している

工場・倉庫等の非住宅
住宅の外観が確認できるもの
（例：写真）

非住宅の転用住宅
住宅の外観が確認できるもの
（例：写真）

2
保安上危険若しくは衛生上
有害な状態にある住宅に居
住している

持家が30年経過・老朽化
住宅の建築年が確認できるもの
（例：登記簿謄本）

崖上・崖下等の危険な場所
現在の状況が確認できるもの
（例：写真）

悪臭・騒音被害あり
現在の状況が確認できるもの
（例：写真）

１日中日照・通風がない
現在の状況が確認できるもの
（例：写真）

3
他の世帯と同居して著しく
生活上の不便を受けている

住宅に２世帯以上同居で苦痛甚大
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真）

直系親族と同居で苦痛が甚大
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真）

4
住宅がないため親族と同居
することができない

配偶者・婚約者と別居 －

親族と別居 －

5

住宅の規準、設備又は間取
りと世帯構成との関係から
衛生上又は風教上不適当な
居住状態にある

台所・トイレ等を他の世帯と共同使用
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真・間取り図）

１部屋・間仕切り不完全な場所に同居
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真・間取り図）

１部屋に夫婦と12歳以上の者が就寝
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真・間取り図）

１部屋に12歳以上の異性兄弟が就寝
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真・間取り図）

１部屋に12歳以上の同性兄弟が就寝
住宅の内部が確認できるもの
（例：写真・間取り図）

最低居住水準未満の住宅に居住
（単身：25㎡、2人以上：10×世帯員数＋10㎡）

住宅の内部が確認できるもの
（例：写真・間取り図）

6
正当な事由による立退きの
要求を受け適当な立退き先
がないため困窮している

家主の立退き要求
立退き要求を証明できるもの
（例：内容証明郵便）

裁判上の立退き要求
立退き要求を証明できるもの
（例：内容証明郵便）

7
住宅がないために勤務場所
から著しく遠隔の地に居住
を余儀なくされている

通勤時間１時間以上（大滝区は除く） －

9 住宅の種類

借家・アパート
契約関係が確認できるもの
（例：賃貸契約書）

親族等と同居 －

持家
持家所有が確認できるもの
（例：登記簿謄本）

その他 その内容が確認できるもの
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伊達市営住宅入居申込書（記載例・表面）

別記様式第１号（第４条関係） 

伊達市営住宅入居申込書 

 

 下記のとおり入居申し込みをします。 

 なお、この申込書の記載内容はすべて事実に相違なく、万一偽りの事実が 

あった場合、市営住宅入居決定の取消処分を受けても異議を申し立てません。 

また、伊達市長が住宅状況を実態調査する場合は、その調査を妨げ、又は 

拒絶しません。 

平成○○年○○月○○日  

伊達市長 様 

          申込者氏名    伊達  太郎  ㊞  

 

受付窓口収受欄※ 

 

 

 

 

 

 

受付番号※ 

 

住宅困窮度※ 

 

申 

込 

者 

郵便番号 自宅電話番号 携帯電話番号 

〇〇〇－×××× 〇〇〇〇－ 〇〇 －〇〇〇〇 ×××－××××－×××× 

現住所 
 北海  都道   伊達 市区  ××町 △△△番地□□ 

      府県      町村 

（ふりがな） （ふりがな） 性 

別 
続柄 生年月日 障がい等 

氏 名 

だて たろう 男 

・ 

女 

 

本人 

大正 

昭和××年××月××日(△△歳) 

平成 

○無  

身体(  級) 

精神(  級) 

知的(   ) 
伊達 太郎 

同 

居 

し 

よ 

う 

と 

す 

る 

親 

族 

だて はなこ 男 

・ 

女 

妻 

大正 

昭和××年××月××日(△△歳) 

平成 

○無  

身体(  級) 

精神(  級) 

知的(   ) 
伊達 花子 

だて いちろう 男 

・ 

女 

子 

大正 

昭和××年××月××日(△△歳) 

平成 

○無  

身体(  級) 

精神(  級) 

知的(   ) 
伊達 一郎 

  男 

・ 

女 

 

大正 

昭和  年  月  日(  歳) 

平成 

無 

身体(  級) 

