
INFORMATION KUNISAKI

■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、７月17日㈮までにお申し込みく
ださい。

■入居可能日
８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。

７月21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

八 坂 団 地 ２
1B-5-3号

4K
15,400～

2B-2-1号 12,500～

国
東
町

浜 団 地 １ 3号 4K 16,400～

小 原 団 地 2
1-3号

3DK
20,900～

7-6号 22,000～

重 藤 団 地 ２
2-2号

4K
16,900～

7-1号 18,200～
平 床 団 地 １ 6-3号 4K 16,400～

武
蔵
町

月 山 団 地 １ C-1号 3LDK 16,000～

武 蔵
グリーンヒル ３

4-2号（単身者用）
1LDK 38,000　

4-6号（単身者用）

1-7号 3LDK 46,000　
向陽台団地 １ D棟 3LDK 62,000　

安
岐
町

原 口 住 宅 1 1-4号 3LDK 22,500～

川 原 住 宅 ２
512号

3DK 21,400～
532号

楓 江 住 宅 ２
2-3号

4K
16,300～

10-5号 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

県営国見
2A-1-301号

3DK 21,700～ 所得制限あり
2A-1-303号

県営小川 2B-2-10号 4K 16,800～ 所得制限あり

ひとのうごき（5月31日現在） 主な異動理由
人　口 30,148 人 （－40） 転入 61
男 14,387 人 （－27） 転出 65
女 15,761 人 （－13） 出生 16
世帯数 13,307 世帯（＋２） 死亡 49

（　）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。

７月の納税
国民健康保険税（１期）・介護保険料（２期）・後期高齢者医療保険料（１期）

夜間相談窓口７月10日㈮、27日㈪　20時まで
相談場所  国東市役所税務課

【問合先】　税務課　☎0978-72-1111　

納期限　７月31日㈮

バスの車内事故防止についてのお願い
7月はバスの車内事故防止キャン

ペーン月間です！
バスの走行中に席を離れると、転

倒などにより思わぬけがをする場合
があります。
お降りの際は、バスが停留所に着

いて、扉が開いてから席をお立ち願
います。
また、バスは安全運転に徹してお

りますが、やむを得ず急ブレーキを
掛ける場合があります。満席や荷物
の保護のため、お立ちになってご利用いただく場合には、
吊革や握り棒にしっかりおつかまりください。
バスの車内事故防止のため、皆様のご理解とご協力をお

願いします。

一般社団法人　大分県バス協会
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お誕生おめでとう！ （敬称略）

KUNISAKI INFORMATION

※ 「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。

４月
30日 国東町田深 矢　野　　　太 （８３）

５月
24日 国見町中 安　部　スヾヱ （９９）

武蔵町糸原 東　上　滿　吉 （６８）

安岐町塩屋 安　部　義　美 （８１）

25日 安岐町糸永 稙　田　友　英 （８５）

29日 国東町東堅来 安　達　治　子 （８８）

武蔵町糸原 瀧　口　ヒサ子 （９１）

６月
１日 国見町櫛来 久保田　義　郎 （８６）

国東町見地 堀　部　セツ子 （７９）

２日 国東町東堅来 尾　崎　　　肇 （８５）

国東町鶴川 宇佐見　惠美子 （６６）

安岐町馬場 矢　野　フ　ミ （９４）

３日 国見町竹田津 山　田　武　士 （８７）

４日 国見町小熊毛 　田　喜　盛 （８３）

５日 国東町大恩寺 清　水　シメ子 （８４）

６日 安岐町富清 室　　　初　美 （８２）

安岐町大添 笠　置　弘　治 （８９）

８日 武蔵町内田 小　城　宏　美 （７９）

12日 国東町岩戸寺 川　部　新　六 （７８）

13日 国見町西方寺 渡　邉　美知保 （９０）

安岐町下原 浦　堀　義　己 （８０）

14日 国見町竹田津 津　﨑　富　男 （９７）

国見町野田 小深田　勝　義 （８８）

15日 安岐町吉松 佐　 　幸　生 （８３）

16日 安岐町明治 諸　冨　光　教 （７２）

17日 国東町小原 清　末　和　代 （４４）

18日 国東町富来 清　國　ちへ子 （７８）

19日 国見町大熊毛 橋　本　ノブ子 （８９）

 お悔やみ申し上げます （敬称略）

４月30日～６月19日までの届出分

13日 武蔵町糸原 幸　松　蒼
あお

　依
い

（隆行・ゆかり）

26日 安岐町下原 　𠩤　悠
ゆう

　雅
が

（直樹・一恵）

27日 国東町下成仏 宮　脇　　　結
ゆう

（賢一郎・輝美）

国東町安国寺 佐　野　　　遥
はるか

 （崇・緒里恵）

31日 国見町大熊毛 橋　本　咲
さ

　那
な

（智史・江美）

４日 安岐町朝来 後　藤　瑠
る

　李
り

（司・智美）

８日 国東町見地 竹田津　颯
さつ

　希
き

（昌彦・知子）

安岐町下原 安　部　杏
あん

　南
な

（浩二・万世）

（　　）内は保護者の名前／
５月24日～６月19日までの届出分

５月 ６月

７・８月の休日在宅当番医 ７・８月の休日歯科当番医
月 日 病 院 名 所 在 地 電話番号
７月12日 さいとう歯科医院 安岐町塩屋 67-2980
７月19日 川野歯科医院 武蔵町古市 68-1574
７月20日 矢野歯科医院 安岐町瀬戸田 67-0499
７月26日 ふじがき歯科医院 国見町伊美 82-1011
８月２日 栗林歯科医院 国東町鶴川 72-0038

※ 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

７月12日
堀田医院 国見町伊美 82-0490
あおぞら病院 国東町小原 72-0455

７月19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

７月20日
富来Ｋ.クリニック 国東町富来浦 73-3010
あさひクリニック 国東町綱井 72-0365

７月26日
国東中央クリニック 国東町北江 73-2200
松原医院 武蔵町古市 68-0010

８月２日
末綱クリニック 国東町田深 72-0433
牛嶋内科胃腸科クリニック 武蔵町古市 69-0889

午前８時30分～
午後５時

午前９時～
正午

26


