
市からのお知らせ

14Soo City Public Relations,2016.10.Japan

市からのお知らせ
曽於市役所からみなさんに知ってほしい情報をまとめました。

空き家バンクを開設しました

企画課　定住推進係　☎ 0986-76-8802
お問い
合わせ先

曽於市は鹿児島県宅地建物取引業協会と空き家バンクの実施に関する協定を締結しました。
空き家バンクとは、登録された空き家の情報を市のホームページや広報紙で広く紹介し、「空き家を売りた
い・貸したい」方と「空き家を買いたい・借りたい」方とのマッチングを図るものです。空き家の有効活用
を通じて、移住定住の促進および地域の活性化を図るため、開設しました。

曽於市
空き家バンク空き家

所有者
空き家

利用希望者
○ 売りたい
○ 貸したい

○ 買いたい
○ 借りたい

ホームページや広報紙
で空き家情報の提供

宅建協会が仲介
交渉・契約

情報提供

問合せ・
利用登録問合せ・

登録

調査確認

※空き家の仲介業務は、宅建協会の選定した不動産業者が行うので安心です。

空き家の所有者で、空き家バンクに登録を希望される方へ
空き家をお持ちで空き家バンクに登録されたい方は、市役所企画課まで申請してください

【登録の流れ】
①申請書の提出　②担当不動産業者の選定　③現地調査・審査
④登録の決定　⑤ホームページに掲載

曽於市空き家バンク登録物件情報

空き家バンク登録住宅改修補助金があります！
　空き家バンクに登録された物件が成約に至った場合は、その空き家をリフォームする際、
　市の補助があります。（予算の範囲内）
・補助対象工事経費の30％（最高50万円）

Ｎｏ１　曽於市末吉町岩﨑（昭和 42年建築）
土地面積：192.29㎡　建築面積：60.82㎡
こちらの物件は賃貸にて利用希望者を募集しています。
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Ｊアラートに関して  総務課 消防防災係　☎ 0986-76-8801
コミュニティＦＭに関して 企画課 総合ＰＲ係　☎ 0986-76-8802

お問い
合わせ先

曽於市コミュニティＦＭとＪアラートとの連携について
防災ラジオからＪアラートで伝達される緊急情報が流れるようになります！

　「全国瞬時警報システム」ともいい、弾道ミサイル情報、大津波警報、緊急地震速報等の緊急情報を、
人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から送信し、市区町村の防災行政無線や携
帯メール、コミュニティＦＭ等を自動起動させるもので、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステ
ムです。

Ｊアラートとは？

いつから流れるの？

10月下旬に有線放送からコミュニティＦＭへ切替作業を行います。
11月４日（金）午前10 時頃に「緊急地震速報訓練」が、11月29日（火）午前11時頃に「情報伝達訓練」
が全国一斉に行われ、曽於市でもＪアラートを通じてコミュニティＦＭで訓練情報を放送する予定です。

もし流れたらどうなるの？

　防災ラジオの音量が「最大」で流れます。　※以下は緊急地震速報の例
「ピロンポローン　ピロンポローン（警報音）　緊急地震速報。大地震です。大地震です。」
もしこのように流れたら、
①落ち着いて自分の身を守る行動をしてください。
②ラジオやテレビを付けて情報を収集してください。
③状況を見ながら近くの避難所など安全なところへ避難しましょう。
 　また、常日頃から避難方法や携行品などを事前に確認しておきましょう。

●弾道ミサイル情報※

●航空攻撃情報※
●緊急地震速報※

●大津波警報※

●津波警報※

●津波注意報
●東海地震予知情報
●東海地震注意情報
● 東海地震に関連する調査
情報
●地震速報
●震源・震度に関する情報

●噴火警報
●火口周辺警報
●噴火予報

●気象警報
●気象注意報
●指定河川洪水予報
●土砂災害警戒情報
●記録的短時間大雨情報
●竜巻注意情報

●ゲリラ・特殊部隊攻撃情報※

●大規模テロ情報※

●その他の国民保護情報※

国民保護に関する情報 自然災害に関する情報

※は自動起動を原則とするもの
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国民年金のはなし¥
日本年金機構から送付される通知は中身をご確認ください

市民課・各支所地域振興課
本庁 ☎ 0986-76-8805　大隅 ☎ 099-482-5923　財部 ☎ 0986-72-0934
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121（はじめは音声ガイドが対応します）

お問い
合わせ先

期 　日 時　間 場　所 予約先
10 月６日（木）

午前10時～午後3時
本庁（末吉）1階会議室 本庁  国民年金係　☎  0986-76-8805

11 月８日（火） 大隅支所　別館２階大会議室 大隅支所  市民係　☎  099-482-5923

鹿屋年金事務所の移動年金相談が下記の日程で開かれます。相談は無料ですが、予約が必要です。
予約のない方の相談はお受けできません。また、定員になり次第締め切らせていただきます。

鹿屋年金事務所による移動相談

　年間を通じて、日本年金機構からさまざまな通知が送られてきます。今回は、定期的に送付され
る主なものをご紹介します。
　下記以外に年金機構から送付されたものが何かわからない場合は、そのまま放置せずに鹿屋年金
事務所または市役所年金係へお問い合わせください。

送付月 通知名 内　　容

６月
（随時）

振込通知書

年金受給者へ送付される。直近の定期支払日（６月）に支払われる
年金額（４・５月分）のお知らせ。
年金支給額と差し引かれる保険料等の金額、実際に振り込まれる金
額が記載。
※前回と振込金額が変わった場合や、受取機関を変更した場合は、
その都度送付されます。

