
離職退去者の利用可能な住戸一覧（平成27年3月31日現在）

都道府県名 事業主体名 住宅（団地）名 所在地 区分
入居可
能戸数

間取り 使用料（家賃） 入居要件 その他（使用期限等）

富山県 未定
（富山市、高岡市、射水市
内）

1 － 2DKなど 4,450円～

解雇・雇止め等に伴って、社員寮等の退去を余儀なくされ住居を喪失した求
職者（喪失見込みの者も含む）であって、県内の公共職業安定所（ハロー
ワーク）から緊急入居あっせん書の交付を受けた者。

原則6ヶ月

問い合わせ先：
富山県土木部建築住宅課
076-444-3358

辰尾 富山県富山市辰尾205番地 1 1 2Ｋ 1,950円

城村 富山県富山市城村502番地 1 1 2Ｋ
1,750円～
2,300円

魚津市住吉2945-1 1 1 3K 3,600円

魚津市住吉2945-1 1 1 3K 3,600円

魚津市住吉3024-1 1 1 3K 4,150円

砺波市 豊町
砺波市豊町1丁目10番24号
市営豊町賃貸住宅Ａ棟

5 1 2DK 15,000円

・解雇通知、寮・社宅からの退去通知等により、住宅から退去を余儀なくされ
ることが客観的に確認される者であること。
・雇用の意欲が認められ、就職に向けた就職活動を行うこと。
・入居しようとする家族全員が暴力団員でないこと。

・離職退去者から必要な期間を聴取したうえで、3～6ヶ月期間を設定するも
のとする。期間の更新は認めるものの１年を超えない範囲とする。（定期借
家契約）
・他の入居希望者と同様の基準で審査し、希望者が多い場合は抽選とす
る。
・「砺波市行政財産使用許可申請書」「市営住宅入居申込書」「解雇通知
書、寮・社宅から退去通知書、緊急入居あっせん書（公共職業安定所発行
のもの）等」及び「住民票」の提出を求める

問い合わせ先：
砺波市建設水道部都市整備課
0763-33-1111

入善町 舟見 入善町舟見１７７９番地 1 1 2K 5,500円

①単身でもよい
②税金をきちんと納めていること
③入居する者が暴力団員でないこと
④連帯保証人を要する（１人）
⑤敷金を要する（家賃の３ケ月分）
⑥解雇通知、退去通知の写しを添付のこと

上限１年

問い合わせ先：
入善町建設下水道課
0765-72-1100

小計 7

　　(注) 「その他」の欄には問い合わせ先もご記入ください。 1：公営住宅　　　2：改良住宅　　　3：特公賃　　　4：公社　　　5：単独住宅等

富山県

富山市

自己都合によらない離職者で、離職と同時に住まいを失った者であること。 原則3ヶ月（場合によっては更新可能。ただし最長１年まで）

問い合わせ先：
富山市建設部市営住宅課
076-443-2097

魚津市 住吉

次の要件をすべて備えている方
（１）既に失業状態にある方。ただし、失業見込みの者も含む。
（２）離職理由が次のア、イのいずれかに該当する方
　ア．解雇
　イ．雇用契約期間満了による雇い止め
（３）喪失する住居が次のア、イのいずれかに該当する方
　ア．事業主が管理し労働者に対して貸与する社宅・社員寮
　イ．職場に付帯した住込み先
（４）公共職業安定所から緊急入居あっせん書の交付を受けた者。

原則6ヶ月

問い合わせ先：
魚津市都市計画課
0765-23-1031



定期募集等
都道府県名 事業主体名 住宅（団地）名 所在地 区分

入居可
能戸数

間取り 使用料（家賃） 入居要件 その他（使用期限等）

富山県 全県営住宅 富山市、高岡市、射水市内 1 8,900円～

・同居する親族のいること
・定められた基準内の所得であること
・現に住宅に困窮していること
・県税の滞納がないこと
・暴力団員でないこと

随時申し込みを受付けます。

問い合わせ先：
富山県土木部建築住宅課　076-444-3358
光陽興産㈱県営住宅管理センター　076-471-5500

富山市 全市営住宅 富山市内 1 2,800円～

・同居する親族のいること
・定められた基準内の所得であること
・現に住宅に困窮していること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員でないこと

問い合わせ先：富山市建設部市営住宅課　076-443-2097

全市営住宅 高岡市内 1 　 9,900円～

・同居する親族のいること
・定められた基準内の所得であること
・現に住宅に困窮していること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員でないこと

随時申し込みを受付けます。

問い合わせ先：高岡市高岡建設管理センター　0766-20-1403

御旅屋特定公共賃貸住
宅

高岡市御旅屋町1222番地 3 　 47,800円～

・同居する親族のいること
・定められた基準内の所得であること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員でないこと

随時申し込みを受付けます。

問い合わせ先：高岡市高岡建設管理センター　0766-20-1403

氷見市 全市営住宅 氷見市内 1 3,800円～

・定められた基準内の所得であること
・現に住宅に困窮していること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員でないこと
・連帯保証人が2名必要