精神(  級) 

知的(   ) 

 

 

 

  男 

・ 

女 

 

大正 

昭和  年  月  日(  歳) 

平成 

無 

身体(  級) 

精神(  級) 

知的(   ) 

 

 

 

別居 

扶養 

親族 

  男 

・ 

女 

 

大正 

昭和  年  月  日(  歳) 

平成 

無 

身体(  級) 

精神(  級) 

知的(   ) 

 

 

 

希 

望 

住 

宅 

第１希望 （  ××××  ）団地・住宅 

第２希望 （  □□□□  ）団地・住宅 

世 

帯

区

分 

高齢者等世帯   高齢者世話付 

車椅子使用世帯  子育て世帯 

多子世帯     母子世帯 

一般世帯     その他 

 ※太枠の部分を記入してください。 
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伊達市営住宅入居申込書（記載例・裏面）

現

在

の

住

宅

の

困

窮

状

況 

該当する項目に○印を付けてください 申告 認定 

１ 住宅以外の建物若しくは場所に居住し 

ている 

工場・倉庫等の非住宅   

非住宅の転用住宅   

２ 保安上危険若しくは衛生上有害な状態 

にある住宅に居住している 

持家が30年経過・老朽化   

崖上・崖下等の危険な場所   

悪臭・騒音の被害あり   

１日中ほとんど日照・通風がない   

３ 他の世帯と同居して著しく生活上の不 

便を受けている 

住宅に２世帯以上同居し苦痛が甚大   

直系親族と同居し苦痛が甚大   

４ 住宅がないため親族と同居することが 

できない 

配偶者・婚約者と別居   

親族と別居   

５ 住宅の規準、設備又は間取りと世帯構 

成との関係から衛生上又は風教上不適当 

な居住状態にある 

台所・トイレ等を他の世帯と共同使用   

１部屋・間仕切り不完全な場所に同居   

１部屋に夫婦と12歳以上の者が就寝   

１部屋に12歳以上の異性兄弟が就寝   

１部屋に12歳以上の同性兄弟が就寝   

最低居住水準未満の住宅に居住   

６ 正当な事由による立退きの要求を受け 

適当な立退き先がないため困窮している 

家主の立退き要求   

裁判上の立ち退き要求   

７ 住宅がないために勤務場所から著しく 

遠隔地に居住を余儀なくされている 
通勤時間１時間以上（大滝区を除く）  

 

 

８ 平成26年度まで毎年連続で市営住宅入 

居を申し込み、抽選もれしている 

抽選もれ１年   

抽選もれ２年   

抽選もれ３年以上   

９ 住宅の種類 借家・アパート（家賃：××××円） 〇  

親族等と同居   

持家   

その他（            ）   

※申告内容に関する証明書類を添付してください。 

 

この申込書提出にあたり、合わせて下記の内容についても同意します。 

 

１ 伊達市長が私を含む入居予定者全員の住民基本台帳、市・道民税（所得税）課税台帳、市町村税

及び使用料その他の徴収金の滞納状況等その他入居者資格調査に必要な公簿等を閲覧（確認）する

こと。（伊達市営住宅入居後の毎年の収入状況の調査に必要な公簿の閲覧を含む｡) 

２ 伊達市長が私を含む入居予定者全員が暴力団員ではないことを確認するため、北海道警察本部長

（伊達警察署長）へ照会すること。 

 

平成○○年○○月○○日  

伊達市長 様 

 

申込者氏名   伊達  太郎   ㊞  
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○収入基準（収入月額）
　伊達市営住宅の入居申し込みができる方の収入基準（＝収入月額）は次のとおりです

※裁量階層とは、下記の世帯のことで、市営住宅の入居基準（収入基準）を緩和しています
　
　入居者または同居者が次のいずれかに該当する場合
　・身体障害者手帳１級～４級の交付を受けている
　・精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている
　・療育手帳Ａ判定またはＢ判定の交付を受けている
　・戦傷病者特別援護法の規定で戦傷病者手帳の交付を受け、国土交通省令の規定に該当する
　・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定で厚生労働大臣の認定を受けている
　・海外から引き揚げてきて５年を経過していない
　・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の規定によるハンセン病療養所
　　入所者等がいる
　・入居者が昭和31年４月１日以前生まれで、かつ同居者がいずれも昭和31年４月1日以前生まれか
　　平成11年４月１日以前生まれである（入居者が60歳以上で同居者全員が60歳以上か18歳未満）
　・小学校就学前のお子さん（平成23年４月１日以前生まれ）がいる

