
INFORMATION	 KUNISAKIKUNISAKI

■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、８月19日㈬までにお申し込みく
ださい。

■入居可能日
９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。

８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
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 1 7-6号 3DK 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～

県 営 月 山 １ TR-4-202 3DK 22,200～
（所得制限あり）

武 蔵
グリーンヒル 4

4-2号（単身者用）
1LDK 38,000　

4-6号（単身者用）

1-7号 3LDK 46,000　
21-2号 2LDK 19,600～

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 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（6月30日現在） 主な異動理由
人　口 30,123 人 （－25） 転入 55
男 14,375 人 （－12） 転出 48
女 15,748 人 （－13） 出生 14
世帯数 13,294 世帯（－13） 死亡 46

（　）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。

８月の納税
・個人住民税（２期）
・国民健康保険税（２期）
・介護保険料（３期）
・後期高齢者医療保険料（２期）

【問合先】　税務課　☎0978-72-1111

納期限　８月31日㈪

夜間相談窓口  ８月10日㈪、25日㈫　20時まで
相談場所  国東市役所税務課

31 2015.8

お誕生おめでとう！ （敬称略）

INFORMATION	 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。

５月
13日 武蔵町吉広 安　見　政　巳 （９０）
６月
19日 国見町中 松　尾　　　勇 （８５）
20日 国東町鶴川 岩　武　多　美 （８８）
21日 国東町見地 中　村　菅　次 （７８）

武蔵町吉広 末　綱　宏　武 （７３）
22日 国東町東堅来 佐　野　ヌ　イ （１０６）

国東町北江 一　丸　 　美 （７８）
安岐町山浦 岩　本　秀　子 （８５）

26日 国東町岩戸寺 上　溝　元　夫 （８９）
国東町東堅来 吉　武　数　枝 （８９）
国東町成仏 　原　宗　利 （７９）
安岐町下原 藤　井　德　雄 （７１）

27日 安岐町富清 友　弘　　　仁 （８４）
29日 安岐町明治 日　田　スミ子 （８８）
30日 安岐町瀬戸田 田　邉　俊　晴 （７７）
７月
１日 国東町富来浦 山　本　弘　幸 （７８）

１日 武蔵町糸原 津　山　博　美 （６６）
２日 武蔵町吉広 清　原　佳　子 （６３）
３日 国東町横手 丹　田　 　治 （５７）

安岐町西本 松　葊　フジノ （９４）
４日 国東町鶴川 吉　武　敬　公 （８８）
５日 安岐町馬場 吉　武　　　博 （８６）

安岐町塩屋 安　部　敏　子 （８２）
８日 国見町鬼籠 松　本　マツヱ （９５）

国東町川原 川　野　秀　一 （６４）
９日 国東町浜 吉　武　一　成 （８２）

国東町小原 久　松　イクヱ （８６）
10日 国見町櫛櫛来 一　川　ミツヱ （９７）
12日 武蔵町糸原 森　本　勝　德 （７１）
14日 国東町富来浦 畑　野　　　幸 （９７）
16日 安岐町吉松 阿　部　正　利 （７９）
18日 安岐町下原 松　村　　　峯 （７０）
19日 国東町小原 藤　井　小津紀 （６５）

武蔵町糸原 豊　田　美代子 （８９）

	 お悔やみ申し上げます	 （敬称略）

５月13日～７月20日までの届出分

16日 安岐町下原 吉　田　好
こう

　誠
せい

（圭佑・純子）

18日 安岐町中園 菊　地　凜
り

　華
か

（恭生・靜香）

19日 武蔵町糸原 渡　邉　哲
てっ

　晟
せい

（俊幸・舞）

26日 国東町富来浦 堀　　　妃
ひ

　夏
なた

（隆・友紀）

２日 安岐町塩屋 　原　悠
ゆ

　乃
の

（喜彦・実華）

７日 国見町伊美 北　川　莉
り

　乃
の

（満・恵美）

９日 国東町田深 阿　南　光
ひか

　琉
る

（力・翔子）

13日 安岐町両子 耒　　　瑠
る

理
り

花
か

（辰憲・育美）

（　　）内は保護者の名前／６月22日～７月21日までの届出分

６月 ７月

８・９月の休日在宅当番医 ８・９月の休日歯科当番医
月 日 病 院 名 所 在 地 電話番号
８月９日 アキモト歯科医院 安岐町西本 67-2677
８月1６日 なかよし歯科医院 武蔵町古市 68-0118
８月２３日 清末歯科医院 国東町富来浦 74-0102
８月３０日 矢野歯科医院 安岐町瀬戸田 67-0499
９月６日 川野歯科医院 武蔵町古市 68-1574

※�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

８月９日
ふくだクリニック 国東町田深 72-0168
あおぞら病院 国東町小原 72-0455

８月1６日
松木医院 国東町岩屋 72-0345
メープル尽クリニック 安岐町下原 67-2800

８月２３日
国見病院 国見町伊美 82-1251
朝倉内科医院 安岐町中園 67-2012

８月３０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

９月６日
堀田医院 国見町伊美 82-0490
たてわき眼科 武蔵町糸原 69-0111

午前８時30分～
午後５時

午前９時～
正午

30


