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行政からのお知らせ

１月から住宅支援給付金 の 支給 が 始まります！
対 象 者　申請時に次の条件すべてに該当する人
⑴離職による住宅喪失または喪失するおそれのあ
　る人
⑵離職後２年以内かつ 65 歳未満の人
⑶離職前に主たる生計維持者であった人（離職後
　に離婚等により、主たる生計維持者となった場
　合を含む）
⑷就労能力及び常用就職の意欲があり次のすべて
　の活動ができる人
　・ハローワークに求職申込みと月２回以上の職
　　業相談 
　・福祉事務所での月 4 回以上の面接
　・求人先へ原則週 1 回以上の応募
⑸申請者及び申請者と生計を一つにしている同居
　の親族の合計収入が次の金額である人
　▽単身世帯　　　108,200 円／月未満
　▽２人世帯　　　172,000 円／月以下
　▽ 3 人以上世帯　203,500 円／月未満
　▽７人以上世帯　210,000 円／月未満
⑹申請者及び申請者と生計を一つにしている同居
　の親族の合計預貯金が次の金額以下である人
　○単身世帯　50 万円　   ○複数世帯　100 万円
⑺申請者及び申請者と生計を一つにしている同居
　の親族が、国及び地方自治体等が実施する類似
　貸付または給付などを受けていないこと（詳細
　は、問い合わせ先まで）

⑻申請者及び申請者と生計を一つにしている同
　居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
支 給 額　▽単身世帯　　　　24,200 円を上限
　　　　　▽２人～ 6 人世帯　31,500 円を上限
　　　　　▽７人以上世帯　　38,000 円を上限
※収入に応じた調整があり管理費や共益費など
　は除く
支給期間　原則３か月
※一定の条件を満たした場合は、最大９か月
支給方法　住宅の貸主または貸主から委託され
　　　　　た業者へ口座振込
申請書類
①住宅支援給付申請書 （縦４cm ×横３cm 顔写
　真添付）※福祉事務所にあります。
②本人確認書類
③２年以内に離職したことが確認できる書類の
　写し（離職票など）
④収入が確認できる書類の写し（給与明細書な
　ど）
⑤金融機関の通帳などの写し
⑥「住宅支援給付・総合支援資金貸付連絡票」
　または「求職申込み・雇用施策利用状況確認
　票」及び「求職受付票（ハローワークカード）」
　の写し
⑦印鑑

『大口中央中学校』の「 校章」と「校歌  」が  決定！

問い合わせ先　教育委員会総務課総務係　　　　　　　　　☎�１３１１○内　　２２６２

◎校章　一般公募した結果、児童生徒の部 408 点、一般の部 12 点、合計 420 点の応募がありました。
　　　　市内の学識経験者や中学校美術教諭等からなる校章選定委員会を発足し、最優秀作品を基
　　　　に校章デザインを決定しました。

◎校歌　「十五の旅路」　作詞／濵里　忠宜　 作曲／藤尾　清信
　　　　校歌の歌詞・楽譜・校歌の音声ファイルは、市ホームページをご覧ください。

【デザイン原案作成者】
　山野中学校　３年
　鍋池　輝さん

【デザインの意味】
　伊佐市で有名な桜の中に大口中央中学校
の「中央」を入れ、その周りを伊佐市の代
表的な農作物の稲穂で囲っています。自然
豊かな学校をイメージしています。

大口中央中学校校章▶

相談・問い合わせ先　福祉事務所生活支援係　　　　☎�１３１１○内　１２６９
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結核検診を受診していない皆さまへ
　平成 25 年度結核検診（レントゲン間接撮影）を次の日程で行います。前回受診していない人は、
受診してください。受診券がない人も無料で受診できます。
　なお、受診券に記載された日時で受診できない場合は、下表日程で都合のよい日時に受診してくだ
さい。レントゲン車による時間巡回ですので、時間厳守をお願いします。
対 象 者　昭和 24 年４月１日までに生まれた人で 65 歳以上の人。ただし、平成 25 年４月以降受診
　　　　　済みの人や病院などで受診予定の人、肺がん検診を受診した人は除きます。
※当日は、金具・ボタンのついていない衣類（トレーナー・T シャツ等）でお越しください。