○収入分位早見表（単位：円）

※上表は、入居者に所得のある方が１名（給与所得者）のみで高齢者や身体障がい者、特定扶養親族
　等がいない世帯の場合の例です

○収入基準額（＝収入月額）の計算
　　伊達市営住宅の入居申込ができる収入基準額の計算方法は次のとおりです。

収入基準

公営住宅 改良住宅
一般階層 158,000 円以下 158,000 円以下
裁量階層※ 214,000 円以下 158,000 円以下

階層 収入分位 収入基準額
（収入月額）

年間総収入金額
申込家族数（入居者含む）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人

一
般
階
層

１
0～ 0～ 0～ 0～

２
104,001～ 2,044,000～ 2,584,000～

0～ 0～
104,000 2,043,999 2,583,999 3,127,999 3,663,999 4,135,999

3,128,000～ 3,664,000～ 4,136,000～
123,000 2,367,999 2,911,999 3,451,999 3,947,999 4,423,999

３
123,001～ 2,368,000～ 2,912,000～ 3,452,000～ 3,948,000～ 4,424,000～

139,000 2,643,999 3,183,999 3,711,999 4,187,999 4,663,999

４
139,001～ 2,644,000～ 3,184,000～ 3,712,000～ 4,188,000～ 4,664,000～

158,000 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999

裁
量
階
層

５
158,001～ 2,968,000～ 3,512,000～ 3,996,000～

６
186,001～ 3,448,000～ 3,944,000～

4,472,000～ 4,948,000～
186,000 3,447,999 3,943,999 4,415,999 4,891,999 5,367,999

214,000 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999

控除金額 ）÷１２＝

4,416,000～ 4,892,000～

収入基準額
（収入月額）

5,368,000～

（世帯員それぞれの所得を計算し、
　世帯全員分を合計したもの）（
世帯の年間所得額

－
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○年間所得金額の算出方法（単位：円）

　１　給与所得者の年間所得金額の算出表

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

※ 端数整理後の総収入金額とは総収入金額を4,000で除した答えの小数点以下を切り捨て、
4,000を乗じた数

　２　年金所得者の年間所得金額の算出表（単位：円）　※遺族年金や障害年金は含めない

　３　控除金額の計算

年間総収入金額 所得金額の計算方法
0 650,999 所得ゼロ

651,000 1,618,999 総収入金額　－　650,000
1,619,000 1,619,999 969,000
1,620,000 1,621,999 970,000
1,622,000 1,623,999 972,000
1,624,000 1,627,999 974,000
1,628,000 1,799,999 端数整理後の総収入金額　×　0.6
1,800,000 3,599,999 端数整理後の総収入金額　×　0.7　－　180,000
3,600,000 6,599,999 端数整理後の総収入金額　×　0.8　－　540,000
6,660,000 9,999,999 総収入金額　×　0.9　　－　1,200,000
10,000,000 総収入金額　×　0.95　 －　1,700,000

