に、自分に何かできることは

多くの人に乗ってもらうため

うしかありません。そこで、
と共有したいと思います。

題意識を一人でも多くの皆様

て死活問題です。私はこの問

線地域全体の観光振興にとっ

業したことにより「釧網本線」
ないか考えた時、乗ってくれ
つなぐ乗り物ですから、それ

なら、ほかの人に乗ってもら

として全線開通、同時に現在
る人を出迎え、楽しく乗車し
を守る活動も町単位ではなく

在は川湯温泉）まで開業して

の緑駅（当時は上札鶴駅）が
てもらい、列車で清里町や道

「沿線」に広げていく必要が

縮ですが、昨年は、明治
営幌内鉄道」が開通して

年

開業しました。この

しなど、鉄道の利活用で地域

「国鉄改革」で誕生したはずの
気の観光列車があります。こ

列車「冬の湿原号」など、人

る「流氷物語号」
、そしてＳＬ

のような観光列車での「おも

連携を大切に、「流氷物語号」

うした皆さんとのつながりや

ても嬉しく思っています。こ

■問い合わせ

光景でした。
線が全線開通

ひ手に取ってみてください。

14
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新年あけましておめでとう

年とい
東各地を旅してもらう、その
あります。私は、自分が好き

いた「釧網線」が合体する形で、

う長い時間は、釧網本線の持
ための「おもてなし」こそが、
な「鉄道」にこだわる活動を

ございます。昨年はコロナ禍
た１年でした。今年はこの状

つ役割を大きく変えました。
釧網本線を何とか残していく
続ける中で、観光列車「流氷

札鶴間が昭和６年に開

況が終息し、平穏な日常が戻

貨物輸送はトラックに取って
ために自分のやるべきことだ
物語号」の車内でのおもてな

川湯

に北海道で初めての鉄道「官

ることを願いたいです。

年
代わられ、車社会の進展で旅
と確信しました。

に始まり、コロナ禍に終わっ

の節目の年でした。これを記
客も年々減少、赤字を抱えた
釧網本線には、夏の大自然

札幌からの特急「オホーツク
ＪＲ北海道の経営が今、厳し
れらの列車は多くの人にとっ

年に分割・民営
を元気にする活動で実績のあ

鉄道は町から町を「線」で

念してＪＲ北海道に「はまな
国鉄は昭和

新年早々から鉄道の話で恐

すカラー」の新型車両が登場
を満喫できるトロッコ列車「釧

日

化、同時に多くの赤字ローカ

と
る網走市の市民団体の方々と

１号」で到着したお客様に対
さを増し、それにより釧網本

網走間の

する歓迎や、折返しの旭川行
てなし」をテコに釧網本線を
今年も地域の鉄道を「最大限

て、その列車に乗ること自体
るほど、大きな人気を集めて

活かして守る」取組みを続け

線が今また廃線の危機を迎え

います。釧網本線が廃線にな

ていきたいと思います。

き特急「大雪４号」が出発す

