
令和3年度　第3回
●受付期間　　令和3年9月13日（月）～9月17日（金）期間内消印有効

TEL：019-623-4414　　　フリーダイヤル：0120-208-201

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号　アイーナ2階

(一財)岩手県建築住宅センター

奥 州

◆申込資格 次の1から4の全ての要件を満たしていることが必要となります。

1．同居親族がいること。

※単身の方は単身入居可能アパートへのみお申し込みできます。

2．県営住宅条例で定める収入基準に適合していること。

3．現に住宅に困窮していること。

※持ち家のある方、公営住宅にお住まいの方はお申し込みできません。

特別な事情がある方は、ご相談ください。

4．申込世帯に暴力団員がいないこと。

◆申込方法 郵送にてお申込みください。

別紙県営住宅入居申込案内書3・4ページに記載されている必要書類を揃えて、

上記受付期間内に下記（一財）岩手県建築住宅センターまでご郵送ください。

※期間外の消印のものは受付できません。

※募集部屋の階数をよくご確認ください。

※号棟・部屋番号の指定はできません。

※申込アパートは、当案内書9・10ページの一覧から一つだけお選びください。

※書類提出後の申込アパートの変更はできません。

◆その他の注意

・駐車場は1区画のみのご利用となります。

・ペット飼育は厳禁です。

・新築ではありません。予めご理解ください。

・入居後、他の部屋に移ることはできません。

1



1．申込

・ 期間を守ってお申し込みください。期間外のものは受け付けることができませ

んのでご注意ください。

・ 別紙県営住宅入居申込案内書3・4ページに記載されている申込必要書類を 

揃えて（一財）岩手県建築住宅センターまでご郵送ください。

・ 確認事項や書類に不足があった場合、建築住宅センター（019-623-4414・

4415）から連絡が入りますので、日中に連絡が可能な電話番号を必ずご記入

ください。

2．申込資格等の審査
・ 申込書類に不備がある場合は受け付けることができませんのでご注意ください。

3．抽選番号の通知

抽選会前日までに抽選券が届かないときは、

(一財)岩手県建築住宅センターへお問い合わせください。

※事情により申込住所以外への送付をご希望される方は、事前にご連絡ください。

4．抽選会

・ 抽選会は上記日時・場所にて公開抽選で行います。詳しくは当案内書3～5

ページをご覧ください。

・ 抽選会の参加・不参加による抽選結果への影響は一切ございません。

・ 抽選結果については抽選会当日午後1時30分より1週間、(一財)岩手県建築住宅

センター窓口およびホームページに掲示、掲載いたします。

5．抽選結果の通知

・ お申し込みいただいた方全員に通知いたします。

6．入居の許可・説明会

・ 当選された方へ抽選結果の通知と一緒にご案内いたします。

・ 地区ごとに日時、場所をご案内いたします。

7．鍵の交付・入居

・ 日時、場所については説明会時にご案内いたします。

令和3年9月30日（木）　午前9時30分～

アイーナ8階　802会議室

令和3年10月5日（火）発送予定

令和3年10月12日（火）～10月15日（金）予定

令和3年9月22日（水）発送予定

令和3年9月13日（月）～9月17日（金） 期間内消印有効

令和3年10月下旬の入居手続き終了後

申込から入居までの流れ

2 



1．申込方法

・ 郵送でお申し込みください。

・

・ 県営住宅入居申込案内書3・4ページに記載されている必要書類を揃えてお申し込みください。

・

ンターまでお問い合わせください。

・ 受付期間内の消印のあるものが有効となります。期間外のものは受け付けることができません。

2．申込にあたっての注意事項

・ 申込後に申込アパートを変更することはできません。

・ 申込は1世帯1戸に限ります。同一人や同一世帯での複数申込は全ての申込が無効となります。

・ 世帯を不自然に分離、または合併されての申込は無効となります。

・ 複数戸募集している区分については部屋の指定はできません。

・ 単身の方は単身入居可能アパートへのみお申し込いただけます。それ以外のアパートへの申込は無効となります。

・

券を発行せずに申込書類をご返送いたします。

・

できなくなります。

3．抽選会について

・ 抽選は公開抽選で抽選機により行います。

・

者（入居予定者）、及び補欠当選者を決定いたします。

※抽選会の参加・不参加による抽選結果への影響は一切ございません。

（1）抽選方法

していただきます。（代表者については参加していただいた方の中から当日選ばせていただきます。）

当選者を決定いたします。

（2）抽選結果

抽選結果については抽選会当日午後1時30分より1週間（一財）岩手県建築住宅センター窓口およびホームペー

ジに掲示、掲載いたします。