年齢 公的年金等の総収入額 所得金額の計算方法
0～

所得ゼロ
　　　　1,200,000

65 1,200,001～
公的年金等の総収入額　－　1,200,000

歳 3,299,999
以 3,300,000～

公的年金等の総収入額　×　0.75  －　375,000
上 4,099,999

4,100,000～
公的年金等の総収入額　×　0.85　－　785,000

7,699,999
0～

所得ゼロ
700,000

65 700,001～
公的年金等の総収入額　－　700,000

歳 1,299,999
未 1,300,000～

公的年金等の総収入額　×　0.75　－　375,000
満 4,099,999

4,100,000～
公的年金等の総収入額　×　0.85　－　785,000

7,699,999

区分 控除項目 控除内容 控除金額の計算方法

Ａ 扶養控除
同居親族（入居者本人を除く）

1人につき　380,000円
及び遠隔地扶養親族

Ｂ
寡婦控除
寡夫控除

所得金額が500万円以下の寡婦 270,000円
または寡夫 ※所得金額が270,000円未満の場合はその額

Ｃ
老人配偶者控除 下記のＤ・Ｅに該当しない

1人につき　100,000円
老人扶養者控除 70歳以上の配偶者、扶養親族

Ｄ 障害者控除
身体障害者手帳３～６級

1人につき　270,000円精神障害者保健福祉手帳２～３級

療育手帳Ｂ～Ｃ判定

Ｅ 特別障害者控除
身体障害者手帳１～２級

1人につき　400,000円精神障害者保健福祉手帳１級
療育手帳Ａ判定

Ｆ 特定扶養親族控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 1人につき　250,000円
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　市営住宅の入居者選考は、従来の「抽選方式」から「住宅困窮度評価方式」を基本とします。
　住宅困窮度評価方式は、入居申込者の住宅に困窮する実情を客観的に評価・数値化し、団地・世帯
区分ごとに順位付けした結果、評価（点数）が高い方から入居をご案内します。

　なお、団地・世帯区分ごとの順位付けは、市ホームページや担当窓口で確認できます。
　ただし、団地・世帯区分ごとの順位付けが最上位であっても、退去者がなく、空き住宅がなければ
入居できませんので、空き住宅が出るまで待機扱いになります。
　また、団地・世帯区分ごとの順位付けは、他の入居希望者から入居申込書が提出されしだい、毎月
末日現在で見直すため、常に変動します。
　市から入居資格を審査する旨ご案内があった場合に限り、下記の提出書類が必要になります。

○市からの入居案内後、速やかに提出しなければならないもの
　●伊達市内在住の方
　　・同意書（様式は市からお渡しします）

　　＜同意書に基づく調査内容＞
　・入居予定者の住民基本台帳・戸籍
　・入居予定者の市・道民税（所得税）課税台帳
　・入居予定者の市町村税及び使用料その他の徴収金の滞納状況
　・入居予定者が暴力団員ではないことの照会（伊達警察署あて）
　・市営住宅入居に際し、市が必要と判断する入居予定者に関する内容
※上記以外にも提出書類が増える場合あり

　●伊達市外在住の方（平成26年１月２日以降に伊達市へ転入した方を含む）
　　・同意書（様式は市からお渡しします）
　　・入居予定者全員の住民票（内容が省略されていないもの）
　　・入居予定者全員の収入を証明する書類
　　　　＜具体例＞

　・平成26年分源泉徴収票（平成26年１月１日以降勤務先が変わっていない場合）
　・平成26年分確定申告書の写し
　・直近の公的年金の源泉徴収票、年金改定通知書、年金振込通知書等の写し

　・市町村税の滞納がないことを証明する書類（学生を除く全員分）
※上記以外にも提出書類が増える場合あり

　●注意事項
　入居予定者に平成26年１月２日以降に勤務先が変わっている方がいる、無職の方がいる、生活保
　護受給中の場合は、市の担当に直接申し出てください。
　上記の提出書類に基づき、入居者資格審査に問題がなければ、入居決定者として市から入居決定
　通知書を送付します。入居決定以降の手続きは、８ページを参考にしてください。

○入居辞退

　市から入居案内後、当団地への入居を辞退する場合は、入居辞退届を提出します。
　ただし、入居を辞退した場合は、市営住宅に本来入居すべき「住宅困窮者」からいったん除外し、
入居申込者の資格を喪失しますので、十分注意してください。

なお、市営住宅入居申込書の再申請が可能になる期間は、入居辞退日から１年経過後です。

入居資格審査

（例：○○団地・子育て世帯　第×位）
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○入居決定者の入居手続き
　　提出期限　　平成28年３月下旬（対象者には別途お知らせします）
　　提出場所　　都市住宅課住宅管理係（市役所本庁舎３階、土・日・祝日を除く）
　　　　　　　　大滝総合支所地域振興課（土・日・祝日を除く）