統合通知書 年金振込通知書と年金額改定通知書が一体となったもの。

８月 扶養親族等申告書

老齢（退職）年金を受給している方のうち、年金額（年額）が
65 歳未満→ 108 万円以上・65 歳以上→ 158 万円以上の方に送付。  
※今年度分は９月末日が提出期限でしたが、未提出の方は扶養親
　族の有無にかかわらず至急提出してください。

11 月
または
２月

社会保険料控除証明書

９月までに一度でも国民年金保険料を納めた方は 11 月に、10 月以
降はじめて納めた方は２月に送付。１年間（１～ 12 月）に払った
年金保険料の合計額（見込額）のお知らせ。全額が控除対象。
※年末調整や確定申告をする際に添付してください。

１月 公的年金等の源泉徴収票
老齢（退職）年金の受給者へ送付。その年に支払われた年金額と年
金から差し引かれた所得税額が記載。
※確定申告をする際に添付してください。

誕生月 ねんきん定期便

各種年金制度に加入している被保険者へ、毎年誕生月に送付される
ハガキ。加入期間や受給見込額のお知らせ。
ただし、35 歳、45 歳、59 歳の方には封書で送られ、年金加入記
録回答票・返信用封筒が入っている。
※記録に誤りや疑義がある時は回答票を返送してください。

◆鹿屋年金事務所からのお知らせ
年金事務所での相談も予約制となっています。時間は、（平日）8：30 ～ 16：30 ／（週初日）8：30 ～ 18：00
／（第 2 土曜）9：30 ～ 15：15 です。※いずれの日も正午～ 13 時の時間を除く。
ご希望の方は、鹿屋年金事務所お客様相談室☎ 0994-42-5121（音声案内①→②をプッシュ）へご連絡ください。
予約受付時間は 8：30 ～ 17：15（平日のみ）です。予約状況により日時の調整をさせていただく場合があります。
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曽於市子育て支援センター　☎ 0986-76-6565（直通）
子育て携帯サイトすまいるキッズ　http://www.smile-kids.jp/sooshi

お問い
合わせ先

子育てふれあいひろば♥
【時間】
子育てひろば 午前 10時～ 11時 30分
親子ふれあい遊び 午前 10時～ 11時 30分
育児講座 午前 10時～ 11時 30分

【場所】
●生きいき健康センター
●大隅弥五郎伝説の里
●財部保健福祉センター

園庭開放
月曜日～金曜日　 午前10時～午後 3 時
育児相談　
月曜日～金曜日　 午前 9 時～午後 4時

平成29年度　　　准看護師科（医療高等課程）

『専門実践教育訓練給付金』対象講座です。
本科では、２年間で准看護師試験の受験資格が取得できます。
免許取得後は、准看護師として働くことができます。また、本校
看護師科（夜間定時制３年）への進学も可能です。
☆平成27年度　准看護師資格試験98.2%合格!!

■募集人員／70名（１次、2次募集合計）
■修業年限／２年
■受験資格／中卒以上で高卒程度の学力を有する者
■試験科目／現国（高1程度）、基礎知識（中卒程度）、作文、面接
■入試日程／１次募集　平成28年11月12日（土）
　　　　　　２次募集　平成29年 1月28日（土）
■出願期間／１次募集　平成28年10月 3日（月）～11月 ４日（金）
　　　　　　２次募集　平成29年 1月 5日（木）～ １月21日（土）

一般社団法人　都城市北諸県郡医師会

都城看護専門学校
●お問い合わせ先
〒885-0073　都城市姫城町９街区３号
TEL　0986-22-0711（事務）・22-0775（教務） http://www.m-kango.com/

都城看護専門学校／検索

広告

育児講座「親子ビクス」
10/4( 火)　弥五郎伝説の里
講　　師：田鍋いずみ先生（ＯＫＪインストラクター）
対　　象：赤ちゃん～就学前のお子様
親子で一緒にふれあい、楽しみながら運動します。
動きやすい服装で、おいでください。
持参するもの：水分補給用飲み物

「身体測定・健康相談」
10/13( 木)　生きいき健康センター
どれだけ大きくなったか身長、体重測定を行います。
保健師による健康相談もあります。母子手帳をご持
参ください。

育児講座「フラワーアレンジメント」
10/12( 水)　財部保健福祉センター
講　　師：片平幸美さん
希望される方は 10月 3日～ 10月 7日までにお申
し込みください。限定 10組です。
材料費：自己負担 800円　※当日お願いします

「ミニミニうんどうかい」
10/26( 水)　生きいき健康センター
あかちゃんのハイハイ競争などもあり、楽しいプロ
グラム満載です。動きやすい服装でご参加ください

※各育児講座を詳しく知りたい方は
「子育て支援センター」までお問い合わせください。

日 月 火 水 木 金 土
１

２ ３ ４
育児講座
親子ビクス

５
子育てひろば
段ボールで遊
ぼう

６
親子ふれあい遊び
段ボールで遊
ぼう

７ ８

９ 10
体育の日

11
子育てひろば
段ボールで遊
ぼう

12
育児講座
フラワーアレ
ンジメント

13
親子ふれあい遊び
身体測定・健康
相談

14 15

16 17 18
子育てひろば
壁面づくり

19
子育てひろば
壁面づくり

20
親子ふれあい遊び
壁面づくり・
お誕生会

21 22

23 24 25 26
ミニミニ運動
会

27
親子ふれあいあそび
英語で遊ぼう

28 29

30 31


