
（1）定期募集について・・・年３回（４月・８月・12月）募集を行います。入居者は抽選で決定します。
受付期間　７月９日～８月７日　（土、日、祝祭日を除く、午前８時 30分～午後５時）
受付場所　役場建設課または各支所　農林建設水道係
抽 選 日　８月 18日　午前 10時【役場本庁２階２－２会議室】
　　　　　（本人又は代理人の方が、必ず印鑑を持参のうえ出席）
入居資格　※全住宅共通

①住宅に困窮していること。　②町税等滞納していないこと。　③申込者及び同居しよう
とする親族が暴力団員でないこと。　④月額の所得＝（所得金額から扶養等控除した額を
12ヶ月で除した額）が基準の所得を超えないこと

申込時提出書類
①入居申込書兼同意書　②住民票（入居者全員）　③所得証明書（入居者全員。無職であって
も提出）　④納税証明書（納税義務者全員）※個人番号の記入により、所得証明書・住民票の
添付を省略することができますので、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された
住民票をご持参ください。

種
類

場所、家賃（月額）共益費等
家賃月額は、入居者の所得に応じて、次の範囲
で決定されます（※）以外は定額です。

入居資格

公
営
住
宅　
（
※
）

◆小原B団地（長原）
　１戸募集・昭和 56年度建設・３DK　62.6㎡
　　　10,500 円～ 18,500 円

ア　同居しようとする親族があり、基準の所得
を超えないこと。（ただし、月額の所得で一
般世帯は 158,000 円以下、高齢者・障がい
者・小学校に入るまでの子どもがいる世帯は
214,000 円以下の所得であること。）
イ　単身入居の場合は、60 歳以上の方、障が
い者、生活保護者等。

◆千滝C団地（千滝）
　１戸募集・平成 16年度建設・３DK　77.6㎡
　　　22,200 円～ 43,600 円　共益費 4,100 円
◆柏団地（柏）
　共益費 4,600 円　駐車場代 500 円／１台
　１戸募集・平成16年度建設・３LDK　75.7㎡
　　　19,700 円～ 38,800 円

（2）毎月募集について・・・下記の町営住宅について、今回から毎月募集を開始します。入居者が決まり
次第終了します。

受付期間　毎月１日～月末（月末が土、日、祝祭日、年末にあたる場合は、その前の開庁日まで）
　　　　　（今月の受付締切日は、７月 31日です）
受付時間・場所　午前８時 30分～午後５時　（土、日曜、祝祭日、年末年始を除く）
　　　　　　　　役場建設課または各支所　農林建設水道係
抽 選 日　申込月の翌月５日（抽選日が土、日、祝祭日、年末年始にあたる場合は、その翌日の開庁日）
　　　　　（今回の抽選日は、８月５日午前 10時から【役場本庁３階議会・共用会議室】
　　　　　（本人または代理人の方が、必ず印鑑を持参のうえ出席）
入居資格　※全住宅共通　定期募集と同じ（同上）
申込時提出書類　　　　　定期募集と同じ（同上）

種
類

場所、家賃（月額）共益費等
家賃月額は、入居者の所得に応じて、次の範囲
で決定されます（※）以外は定額です。

入居資格

公
営
住
宅　
（
※
）

◆滝上団地（滝上）
　１戸募集・昭和 54年度建設・３DK　57.4㎡
　　　9,700 円～ 18,300 円

ア　同居しようとする親族があり、基準の所得
を超えないこと。（ただし、月額の所得で一
般世帯は 158,000 円以下、高齢者・障がい
者・小学校に入るまでの子どもがいる世帯は
214,000 円以下の所得であること。）
イ　単身入居の場合は、60 歳以上の方、障が
い者、生活保護者等。

◆馬見原川鶴団地（馬見原）
　共益費 3,100 円　駐車場代 500 円／１台
　１戸募集・平成11年度建設・３LDK　72.7㎡
　　　20,200 円～ 39,700 円

町営住宅の入居者を募集します

「令和２年度各種自衛官募集」のお知らせ！！

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

家賃月額は、次のとおりです。
◆そよ風ハイツ（柏）
　共益費 4,500 円　駐車場代 500 円／１台
　１戸募集・平成８年度建設・３DK　77.0㎡
　　　31,000 円
◆大久保団地（菅尾）
　共益費 2,800 円　駐車場代 1,000 円／２台
　１戸募集・平成13年度建設・３LDK　81.8㎡
　　　38,000 円

ア　町内に住所又は勤務場所若しくは事業場を
有するもの。

イ　同居しようとする親族があること。
ウ　月額の所得が 158,000 円以上 259,000 円
（居住の安定を図る必要があると町長が認め
る者については、487,000 円）以下であるこ
と。

復
興
一
般
住
宅 (

※)

家賃月額は、入居者の所得に応じて、次の範囲
で決定されます。
◆原団地（原）
　共益費 3,200 円、駐車場代 500 円／１台
　１戸募集・平成 28年度・２DK　29.7㎡
　　　9,000 円～ 20,700 円
　１戸募集・平成 28年度・３DK　39.6㎡
　　　12,000 円～ 27,600 円

ア　本町に住所を有する者又は入居決定後に住
所を移転することが確実な者。

イ　月額の所得が 259,000 円以下。
ウ　熊本地震被災者優先
エ　単身者の入居可能

問合せ先　　建設課　☎ 72-1145

問合せ先　宇城募集案内所　☎ 0964-23-2047

募集
項目 資　格 受付期間 試験期日 合格発表 入（校）隊時期等

航
空
学
生

（海）
高卒 18 歳以上 23 歳
未満の者（高卒者（見
込含）又は高専 3 年
次修了者（見込含）） 7月 1日

　　～ 9月 10日

１次：9月 22日
２次：10月 17日
　　　　　～ 22日
３次：
（海）11月 20日
 　　～ 12月 16日
（空）11月 14日
　　 ～ 12 月 17日

１次：10月 9日
２次：
（海）11月 11日
（空）11月 6日
最終：
令和3年 1月 19日

令和 3年
3月下旬～
　　　　4月上旬

（入隊後約 6年で
3等海・空尉）

（空）
高卒 18 歳以上 21 歳
未満の者（高卒者（見
込含）又は高専 3 年
次修了者（見込含））

一
般
曹
候
補
生

18 歳以上 33 歳未満
の者、（32 歳の者は、
採用予定月の末日現
在、33 歳に達してい
ない者）

第 1回
　3月 1日
①　～ 6月 19日
②　～ 6月 26日
③　～ 7月 3日

第２回
　7月 1日
　　～ 9月 10日

第１回
１次：① 6月 27日
　　　② 7月 5日
　　　③ 7月 11日
２次：7月 31日
　　　～ 8月 16日
第２回
１次：
　９月18日～20日
２次：
　10月9日～14日
※いずれか１日を
指定されます。

第１回
　１次：7月 22日
　最終：9月 4日
第２回
　１次：10月 2日
　最終：11月 6日

令和 3年
3月下旬～4月上旬

※上記の他に設定
する場合があり
ます。

（入隊後 2年 9 か
月経過以降選考に
より 3等陸・海・
空曹）

自
衛
官
候
補
生

18 歳以上 33 歳未満
の者（32 歳の者は、
採用予定月の 1 日か
ら起算して 3 月に達
する日の翌月の末日
現在、33 歳に達して
いない者）

年間を通じ行って
います。

受付時にお知らせ
します。

試験日にお知らせ
します。

採用予定通知書で
お知らせします。
（所要の教育を経
て、３ヶ月後に２
等陸・海・空士に
任用）
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