　●提出書類（市営住宅入居分）
　　・市営住宅入居請書（連帯保証人の署名・捺印必要）
　　・連帯保証人の印鑑証明書
　　・連帯保証人の収入を証明する書類（例：源泉徴収票、所得課税証明書等）
　　　　※連帯保証人は入居者世帯と同程度以上の収入がなければなりません。対象者がいなければ
　　　　　入居決定が取り消しになる場合があります。
　　・市営住宅敷金の納付領収書
　　　　※入居手続きの際に、家賃の３ヵ月分を市営住宅敷金として納付しなければなりません

　●提出書類（有料駐車場使用分）
　　・市営住宅駐車場使用許可申請書
　　・自動車車検証の写し
　　・自動車の使用者証明（自動車の所有者が入居者・同居者でない場合）

　　　※有料駐車場の使用は、原則として自動車１台分しか認められません。
　　　　ただし、他の団地入居者が使用せず、有料駐車場に空きがある場合にかぎり、条件付きで使
　　　　用を許可できる場合があります。詳しくは市の担当にご相談ください。

○入居日（＝鍵引渡日）　平成28年４月10日（予定）

　※鍵の引き渡しには、認印（シャチハタ不可）が必要ですので、必ず持参してください。
　　鍵の引き渡しから10日以内に必ず入居してください。
　　市では合鍵を保有していませんので、紛失に十分注意してください。（紛失時は自己負担）
　　上下水道、灯油、ガス、電気、電話等の移転や市役所での諸手続きは各自で行ってください。
　　なお、伊達地区の市営住宅（にれの木団地１号棟～５号棟を除く）で、灯油及びガスは共同供給
　　方式を採用しており、伊達ガス事業協同組合が供給及び保守点検業務を一括実施しています。

○主な連絡先
　上下水道・・・・・・・・・・市役所水道課料金係（☎ 23-3331 内線414・415)
　灯油・ガス（伊達地区）・・・伊達ガス事業協同組合（☎ 25-3770）
　灯油（大滝地区）・・・・・・ＪＡとうやこホクレン大滝給油所（☎ 68-6454）
　ガス（大滝地区）・・・・・・舘林株式会社（☎ 68-6413）
　電気・・・・・・・・・・・・ほくでん契約センター（☎ 0120-12-6565）
　電話・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ東日本（☎ 116）