私は、釧網本線を何とか残
れば、これらの列車も全てな

元気にするための活動など、

してほしいと思っています。
くなり、道東を訪れる観光客

が北海道を訪れる主目的とな

しかし、私は普段ＪＲを利用
が大きく減ることにもなりか

ているのは、何とも皮肉な話

そして令和３年は、釧網本
しません。自分が乗らないの
ねません。この点で釧網本線

る際のお見送りなどが行われ、

年の節目を迎
に残してほしいというのは都
は道東観光の需要を下支えす

です。

えます。釧網本線は、網走か
合が良すぎますが、それでも
る大切な公共交通機関で、そ

課まちづくりグループにご用意していますので、ぜ

車や駅の賑わいが感じられる

ら札鶴（現在は札弦）まで延
何とか残してほしい、そう思
の廃止は清里町だけでなく沿

■問い合わせ

小島

伸開業していた当時の「網走
うのです。自分が乗らないの

に込められています。

第 次清里町総合計画の
策定状況をお知らせします
■総合計画答申案の内容がま
将来像の決定により、これ
まで審議してきた内容とあわ

とまりました
第６次総合計画策定審議会
日、

せて、総合計画の答申が整い

月
日に全体会を開

ました。答申の後、計画原案

日にグループ

を
月
として町民の皆さんへお知ら

会議、
催し、まちづくりの将来像の
せし、意見募集︵パブリック
意見募集が終了すると、計

コメント︶を行います。

選定、答申案の審議を行いま
した。
まちづくり将来像は、
画案として、町議会での承認

きよさと ﹂
企画政策課

る特産品消費応援事業の話題が掲載されています。

を得て、計画策定となります。

とし、将来像の語句のイメー

まちづくりグループ

す。今号では、清里焼酎の引換券、購入券を発行す

本線」と、釧路から川湯（現

コロナ禍の中、久しぶりに列

には、札幌・旭川

日

路湿原ノロッコ号」、冬のオ
のつながりを持てたことをと

月
ル線が廃止されました。当時、
ホーツク海の流氷を体感でき

し、昨年
釧網本線は廃止を免れました

（日）

ジについて、﹁うるおい﹂は、

誌を発行しており、現在 2020 冬号を用意していま

﹁ うるおいと温もりで

年余り、

特急列車が特別にこの車両で

25

☎２５ ２１３５

「日本で最も美しい村」連合では、年に 4 回季刊

未来を創るまち

季刊誌は、きよ～る、図書館、役場 2 階企画政策

︲

が、分割・民営化から

︲（土）

裏摩周、神の子池、斜里川な
どの清らかな水のイメージを

☎ 25-2135）
（企画政策課まちづくりグループ

持っています。

清里事務所
「日本で最も美しい村」連合

あわせて、うるおいには自
然の恩恵や産業経済の隆盛の
願いをかけています。
﹁温もり﹂は人との繋がり、
支え合い、やさしさ。町内に
湧く温泉の温かさからのイメ
そして、開拓、チャレンジ

