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■入居者資格・家賃
⑴現に同居し、または同居しようとする親族
があること（国見地域に所在する市営住宅
への申込及び高齢者・障がい者等は１人で
も入居可）
⑵現に住宅に困窮していることが明らかであ
ること
⑶県民税または市町村民税、公営住宅使用料
等を滞納していないこと
⑷条例で定める基準の収入であること
⑸入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
⑹家賃の欄に「～」がついている住宅の家賃
は、世帯合計所得等により決定されます。

■申込手続
　入居希望者は、印鑑、住民票、所得証明
書、市税等完納証明書などの必要書類をご用
意のうえ、11月19日㈭までにお申し込みく
ださい。
※見学を希望される方は、事前の予約が必要です。

■入居可能日
12月１日㈫　※随時募集は除きます。

■抽選会・説明会
　入居資格のある申込者が複数あり、住宅困
窮度が定めがたい場合は、抽選とします。

11月20日㈮　　午後１時30分
国東市役所　第二庁舎会議室

 【申込・問合先】
国東市役所建設課住宅係　　�☎0978-72-5179
国見総合支所地域産業建設課�☎0978-82-1114
武蔵総合支所地域産業建設課�☎0978-68-1113
安岐総合支所地域産業建設課�☎0978-67-1116

国東市営（公営）住宅の入居者を募集します
住宅名 戸数 部屋番号 間取 　　家��賃（円）

国
見
町

岡 団 地 1 A-2 2LDK 21,100～
中 団 地 1 1B-1-D 4K 15,900～
八 坂 団 地 1 2B-2-1号 4K 12,500～
本 城 団 地 1 C-2号 2DK 14,900～

国
東
町

浜 団 地 １ 3号 4K 16,400～

小 原 団 地 ２
6-3号

3DK
21,700～

7-6号 22,000～

重 藤 団 地 ２
2-2号

4K
16,900～

7-1号 18,200～

武
蔵
町

月 山 団 地 １ C-1号 3LDK 16,000～

武 蔵
グリーンヒル ５

4-5号（単身者用） 1LDK 38,000　
3-4号 3LDK 46,000　
43-1号

2LDK
22,300～

62-2号 23,000～
73-2号 22,900～

向陽台団地 １ D棟 3LDK 62,000　

安
岐
町

川 原 住 宅 ２
512号

3DK 21,400～
532号

楓 江 住 宅 １ 10-5号 4K 17,600～

かえで住宅 ２
123号

3LDK 54,000　
233号

日 向 住 宅 ３
5-1号

3LDK 44,000　5-6号
7-10号

向陽台住宅 ２
A2-1

3LDK 56,000　
B1-1

随時募集（申込時に入居可能日をお知らせします）
住宅名 間取 　　家��賃（円） 備考

サンコーポラス富来 3DK
1～3階　35,000

所得制限なし
4～5階　30,000

県営月山 TR-4-202 3DK 22,200～ ー

県営国見
2A-1-301号

3DK 21,700～ ー
2A-1-303号

県営小川 2B-2-10号 4K 16,800～ ー

ひとのうごき（９月30日現在） 主な異動理由
人　口 29,875 人（－111） 転入 32
男 14,269 人 （－49） 転出 100
女 15,606 人 （－62） 出生 9
世帯数 13,223 世帯（－21） 死亡 48

（　）内は前月比

※�還付金詐欺にご注意ください！�
国東市ではATMで税金などを還付することはありません。

11月の納税

・国民健康保険税（５期）
・介護保険料（６期）
・後期高齢者医療保険料（５期）

【問合先】　税務課　☎0978-72-1111

納期限　11月30日㈪

夜間相談窓口  11月10日㈫、25日㈬　20時まで
相談場所  国東市役所税務課
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お誕生おめでとう！ （敬称略）
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	 お悔やみ申し上げます	 （敬称略）

※�「お誕生おめでとう！」「お悔やみ申し上げます」のコーナーについては、
　掲載希望の申し出のあった方を掲載しています。

９月
16日 安岐町明治 森　下　髙　明 （７０）
17日 武蔵町内田 穴　見　ヨシミ （９５）

武蔵町吉広 幸　松　秀　子 （８９）
武蔵町吉広 藤　林　清　隆 （９０）

18日 国見町伊美 佐　藤　美　智 （８７）
20日 国東町小原 浪ノ江　勇　作 （３３）
21日 国東町東堅来 猪　俣　敏　美 （８０）
22日 国東町富来浦 畑　　　愛　女 （９５）
24日 安岐町大添 長　野　トキヱ （８７）
25日 国見町櫛櫛来 野　坂　允　子 （８２）