後日、当選者へは当選通知を、補欠当選者へは補欠当選通知をご郵送いたします。落選者へは落選通知とあ

わせて申込書類をご返却いたします。

（3）補欠当選者について

当選者に入居辞退などがあった場合は繰り上げ当選となります。

補欠当選の権利はその募集回に限り有効で、かつ当選者が入居した時点で無効となります。

募集区分ごとに抽選券の抽選番号と同じ番号が書かれた抽選玉を抽選機に入れ、代表者の方に抽選機を回

出た抽選玉の番号と同じ抽選番号の方が当選者となり、当選者決定後もう一度抽選機を回していただき、補欠

当案内書及び県営住宅入居申込案内書をご覧いただき、申込資格・条件などをよくご確認のうえお申し込みください。

申込書類に不備がある場合は受け付けることができませんので、ご不明な点は必ず（一財）岩手県建築住宅セ

申込書類の内容により申込資格要件に該当しないことが明らかな場合、及び申込書類に不備がある場合は抽選

県営住宅へ入居された場合は他の公営住宅への転居はできません。被災された方は災害公営住宅への入居も

申込者（審査合格者）が募集戸数を上回った募集区分（アパート、間取り、階数）について、その区分ごとに当選

県営住宅定期募集にお申し込みされる皆様へ
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4．優先入居枠について

・

てる「優先枠」に設定いたします。

・

玉を2個付与して抽選を行います。

・

当選者を決定し、その落選者は残った同一募集区分の住戸について再度抽選に参加する権利が与えられます。

※募集戸数によって優先入居枠設定のない募集回もあります。

①母子・父子世帯

・ 20歳未満の子と、その子を扶養する寡婦(夫)のみで構成される世帯

②障がい者世帯

・ 身体障害者手帳の交付を受け、4級以上の障害のある方

・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け2級以上の障害のある方

・ 障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方

③高齢者世帯

・ 60歳以上の方のみで構成される世帯（ただし、60歳未満の配偶者又は１８歳未満の方を含んでもよい）

④引揚者

⑤北朝鮮拉致被害者等

⑥DV被害者

・

入所・退所者並びに裁判所から保護命令を受けている配偶者から暴力を受けた被害者

⑦犯罪被害者等

・

に証明される者

⑧ストーカー行為被害者

・

が困難となった者

⑨東京電力原子力事故により被災した者

・

る支援対象地域に居住していた者

＜抽選の例＞ 例)抽選結果

・「○○アパート　間取り3DK　2階以上　2戸」の募集に、申込者が5名（抽選番号1～5番）

・2戸のうち1戸を優先枠として設定（ここでは1-201号室とします）

（1）1～5番全員が優先枠に該当しない場合

1～5の玉を入れ3回抽選機を回します。最初に出た番号の方が1-201号室当選、

次に出た番号の方が2-302号室当選、最後に出た番号の方が補欠当選となります。

（2）抽選番号2、4番の2名が優先枠に該当する場合

の方が2-302号室当選、次に出た番号の方が補欠当選となります。

部屋番号 当選番号

1-201

定期募集アパート一覧の募集戸数（ ）内に記載されている戸数を、下記①～⑧に該当する世帯に優先的に割り当

○○アパート　3DK

優先枠該当申込者が優先枠対象募集戸数を上回った場合は、まず優先枠該当申込者のみで優先枠対象住戸の

配偶者からの暴力を理由として婦人相談所に一時保護された又はされている被害者及び母子生活支援施設の

犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等により収入が減少した被害者等又は現在居住している住宅

又はその付近において犯罪等が行われたことにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的

さらに（○）内に記載されている戸数については、下記②及び③に該当する世帯を特に優先し、対象の方には抽選

ストーカー規制法第2条第3項に定めるストーカー行為の被害等により現在居住している住宅に居住し続けること

るための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律（平成24年法律第48号）第8条第1項に規定す

平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支え

先に優先枠設定住戸の1-201号室の抽選をします。2、4の玉を入れ1回抽選機を回し、出た番号の方が1-201号

2-302

補　欠

室当選。その後落選した1名と優先枠に該当しない1、3、5の玉を入れ2回抽選機を回します。最初に出た番号
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5．入居手続きについて