ージをもっています。

62

13
140

運転されました。網走駅では

10

2021.1
2021.1
広報きよさと
15

の精神はこれ か ら も 続 き ま す 。

その言葉は、﹁未来を創る﹂

季刊日本で最も美しい村
2020 冬号配布中

No.22

27

90

美しいまち通信

12 26

30

24
90
︲

清里町の地域資源
①斜里岳のすそ野に広がる防風林の農村景観
②斜里川が育んだ豊かな水と森林資源
③大規模穀物栽培が育てた循環型農業

地域おこし協力隊活動レポート
6

16

11

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

税額の還付を受けるときに添
付する必要がありますので、

を予定していた清里消防団出
初式は、新型コロナウイルス
大切に保管してください。

印鑑︵所有者を変更する場
合は、旧所有者の印鑑も必要
感染症の感染拡大などの状況

る月です。

です︶

期限内に提出をお願いします。

■提出対象者
なお、障害年金・遺族年金

を考慮し、来賓者および参加
は非課税ですので、源泉徴収
票の送付はありません。

いた皆さんにはご迷惑をおか
万一、源泉徴収票を紛失さ

などは

■源泉徴収票を紛失したとき

けしますが、皆さんのご理解
れた場合や未着の場合には、

斜里地区消防組合

とご協力をお願いします。

ご参加をご検討いただいて

止とさせていただきます。

者の安全を最優先に考え、中

■届出先・詳細
２１３６

住宅のバリアフリー改修
を行うと固定資産税が減
額になる場合があります

☎２５

町民課税務・収納グループ

○法人
○個人事業主
■提出期限
令和３年２月１日
■提出先・詳細
２１３６

町民課税務・収納グループ
☎２５
障がいのある方などが居住す
消防署清里分署

公的年金などの源泉徴収
票が送付されます
令和２年中に、国民年金・

万円を給付
歳以上の世帯
級または

⑤精神障害者保健福祉手帳

がいる世帯

④療育手帳を保持している方

る世帯

級を保持している方がい

③身体障害者手帳

帯全員が満

世帯当たり

日現在で満
日現在で世

年

■申請期限
令和

日現

万円以下

月 日まで

ねんきんダイヤル
☎ ０５７０ ０５ １１６５
■問い合わせ
北見年金事務所
︵お客様相談室︶
☎ ０１５７ ３３ ６００７
町民課町民生活グループ

特産品消費応援事業の引
換券・購入券の使用期限
は１月 日まで
広報 月号でお知らせした
清里町特産品消費応援事業の
引換券と購入券の使用期限は、

１月 日までです。
普段、清里焼酎をお買い求

○印鑑
○身体障害者手帳、精神障害

年

月

日以降に清

者保健福祉手帳、療育手帳
など
※令和

里町に転居してお住まいの
方が申請する場合には、次
のものも必要となります。
○申請する世帯全員分の収入
のわかる書類
年金証書、令和元年分年金
振込通知書、令和元年分年
金源泉徴収票、年金などの
収入がわかる、令和元年分
の記帳がある預金通帳など
年金以外に収入がある方は
令和元年分の確定申告書の
控えや源泉徴収票などの確
認できるもの
■問い合わせ

16
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税情報
給与支払報告書の提出を
忘れずに
今月は令和２年分の給与支
払報告書を提出する月です。
期限内に提出をお 願 い し ま す 。
また、地方税法の規定により、

る既存住宅について、一定の
☎２５

左記のねんきんダイヤルにお

バリアフリー改修工事を行っ

■問い合わせ

町内の家屋︵車庫や倉庫な
た場合、翌年度に限り当該住

歳以上︶の方や

徴収︶しなければなりません
どを含む︶について次のこと
宅に係る固定資産税額の３分

高齢者︵

ので、給与支払報告書の総括
をされた方は、役場への届出
の１が減額される場合があり

所得税を源泉徴収している事

表の報告人員欄には、退職者
が必要です。
ます。
厚生年金などの老齢または退

た所得税額などをお知らせす

票︶
﹂が、令和３年１月中旬か

ら下旬にかけて日本年金機構
から順次送付されます。
源泉徴収票は、年金以外に
給与収入があり、税務署で確
定申告するときや、源泉徴収

問い合わせください。

などを除く人員を特別徴収者
○新築や増改築したとき
制度や手続きの詳細につい
職を支給事由とする年金を受
︵戸籍年金担当︶

町民課税務・収納グループ
る﹁令和２年分公的年金等の

に開催

源泉徴収票︵以下、源泉徴収

２１３６

☎２５

生活情報

日

日本年金機構

としてください。
○取り壊したとき
ては、税務・収納グループま
け取られた方々に、支払われ
☎２５ ２１５７

令和２年中の家屋の届出
を忘れていませんか？

■提出対象者
○相続したとき
でお問い合わせください。
た年金の金額や源泉徴収され

業員の給与から天引き︵特別

○法人
○売買したとき
■問い合わせ

２１１０

○個人事業主
○贈与したとき、されたとき
届出を行わなかった場合、

■提出期限
令和３年２月１日
来年度以降の固定資産税額に
影響が出ますので、忘れずに
届け出てください。
また、風や雨、雪、火災な
どによって家屋が損壊してし
まった場合は、速やかにご連
月

令和３年清里消防団出初
式の中止について
年

今年度に限り
冬季の高齢者など低所得者
の暖房費等の支援を行ってい
ます。
今年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響により、自宅
で過ごす時間が増えたことに
伴う暖房費などの増額が懸念