国東町浜 清　末　サカヱ （９２）
27日 安岐町馬場 永　松　　　直 （９０）

安岐町塩屋 松　原　建次郎 （９０）
安岐町下山口 青　山　瑠璃子 （８６）

28日 国見町櫛櫛櫛 荒　木　秀　子 （７８）
武蔵町三井寺 瀧　口　和　子 （８８）
安岐町下原 住　田　里　美 （５４）

10月
１日 国東町来浦 德　丸　美智子 （８２）
２日 国東町大恩寺 清　水　公　子 （８５）

３日 国東町小原 財　前　チズ子 （８８）
安岐町塩屋 木　村　國　夫 （９５）

４日 国東町赤松 酒　井　英　夫 （９２）
安岐町成久 大　熊　二　子 （８８）

５日 安岐町下山口 小　玉　　　平 （７９）
６日 国見町竹田津 大　谷　來　美 （８９）
９日 国東町東堅来 花　木　孝　士 （４３）
10日 国東町富来浦 宮　園　キクヨ （８７）
11日 国東町横手 郷　司　浅　子 （９１）

国東町綱井 宮　部　民　子 （８３）
12日 国見町岐部 森　葊　キミ子 （７７）
13日 安岐町塩屋 中　嶋　　　昭 （８６）
15日 国東町浜崎 桑　本　スヱコ （９７）

安岐町成久 河　野　ハツヨ （９６）
16日 安岐町両子 林　　　三千代 （９０）

安岐町下原 松　矢　　　巖 （８４）
17日 国見町大熊毛 土　谷　貞　子 （８０）
18日 国見町向田 猪　俣　國　光 （５６）

武蔵町古市 秦　　　良　子 （７６）
20日 国東町赤松 西　田　マツ子 （８３）

９月17日～ 10月20日までの届出分

11日 武蔵町向陽台 田　中　紗
さ

　蘭
ら

（雅樹・美香）
17日 国東町田深 山　崎　悠

ゆう

　斗
と

（智也・由香里）
21日 国見町伊美 川　原　心

み

　桜
お

（将一・美咲）
国見町岐部 前　後　歩

あゆ

　夢
む

（健・未来）
22日 国東町富来浦 清　國　　　航

わたる

（竜也・ちはる）
26日 武蔵町古市 原　　　千

ち

　智
さと

（里史・知恵）
27日 安岐町向陽台 田　上　心

ここ

　海
み

（誠・絵里香）
30日 国見町小熊毛 秋　元　結

ゆい

　斗
と

（健一・浩子）

国東町綱井 山　本　愛
あい

　理
り

（隆司・寿里）
安岐町下原 眞　砂　奈

な

乃
な

羽
は

（剛浩・紋加）
安岐町塩屋 齋　藤　　　豪

ごう

（史浩・めぐみ）

８日 安岐町塩屋 寺　下　朝
あさ

　陽
ひ

（晋平・仁美）
10日 国東町鶴川 西　田　和

わ

歌
か

穂
ほ

（圭佑・温美）
11日 武蔵町古市 大　橋　愛

あ

瑠
る

人
と

（政宏・有祈乃）
武蔵町糸原 難　波　篤

あつ

　輝
き

（隆雄・祥子）

（　　）内は保護者の名前。
９月16日～ 10月19日までの届出分

９月

10月

11・12月の休日在宅当番医 11・12月の休日歯科当番医
月 日 病 院 名 所 在 地 電話番号
11月３日 ざいぜん歯科 国東町小原 72-1042
11月８日 清末歯科医院 国東町富来浦 74-0102
11月1５日 矢野歯科医院 安岐町瀬戸田 67-0499
11月22日 アキモト歯科医院 安岐町西本 67-2677
11月23日 川野歯科医院 武蔵町古市 68-1574
11月2９日 栗林歯科医院 国東町鶴川 72-0038
12月６日 ふじがき歯科医院 国見町伊美 82-1011

※�休日当番医は変更になることがありますの
で、電話でご確認のうえ受診してください。
国東市民病院（安岐町下原 ☎67-1211）・ 
あおぞら病院（国東町小原 ☎72-0455）は、
救急指定病院です。

月 日 病 院 名 所 在 地 電話番号

11月３日 ふくだクリニック 国東町田深 72-0168
メープル尽クリニック 安岐町下原 67-2800

11月８日 松木医院 国東町岩屋 72-0345
朝倉内科医院 安岐町中園 67-2012

11月1５日 福永胃腸科外科医院 国東町鶴川 72-3001
定村内科医院 安岐町塩屋 67-2127

11月22日 国見病院 国見町伊美 82-1251
あおぞら病院 国東町小原 72-0455

11月23日 堀田医院 国見町伊美 82-0490
あさひクリニック 国東町綱井 72-0365

11月2９日 はるかぜ醫院 国見町大熊毛 89-9414
むさし整形外科医院 武蔵町古市 69-0171

12月６日 富来Ｋ．クリニック 国東町富来浦 73-3010
松原医院 武蔵町古市 68-0010

午前８時30分～
午後５時

午前９時～
正午
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