・ 抽選会において当選となり入居の許可を受けた方は、鍵を受け取るために下記のお手続きが必要となります。

敷金を納入していただきます。

敷金は入居許可時に決定した家賃の３か月分の金額となります。

連帯保証人を１名立てていただきます。

上の収入のある方でなければなりません。

居請書のご提出が必要となります。

連帯保証人を認める場合がございますので、ご相談ください。

6．入居後の注意事項

・ 県営住宅ではペットの飼育はできません。

盲導犬、聴導犬、及び介助犬などを除きます。

鳴き声、においの発生、アレルギーの発症など他の入居者への迷惑となります。

・ 許可された区画以外や敷地内通路への迷惑駐車は絶対にしないでください。

緊急車両の妨げや他の入居者への迷惑となります。

場を借りてください。

一部アパートについては、申請により２台目の駐車場利用が可能な場合があります。

・ 無神経に騒音を発生させること、また生活音に過剰に反応することのないようにしてください。

解をお願いいたします。

・ 県営住宅内での営業活動はできません。

障がい者の方で県の許可を得ている場合を除きます。

願いいたします。

みください。

県営住宅は住戸が隣接する共同住宅であり、生活音を完全に防ぐ構造にはなっておりません。あらかじめご理

入居者の皆様のより良い共同生活のために上記ルールやマナーを守り、モラルを持って生活していただくようお

お守りいただけない場合は住宅を明け渡していただくこともございますので、ご了承いただいたうえでお申し込

連帯保証人は原則として岩手県内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居の許可を受けた世帯と同程度以

連帯保証人となる方の所得証明書、印鑑証明書、また入居名義人と連帯保証人になる方との連名による入

※

一部アパートを除き、申請により１戸につき１区画（１台）のみ許可されます。２台以上お持ちの方は民間駐車※

※ 他の都道府県から転入される方や被災等の特別な事情があると認められる方については、県外の方であっても

（1）

（2）
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間取り 階数

羽沢
金ヶ崎町

西根南羽沢50
2LDK

2階
以上

◯ 2（1） 17,900～32,000～42,300
2階-1戸
4階-1戸

4階建 × ◯ 1,300円

間取り 階数

羽沢
金ヶ崎町

西根南羽沢
50

2LDK 1階 ○ 1 21,500～32,000～42,300 1階-1戸 4階建 × ◯ 1,300円

※募集戸数の（　）内戸数を「優先枠」に設定します。詳しくは当案内書4ページをご覧ください。

※単身の方は「単身入居」欄が「◯」の区分にのみ申込みできます。

羽沢アパート2LDK・2階以上については、部屋の大きさ・家賃等が若干違いますが、同一のものとして募集します。部屋を指定しての申込は
できませんので、あらかじめご了承ください。

令和3年度第3回定期募集アパート 奥州地区
（奥州市・金ヶ崎町内の県営住宅）

アパート名 所在地
募集区分

募集
戸数

家賃
募集する

部屋の階数
構造 浴槽

BS
アンテナ

単身
入居

駐車場

身体障がい者向けアパート
※身体障がい者向けのアパートです。トイレ浴室及び玄関が広い等生活しやすいようになっています。

アパート名 所在地
募集区分 募集

戸数
家賃

募集する
部屋の階数

構造 浴槽 駐車場
BS

アンテナ
単身
入居

・　「浴槽」欄の「◯」は浴槽がある住宅です。「×」の住宅は入居される方の負担により浴槽・風呂釜・シャワーを設置することとなります。

・　駐車場は原則１世帯につき１区画だけの利用となります。　駐車場利用料は家賃に含まれておりません。

・　駐車場の利用区画は、各団地の空き駐車場状況によって、入居する部屋から離れる場合もございます。

・　家賃以外に共益費（共同施設の電気料・水道料・その他に関する費用）が必要となります。

■家賃額について

○　家賃は、収入に応じて決定されますが、同団地の同タイプでも築年数などにより異なりますので目安としてお考えください。

○　左側の金額は、収入（月額）が10万4千円以下の場合の家賃です。（最低の家賃額です。）

○　中央の金額は、収入（月額）が13万9千円を超え15万8千円以下（※1）の場合の家賃です。

○　右側の金額は、収入（月額）が18万6千円を超え21万4千円以下（※2）の場合の家賃です。

（※1心身障害者や高齢者世帯以外　※2心身障害者や高齢者世帯における収入基準額の上限額です。）　

※今回募集の住宅は、あくまでも以前に人が居住していた住宅ですので、新築住宅のような状態ではありません。

・　「BS共同アンテナ」欄が「有」の場合、NHKの視聴契約は衛星契約になります

9 



羽沢アパート　2LDK（2-23）　※単身入居可 羽沢アパート　2LDK（3-344）　※単身入居可

羽沢アパート　2LDK（3-314）

※身体障がい者向け　※単身入居可

令和3年度第3回定期募集アパート　間取図　　奥州地区　

※図面はあくまでイメージです。実際のお部屋とは、広さや形など細部が異なる場合がありますのでご了承ください。
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