級または

級を保持してい

されます。そのため、昨年度

る方がいる世帯
歳以下の児童を扶養し

①１人世帯

税の算入となる収入において

令和元年の収入のうち所得

対象世帯の収入要件

歳以上の世帯

年 月

歳以下の児童を扶養し
在で満

ている令和

⑦満

ているひとり親家庭世帯

⑥満

は１世帯につき１万円分とし
ていたきよさと商品券の給付

収入要件をどちら

世

を、今年度に限り１世帯につ
き５万円分とします。
対象となる方は、次の
帯構成と

日から令和

も満たす方です。
月

日までの期間に清

年

世帯構成
令和

月

②２人世帯

年

里町に住所があり、生活され

※３人世帯以後は世帯員一人

万円以下
ている方︵病院への入院、施

万円を加算した額
※障害年金や遺族年金など、

︵保健センター内︶

につき
活保護受給世帯は除きます︶。

所得税公課から除かれてい
月

月

保健福祉課福祉介護グループ

そのうえで次の要件のいず

☎２５ ３８４７
年

れかにあたる世帯
①令和

年

歳以上の単身世帯
②令和

除かれます。

る収入については算定から

設などに入所されている方、生

■ 申請時にお持ちいただくもの

高齢者等の暖房費等支援事業を実施しています

令和

︲

31

■提出先・詳細
２１３６

町民課税務・収納グループ
☎２５

償却資産申告書の提出を
忘れずに

■届出に必要なもの

絡ください。

在の償却資産申告書を提出す

みの捨て方﹂に沿って適切に

今月は令和３年１月１日現

めされない方も、この機会に
処分してください。
また、使用済みのマスクや

ご利用してみてはいかがでし
ょうか。
ティッシュペーパーなどは、
必ず燃やせるごみとして処分

■問い合わせ
企画政策課
し、絶対に燃やせないごみや
してください。

資源ごみには混ぜないように

まちづくりグループ
２１３５

から２

■問い合わせ

︲

︲

1

☎２５

競争入札参加資格審査申
請書の受付を行います
令和３年度および令和４年
度に清里町が行う競争入札に
参加を希望される方は、参加
資格申請書の受付を行います
ので、町ホームページに掲載
している要領をご確認のうえ、

まで

日

関係書類を提出してください。

■受付期間
日

令和３年１月
月
■詳細・申請先
総務課管財グループ
☎２５ ２１３０

感染症防止のためのごみ
の捨て方について

1

業主は、原則個人住民税 を従

（月）

町民課町民生活グループ
☎２５ ３５７７

15

1

1

11

2

︲

新型コロナウイルスなどの
感染症に感染した方や、その
疑いのある方などが使用した

（日）

11

31

︲

5

65

2

31

マスクやティッシュペーパー
などを捨てる際は、以下の﹁ご

（２）

（ア）

（イ）

2

1
（１）

18

18

3

15

15

2021.1

15

65

120

3

広報きよさと
17

10

︲

︲
65

︲
1
11
11
11

（月）
（金）

3
（２）

31

2
3

2
2

15

2

240 120

（１）

3

65

︲
︲

（金）

︲

︲

︲
︲
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Town Information
くらしの情報広場