入居待機者の申し込みは随時受け付けています

問い合わせ先：氷見市建設農林部都市計画課　0766-74-8075

全市営住宅 射水市内 1 8 11，900円～
募集期間：平成24年9月3日から9月9日まで（および平成25年3月1日から3
月7日まで）、その他の期間は随時。
問い合わせ先：射水市都市整備部建築住宅課住宅係　0766-52-7395

全特定公共賃貸住宅 射水市内 3 4 28,000円～
募集期間：随時

問い合わせ先：射水市都市整備部建築住宅課住宅係　0766-52-7395

全町営住宅 上市町内 1 0
2DK
2LDK
3DK

14,100円
～47,600円

稗田住宅
（特公賃）

上市町稗田１ 3 0 3LDK
49,500円

～58,500円

横法音寺定住促進住宅
（単独住宅）

上市町横法音寺１－２ 5 14 ２Ｋ 18,000円

5 2 ２ＤＫ 25,000円

5 0 ３ＤＫ 32,000円

江崎住宅 立山町江崎２５ 1 0 ３ＤＫ 14,700円～

上米沢住宅 立山町米沢３２ 1 0 ３ＤＫ 18,300円～

下米沢住宅 立山町米沢１ 1 0 ３DK 16,600円～

釜ヶ渕住宅 立山町道源寺６００ 1 1
１ＤＫ
３DK

11.900円～

釜ヶ渕特定公共賃貸住宅 立山町道源寺６００ 3 3
３DK
４DK

53,000円～

魚津市 天王住宅 魚津市岡経田510 1 2DKほか
21,900円～
43,000円

・現に住宅に困窮していること
・政令月収額が158,000円以下{裁量階層（障害者等のある世帯）について
は、214,000円以下｝
・同居親族があること（昭和31年4月1日以前に生まれた方は単身可）
・市税の滞納が無いこと
・暴力団員ではないこと
・連帯保証人が１名必要

問い合わせ先：魚津市都市計画課　0765-23-1031

堀切市営住宅 黒部市堀切1641-1 1 3DK
16,900円～
33,300円

・現に住宅に困窮していること
・政令月収額が158,000円以下{裁量階層（障害者等のある世帯）について
は、214,000円以下｝
・同居親族があること（昭和31年4月1日以前に生まれた方は単身可）
・市税の滞納が無いこと
・暴力団員ではないこと
・連帯保証人が２名必要（うち１名は黒部市在住の方）

内山住宅
黒部市宇奈月町内山3358-
1

1 3DK
10,000円～
30,000円

・現に住宅に困窮していること
・政令月収額が260,000円以下
・市税の滞納が無いこと
・暴力団員ではないこと
・連帯保証人が２名必要（うち１名は黒部市在住の方）

東町町営住宅 入善町入膳5784－1 3 2
２ＬＤＫ
３ＬＤＫ

63,000円～

東町町営住宅 入善町入膳5784－1 1 1 ３ＤＫ 20,300円～

駅南住宅 入善町入膳8000 1 0 ３ＤＫ 17,400円～

新椚山町営住宅 入善町椚山845 1 0 ３Ｋ 11,600円～

小計 35

　　(注) 「その他」の欄には問い合わせ先もご記入ください。 1：公営住宅　　　2：改良住宅　　　3：特公賃　　　4：公社　　　5：単独住宅等

問い合わせ先：入善町建設下水道課　0765-72-1100(内線３３３・３３４）

入居待機者の募集は随時受付けております。

問い合わせ先：上市町建設課管理建築班　076-472-1111

立山町

・現に住宅に困窮している。
・定められた基準内の所得であること
・同居親族があること(裁量階層除く)
・町税の滞納がないこと
・暴力団員ではないこと
・連帯保証人を2名要する

問い合わせ先：立山町建設課建築住宅係　076－462-9975

・同居する親族のいること
・定められた基準内の所得であること
・現に住宅に困窮していること
・地方税の滞納がないこと
・暴力団員でないこと
・連帯保証人が１名必要

１．現に住宅に困窮していることが明らかな方
２．町税の滞納がないこと
３．暴力団員ではないこと
４．連帯保証人が１名いること

現在空室が多数あるので、随時受付けております。

稗田定住促進住宅
（単独住宅）

上市町稗田６－１

高岡市

１．同居親族のある方（裁量階層は除く）
２．定められた基準内の所得であること
３．現に住宅に困窮していることが明らかな方
４．町税の滞納がないこと
５．暴力団員ではないこと
６．連帯保証人が2名いること

射水市

・同居親族のいること
・定められた基準内の所得であること
・現に住宅に困窮していること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員ではないこと
・連帯保証人が2名いること

入善町

上市町

黒部市

申込み期間：平成23年12月7日（水）～12月20日（火）
応募多数の場合は抽選。
抽選日は平成23年12月26日（月）予定。
問い合わせ先：黒部市都市計画課　0765-54-2111（内線533）

富山県