入居手続き
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【参考】

注意事項

①平成28年度家賃額は、平成27年度家賃額から変動する場合があります。

②有料駐車場の使用は、原則として各住宅１台です。ただし、条件付きで２台目を許可できる場合があります。

③自主設置の設備は、退去時に入居者自身の責任・費用負担ですべて撤去します。

④各部屋（洗面所、便所、浴室等を除く）の照明器具は自主設置です。

平成28年４月入居対象 市営住宅一覧

団地・住棟名 駅前団地２号棟 舟岡団地４号棟 黄金団地 長和団地１号棟

世帯区分 多子世帯 子育て世帯 子育て世帯 子育て世帯

住所 山下町358番地 舟岡町143番地１ 南黄金町70番地４ 長和町459番地１

竣工年度 平成26年度 昭和61年度 平成19年度 平成３年度

構造 中層耐火構造５階建 中層耐火構造３階建 低層耐火構造２階建 中層耐火構造３階建

階数・間取り ４階・３ＬＤＫ ２階・３ＤＫ ２階・２ＬＤＫ ２階・３ＬＤＫ

面積 71.49㎡ 63.02㎡ 60.59㎡ 68.44㎡

（参考） １分位 26,300円 17,300円 20,000円 18,700円

27 ２分位 30,400円 20,000円 23,100円 21,600円

年 ３分位 34,700円 22,800円 26,400円 24,700円

度 ４分位 39,200円 25,700円 29,800円 27,800円

家 ５分位 44,700円 29,400円 34,100円 31,800円

賃 ６分位 51,600円 34,000円 39,300円 36,700円

有料駐車場 2,000円/１台（消費税別途）

灯油タンク なし 集中タンク 集中タンク 集中タンク

暖房 あり（電気パネルヒーター） なし（自主設置・煙突式） なし（自主設置・FF式） なし（自主設置・煙突式）

給湯器 あり（電気温水器貯湯式） なし（自主設置・ガス） あり（リース契約・ガス） なし（自主設置・ガス）

浴槽 あり（ユニットバス） なし（自主設置） あり（ユニットバス） なし（自主設置）

換気システム あり なし なし なし

網戸 あり（全室） なし（自主設置） あり（全室） あり（居間・和室のみ）

カーテンレール あり あり あり あり

ＴＶアンテナ あり（地デジ・BS・CS） あり（地デジ） あり（地デジ・BS・CS） あり（地デジ・BS）

その他特記事項 オール電化住宅
インターネット

光回線対応区域外
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【参考】

注意事項

①平成28年度家賃額は、平成27年度家賃額から変動する場合があります。

②有料駐車場の使用は、原則として各住宅１台です。ただし、条件付きで２台目を許可できる場合があります。

③自主設置の設備は、退去時に入居者自身の責任・費用負担ですべて撤去します。

④各部屋（洗面所、便所、浴室等を除く）の照明器具は自主設置です。

平成28年４月入居対象 市営住宅一覧

団地・住棟名 有珠団地

世帯区分 高齢者等世帯
（まちなか居住推進枠）

子育て世帯

住所 有珠町８番地２

竣工年度 平成12年度

構造 中層耐火構造３階建

階数・間取り １階・２ＬＤＫ ２階・２ＬＤＫ ２階・２ＬＤＫ ３階・３ＬＤＫ

面積 59.34㎡ 59.34㎡ 59.34㎡ 76.46㎡

（参考） １分位 18,000円 18,000円 18,000円 23,200円

27 ２分位 20,700円 20,700円 20,700円 26,700円

年 ３分位 23,700円 23,700円 23,700円 30,600円

度 ４分位 26,800円 26,800円 26,800円 34,500円

家 ５分位 30,600円 30,600円 30,600円 39,400円

なし（自主設置・ＦＦ式）

賃 ６分位 35,300円 35,300円 35,300円 45,500円

あり（リース契約・ガス）

浴槽 あり（ユニットバス）

換気システム あり

有料駐車場 2,000円/１台（消費税別途）

灯油タンク 集中タンク

暖房

その他特記事項

網戸 あり（全室）

カーテンレール あり

ＴＶアンテナ あり（地デジ・ＢＳ）

給湯器
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駅前団地

（３ＬDK・多子世帯）

Ｉ．Ｈ

電気温水器

玄関 

バルコニー 

居間 

１４畳 

洋室 

５畳 
台所 

トイレ 

風呂 

物入 

洋室 

７畳 洋室 

５畳 

物入 物入 



舟岡団地

（３DK・子育て世帯）

板タタミ

下駄箱

ＰＳ
トイレ 

玄関 

バルコニー 

和室 

６畳 

押入 

洗面所 

居間・台所 

９畳 

浴室 

収納

物入 

和室 

６畳 

押入 

押入 

洋室 

５畳 



黄金団地

（2LDK・子育て世帯）

PS

トイレ 

玄関 

バルコニー 

洋室 

６畳 

押入 

洗面所 

居間・台所 

１３畳 

風呂 

台所 

物入 

洋室 

６畳 

物入 

押入 

 



長和団地

（3LDK・子育て世帯）

PS

トイレ 

玄関 

バルコニー 

和室 

６畳 

押入 

押入 

和室 

６畳 

洗面所 

居間 

８畳 

風呂 

台所 

物入 

物入 

押

入 物入 洋室 

4.5畳 



有珠団地

（2LDK・まちなか居住推進枠）

P
S

トイレ 

玄関 

バルコニー 

和室 

６畳 

押入 

押入 

洋室 

６畳 

洗面所 

居間・台所 

８畳 

風呂 

台所 

収納庫 

物入 

物入 

ＰＳ 



有珠団地

（2LDK・子育て世帯）

P
S

※左右反転の場合あり

トイレ 

玄関 

バルコニー 

和室 

６畳 

押入 

押入 

洋室 

６畳 

洗面]所 

居間・台所 

８畳 

風呂 

台所 

収納庫 

物入 

物入 

ＰＳ 



有珠団地

（3LDK・子育て世帯）

PS

トイレ 

玄関 

洋室 

６畳 

押入 

押入 

洋室 

６畳 
洗面所 

居間 

１０畳 

風呂 

収納庫 

物入 

物入 
和室 

６畳 

物入 押入 

バルコニー 