日現在の

企画総務課企画係︵早坂︶
網走市北７条西３丁目
☎ 0152 41 0695
届出用紙は、届出先に備え

金、損害賠償などにより補填されるべき

金、損害賠償などにより補填されるべき
金額を控除した額）が前年の当該事業収

金額を控除した額）が前年の当該事業収
入などの額の 10 分の 3 以上

入などの額の 10 分の 3 以上

※申込みに必要な添付書類に
〇虐待やＤＶのおそれがある

就業訓練を含む︶

︵職業訓練校などにおける

令和３年度保育所の入所児童を募集します
令和３年４月から入所する
ついては、申込書をお渡し
する際にお知らせします。

児童を募集します。入所を希
望される方は、期日までにお
いる児童の継続入所書類に
育所を利用している子ども

〇育児休業取得時に、既に保

こと

ついては、別途配布いたし

※現在、保育所に入所されて

名
がいて継続利用が必要であ
〇その他右記に類する状態と

ること

ます。
保護者の方が次の﹁保育を
認められること
■ 保育の必要性の認定について

必要とする事由﹂のいずれか
に該当し、家庭で保育できな
保育所での保育を希望され
る方は﹁保育の必要性の認定﹂

い就学前までの子どもが対象
です。

を同時に行います。

〇妊娠中または産後間がない
こと
〇疾病や障がいをもっている
こと
〇同居の親族を常時介護また

当した場合、その状況︵就労
時間など︶に応じて、保育を
利用できる時間が保育短時間
︵午前８時～午後４時︶と保育

分～午

分︶に分かれます。

標準時間︵午前７時
後６時

上で保健福祉課子ども・子育
〇求職活動を継続的に行って

〇災害復旧の状態にあること

子ども・子育てグループ

保健福祉課

■問い合わせ

てグループ︵子育て支援セン
いること︵求職活動の場合

400 万円以下
得以外の前年の所得の合計額が 400 万円

以下

（１）全額

（２）減免の対象となる税額に、所得に応

（２）減免の対象となる保険料額に、所得
に応じた免除割合を乗じた額
じた免除割合を乗じた額

（１）減免申請書

〇就学していること

☎２５ ２１００

ター内︶へ提出してください。

は看護していること

保育を必要とする事由に該

保育を必要とする事由

日

時

た場合は、保育の必要性や

さい。
■受付期間
令和３年１月８日

■申込方法

間以上︶

〇就労していること︵月

※定員を超える申込みがあっ

■入所条件

名

申し込みください。
■募集人数
○清里保育所

てあります。
また、インターネットから
○札弦保育所

①事業収入などのいずれかの減少額（保険

日を限度と

の保育期間は

入し、必要な書類を添付した

入所申込書に必要事項を記

～

選考しますのでご了承くだ

世帯の状況などを考慮して

満２歳６ヵ月～

○札弦保育所

満１歳６ヵ月～

○清里保育所

■受入年齢

も届出が可能ですので、次の

①事業収入などのいずれかの減少額（保険

18
広報きよさと

働いている調理師の皆さまへ
調理師法では、調理業務に

月

従事している調理師の方は、
２年ごとに、
調理従事場所などを届け出な
ければならないと定められて
おり、令和３年は届出が必要
な年となっています。
ください。

ＱＲコードからアクセスして

は、次の施設や店舗で調理の

月

QR コード

※令和２年
日までアクセス可能

☎ 0152 41 0695

網走保健所 企画総務課企画係

■問い合わせ

年１月

日～令和３

■届出先ウェブサイト

方です。
■届出対象施設・店舗など
〇寄宿舎、学校、病院、事業所、
社会福祉施設、介護老人保
健施設、矯正施設、その他
多数人に飲食物を調理して
供与している施設