◎検診結果の送付について　11 月７日～ 11 月 19 日に受診した人の検診結果については、再検査の   
　　　　　　　　　　　　　必要な人のみに 12 月３日付で送付しました。　
問い合わせ先　健康増進課健康推進係 　　　　　　　　　　　　　　　   　☎�１３１１○内　　１２１６

結核検診日程表
実施日 場　　　所 時　　　間 場　　　所 時　　　間

1 / ９
（木）

 ドラッグストアモリ大口店     9:00 ～       9:10  石井公民館 11:10 ～ 11:20
 旧中央公民館跡（西冨士横）     9:20 ～       9:35  尾之上公民館 11:30 ～ 11:40
 旧大田グラウンドゴルフ場     9:45 ～       9:55  平出水上公民館 13:20 ～ 13:30
 上林商店倉庫（旧農協郡山出張所） 10:00 ～ 10:10  旧伊佐農協平出水支所 13:40 ～ 13:50
 小木原上中公民館 10:20 ～ 10:30  鳥巣上公民館 14:05 ～ 14:15
 山野基幹集落センター 10:50 ～ 11:00  大口元気こころ館（多目的ホール前） 14:30 ～ 14:50

1 / 10
（金）

 白ヶ谷（永野商店前）     9:00 ～       9:10  荒田下バス停留所前 13:00 ～ 13:10
 木ノ氏公民館     9:35 ～       9:45  本城地区集会施設 13:20 ～ 13:30
 篠原公民館     9:55 ～ 10:05  青木元地区教育集会所 13:40 ～ 13:50
 下目丸公民館 10:15 ～ 10:25  岩坪営農研修センター 14:00 ～ 14:10
 北さつま農協東支所 10:35 ～ 10:45  南永校区コミュニティセンター 14:20 ～ 14:30
 上市山集会施設 10:55 ～ 11:05  旧 JA 伊佐川南出張所 14:50 ～ 15:00
 田中上集会施設 11:20 ～ 11:30

1 / 14
（火）

 白木農村公園     9:00 ～       9:10  宮人公民館 11:20 ～ 11:30
 羽月地区公民館     9:20 ～       9:40  羽月西青少年センター 11:40 ～ 11:50
 金波田公民館     9:50 ～ 10:00  西太良地区コミュニティセンター 13:10 ～ 13:20
 北さつま農協駅前支所 10:10 ～ 10:20  田代公民館 13:30 ～ 13:40
 川西公民館 10:30 ～ 10:40  針持青少年センター 13:50 ～ 14:00
 北さつま農協曽木支所 10:50 ～ 11:00  下手下集会施設 14:20 ～ 14:30

1 / 15
（水）

 ひまわり館     9:10 ～       9:20  菱刈総合保健福祉センター（まごし館） 11:20 ～ 11:40
 猶原地区集会施設     9:30 ～       9:40  徳辺上集落センター 13:10 ～ 13:20
 湯之尾校区集会施設     9:50 ～ 10:00  田中ふるさと館 13:30 ～ 13:50
 築地集会施設 10:10 ～ 10:20  花北営農研修センター 14:00 ～ 14:10
 前目公民館 10:30 ～ 10:50  大口元気こころ館（多目的ホール前） 14:30 ～ 14:50
 前目麓営農研修センター 11:00 ～ 11:10

　未来館の可燃ごみ処理施設は、老朽化に伴う焼却炉の改修工事を行います。
　改修工事期間中（平成 26 年１月下旬から平成 27 年３月）は、通常の２炉
運転が１炉運転となり、処理に時間がかかることが予想されますので、ごみ減
量化へのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先　伊佐北姶良環境管理組合　　　　　　　　　　　☎�１５００

未来館の改修工事に伴う
ごみ減量化にご協力ください