31

業務に従事している調理師の

届出が必要な調理師の方と

︲

︲

〇飲食店営業、魚介類販売業、
そうざい製造業
■届出先（届出事務取扱所）
北海道全調理師会網走支部

該当する 65 歳以上の方

します︶

※入所申込書は子ども・子育
てグループと各保育所にあ
ります。

（２）一時に納付することが困難であること

①網走湖荘︵清水︶

る世帯

新型コロナウイルスの影響により、各種税金や保険料の納付が

ること

網走市呼人７８番地

少が見込まれ、次の①および②の要件に

困難な方は、申請することで左記のとおり減免や徴収猶予が受

（１）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年 2 月以降の任意の期間（1 カ

☎ ０１５２ ４８ ２３１１

少が見込まれ、次の①～③全てに該当す

（火）

（３）主たる生計維持者の減収した月の収入状況が確認できる書類（給与明細書など）

②あみさい︵高畑︶

動産収入、山林収入または給与収入の減

48
■猶予について

網走市南３条西２丁目

に係る所得以外の前年の所得の合計額が
③減少が見込まれる事業収入などに係る所

☎ 25-3847
後期高齢者医療保険料に関すること

☎ ０１５２ ６７ ５５３１

動産収入、山林収入または給与収入の減

けられます。

年金給付の支払日）が設定されている税・保険料

網走保健所

より、主たる生計維持者の事業収入、不

2021.1
2021.1
広報きよさと
19

☎ 25-2136
町民課税務・収納グループ
問い合わせ

病を負った 65 歳以上の方

30

令和３年２月 1 日までに納期限が到来する町税
対象期間

原則、1 年間の猶予が認められ、猶予期間の延滞金が免除されます
容

病を負った世帯

︲

内

月以上）において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少してい

猶予対象者

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷

90
☎ 25-2157
町民課町民生活グループ

介護保険料に関すること
国民健康保険税に関すること

②減少することが見込まれる事業収入など
②前年の合計所得金額が 1,000 万円以下

（２）新型コロナウイルス感染症の影響に
（２）新型コロナウイルス感染症の影響に

保健福祉課福祉介護グループ
町民課税務・収納グループ ☎ 25-2136

問い合わせ

令和 3 年 3 月 31 日までに普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象

対象期間

（２）申請者の本人確認書類
必要書類

（１）全額

減免額

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷

30

26

︲

12
︲

60 60

31
︲

︲

（金）

12
︲

︲

15

より、主たる生計維持者の事業収入、不

減免対象者

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
類
種

（１）新型コロナウイルス感染症により、
（１）新型コロナウイルス感染症により、

介護保険料

新型コロナウイルス感染症の影響による
税と保険料の減免・徴収猶予

■減免について

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

町営住宅の入居者を募集
します
歳以上で体が虚弱な

⑤高齢者向け住宅については
概ね

212 号

4,300 円～ 6,500 円
3DK

217 号

5,500 円～ 8,200 円
3DK

221 号

6,000 円～ 8,900 円
2LDK

05-79 号

20,200 円～ 30,100 円
92-24 号

19,700 円～ 29,300 円

マイナンバーカードは無料
で作ることができます。申請
は、郵便だけでなくパソコン
やスマートフォンなどのオン
ラインからも可能です。
各種申請方法は、次のとお
りとなりますので、ぜひ申請

された方は、マイナンバー
総合サイトより封筒材料を
ダウンロードするか、もし
くは町民課窓口でもお渡し
しています。
■パソコンによる申請方法
インターネットから申請用

写真を貼り付けたうえで、同

書﹂に必要事項を記入し、顔

の下に付いている﹁交付申請

以前届いた﹁通知カード﹂

セスし、再度必要事項を入力

者用専用ウェブサイトへアク

アドレス宛に通知される申請

す。その後、登録したメール

スなどの必要事項を登録しま

ウェブサイトへアクセスし、

封の返信用封筒で郵送します。

のうえ、デジタルカメラで撮

してみましょう！

交付申請書を紛失された方は、

影した顔写真のデータを添付

申請書ＩＤやメールアドレ

町民課窓口で再発行すること

し、送信します。

■郵便による申請方法

ができます。

ドレス宛に申請完了のメール

送信後、登録したメールア
が変わっている場合は、修

が届きます。

※記載されている氏名や住所
正箇所に二重線を引き、余

■スマートフォンによる申請
方法

白部分に正しい情報を記入
することで、そのままお使

ドから申請用ウェブサイトへ

交付申請書にあるＱＲコー

﹁縦
※貼り付ける顔写真は、

アクセスし、メールアドレス

いいただけます。
㎝﹂のサイズ指

㎝×横

や氏名などの必要事項を入力
のうえ、カメラ機能で撮影し

定があります。
※返信用封筒の差出有効期限

た顔写真のデータを添付し、

94-625 号

21,000 円
ふれあい団地

羽衣町 39 番地 4

1LDK

98-659 号

21,000 円
ふれあい団地

羽衣町 39 番地 3

一般世帯向け

2LDK

団地名

住所

対象世帯

間取り
ひまわり団地

羽衣町 27 番地 26

単身者向け

1LDK

送信します。
送信後、登録したメールア
ドレス宛に申請完了のメール
が届きます。
■申請から交付までの流れ
申請から交付まで、１カ月
～２カ月程度かかります。
できあがったマイナンバー
カードは役場へ郵送され、役
場から申請者の方へお受け取
りの案内文書を送付します。
案内が届きましたら、記載さ
れている必要書類や本人確認
書類をお持ちのうえ、ご来庁
ください。

■申請に対する支援
﹁申請方法がよく分からない﹂

などお困りの方は、町民課窓

口にて各種申請のお手伝いを
させていただきますので、お
気軽にご相談ください。
■問い合わせ
２１５７

町民課町民生活グループ
☎２５

マイナンバー
総合フリーダイヤル
☎ ０１２０ ９５ ０１７８

20
広報きよさと
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■申込期間
日

1LDK

08-750 号

月

羽衣町 37 番地 3

08-749 号

～

リバーサイド団地

部屋番号

月６日

21,000 円

00-739 号

方を有する世帯
※上記以外にも入居資格があ
96-641 号

00-738 号

19,900 円～ 29,600 円
93-43 号

入居申込者に応じて、申込
み時に必要となる書類が異な
りますので、詳しくは窓口

また、駐車場は各戸につき１

物︶の飼育は禁止しています。

ペット︵犬・猫などの小動

■住宅使用について

でご相談ください。

りますので、お早めの相談を
お願いします。
公営住宅は一定所得を超え
る場合は申込みできません。
段階の

住宅使用料が設定されます。
台分です。

また、所得に応じて

︵入居後に所得が基準額を超え

■問い合わせ
町民課町民生活グループ
３５７７

2DK

マイナンバーカードはどうやって作るの？

☎２５

1LDK
単身者向け

る場合は記載以 上 の 住 宅 使 用
料となります︶
団地のお部屋

青葉団地・札進団地・札南
団地・羽衣第
カ月程度時間

については、申込み後に修繕
を行うため、
を要しますので、あらかじめ
ご了承ください。
■入居資格

札弦町 316 番地 5

︲

①収入基準を満たしている方

さっつる団地

とができますので、ご連絡ください。

②住宅に困窮していることが

月額住宅使用料

書が必要な方は町民課窓口でお渡しするこ

明らかである方

部屋番号
家族の中で届く順番が異なる可能性があり

③単身向け住宅については入

間取り
とではなく個人ごとに発送されることから、

歳以下の方

対象世帯
交付申請書」が順次発送されます。世帯ご

居時の年齢が

住所
機構（J-LIS）より直接「QR コード付きの

︲

※単身入居要件有

羽衣町 21 番地 10

（金）

④世帯向け住宅については、

団地名

した乳児などは今回送付されません。申請

5,700 円～ 8,500 円

はごろも団地

23,000 円

19,900 円～ 29,600 円
来年 1 月から地方公共団体情報システム

︲

268 号

羽衣町 39 番地 173

月額住宅使用料

14-109 号

また、75 歳以上の方や令和２年中に出生

公営住宅
が切れている、または紛失

地域優良賃貸住宅

2LDK

それまでお待ちください。

2DK

羽衣第 2 団地

36,000 円

一般世帯向け

ますが、３月までに順次発送されますので

一般世帯向け
札弦町 36 番地 3

93-39 号

マイナンバーカードを
申請されていない方へ

同居親族のある方

特定公共賃貸住宅

札弦町 316 番地 5
さっつる団地

8,800 円～ 13,100 円

札南団地

3LDK

242 号
札弦町 51 番地 2

一般世帯向け
水元町 35 番地 5
さくらんぼ団地

8,600 円～ 12,800 円
札進団地

一般世帯向け

238 号
緑町 22 番地 5

3DK

月額住宅使用料
青葉団地

15
4

部屋番号
間取り

65
︲
3.5

2021.1
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21

4.5

59

対象世帯

1

2
2

【寄付金】
日下 兵市さん（羽衣町第１）
多田 功さん（水元町第２）
菅原 順一さん（向陽西）
佐々木 延一さん（神威東）
【お品物】
美馬 廣子さん（向陽北）

あたたかな
お気持ち
ありがとう
ございます

住所

（水）

【寄付金】
佐々木 延一さん（神威東）

社会福祉協議会へ寄付

団地名

1

特別養護老人施設へ寄付
（老健きよさと・ケアハウスきよさと含む）

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

