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今月の PICK UP ！

新型コロナウイルス感染症
傷病見舞金について

保健課 ☎ 0986-76-8806

新型コロナウイルス感染症に罹患した方へ傷病見舞金を支給します。

対象者 曽於市に住所があり、令和２年１月１日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患した方。

必要書類 ①支給申請書兼請求書　
　※市ホームページからダウンロードするか、保健課へお電話にて郵送依頼してください。
②感染、療養の事実が確認できる医師の診断書など
③請求者の身分証明書および振込先金融機関預金通帳の写し

申請方法 療養終了日以降に必要書類を保健課へ郵送してください。
※申請受付は郵送のみとなります。

〈提出先〉〒 899-8692　曽於市末吉町二之方 1980 番地
　　　　  曽於市役所 保健課 コロナ感染症対策係　宛

支給額 １人あたり 30,000 円 ※１人１回限り
※１世帯あたり上限 60,000 円

新型コロナウイルスワクチン
追加接種（３回目接種）について

保健課 ☎ 0986-76-8806

新型コロナウイルスワクチンを２回接種した方へ追加接種（３回目）を実施します。

対象者 ２回目接種から８カ月以上経過した 18 歳以上の方で、追加接種を希望する方。

費用 無料

予約方法 接種可能な時期に接種券を案内文に同封して送付します。予約方法・接種会場などにつ
いては案内文をご覧ください。

曽於市以外で２回目を接種後、曽於市へ転入された方
追加接種を希望する場合は、接種券の発行申請が必要になります。保健課までご連絡ください。

きばっど曽於市！商品券（第３弾）
引換期限・使用期限について

企画課 ☎ 0986-76-8802

まだ引き換えがお済みでない方は、令和４年２月 15 日（火）までに市役所で交換をお願いします。

商品券の郵便局での引き換えは令和３年 12 月 24 日で終了しました。

引換期限 令和４年２月 15 日（火）　午前９時～午後４時（土・日・祝日を除く）

使用期限 令和４年２月 15 日（火）

引換場所 市役所 末吉本庁・大隅支所・財部支所
※郵便局での引換は終了しました。
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お知らせ

入札参加資格審査申請の受付1
　令和４・５年度分の入札参加資格審査申請を受
け付けます。
対象者　市内に営業所を有するもの
登録部門　建設工事部門 / 測量・建設コンサルタン
ト部門 / その他・物品部門 / 保全工事部門（軽微な
修繕のみ）
受付期間　令和４年２月１日（火）～２月 28 日（月）
※土・日・祝日などを除く
申請書の提出先　本庁３階　財政課　入札契約係
※申請様式や申請要領などは、市ホームページに
掲載しています。
※郵送でも受け付けています。
※混雑が予想される為、直接持参される方はでき
るだけ午前９時～午後４時（午前 11 時 30 分～午
後１時までの時間は除く）の間にお越しください。
　　財政課　入札契約係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０３
問

4 110 番通報の適切な利用につ
いて

　110 番は事件・事故が発生したとき、警察官を
現場に派遣するための緊急ダイヤルです。
ワンポイントアドバイス　
・携帯電話で通報の際は、位置情報が送信される設

定であれば場所がすぐにわかります。
・場所が分からない場合は、一番近い電柱の番号を

言ってもらえれば場所を特定することもできます。
事件・事故以外の相談窓口　
▷警察本部の相談窓口

代表電話　☎ ０９９- ２０６- ０１１０
専用相談電話　☎ ＃９１１０

　　曽於警察署
　　☎ ０９９- ４８２- ０１１０
問

海の事件・事故は 118 番！2
　118 番は海上保安庁の緊急通報用の電話番号で
す。また、聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に
スマートフォンなどを使用した入力操作で海上保
安庁への緊急通報ができる「ＮＥＴ118」を運用し
ています。
※ＮＥＴ118 の登録はＱ
Ｒコードを読み込むか、
entry@net118.jp に空
メールを送信すると登
録用メールが返ってく
るので案内に従い登録
してください。
　　第十管区海上保安本部　総務課
　　☎ ０９９- ２５０- ９８００
問

ＮＥＴ 118
ＱＲコード

3 山の木を伐ったら植えよう！
未来のために

　再造林とはスギやヒノキなどの人工林を伐採し
た跡地に苗木の植栽を行うことです。
再造林の必要性　
① 未来へ資源をつなぐ
再造林することで私たちが先人より引き継いだ資
源を未来につなぎ、木材を安定的に供給できます。
② 環境への貢献
再造林することで、地球温暖化防止や土砂流出防
止など森林の持つ公益的機能の維持・増進が図ら
れます。
再造林への助成制度　
曽於市では再造林を行う場合、国・県・市の助成
制度により自己負担が軽減され、少ない負担で再
造林できます。
※これから伐採をお考えの方は、立木を売る前に伐
採後のことまで検討し契約するようにしましょう。

　　農林振興課　林政係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２
問
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ビューテラス桜ヶ丘入居者の募集6
ビューテラス桜ヶ丘（令和２年建設）
住所　曽於市大隅町岩川 5952 番地 4
▷間取　１ＤＫ
募集戸数　１戸　　月額家賃　12,400 円～　　
受付期間　令和４年１月４日（火）～１月 18 日（火）
　　大隅支所　建設水道課　管理係
　　☎ ０９９- ４８２- ５９５３
問

大幡池と大幡山登山参加者の
募集

9

　直径 460 ｍほどの透明度の高い火山湖である大
幡池と霧島連山がほぼ一望できる大幡山登山を、ジ
オガイドと一緒に楽しみましょう。
期日　令和４年１月 30 日（日）　※少雨決行
時間　午前９時～午後４時　
募集期間　令和４年１月７日～１月28日
集合場所　小林市ひなもり台オートキャンプ場 駐車場
定員　30 名（申込み先着順）
参加料　1,000 円（保険料・ガイド料含む）
※小学生は保護者の同伴が必要です。
※電話にて申込みください。
※山歩きに適した服装でお越しください。
※防寒着・マスク・雨具・水筒・弁当などを持参してくだ
さい。
　　そお・みやこんじょジオガイドクラブ　吉盛
　　☎ ０９０- ２５８２- ６４１３　
問

第３回花いっぱいプロジェク
ト参加者の募集

8

　曽於高校生・曽於市の生産者・お花が好きな地
域の方のみんなで、寄附していただいた鉢などに
寄せ植えを楽しみましょう。曽於高校生が育てた
苗も植えます。
主催　末吉フラワーガーデン
期日　令和４年１月 23 日（日）
時間　午前 10 時～正午　
※午前９時 30 分より受付
場所　旧・末吉駅（末吉鉄道記念館）
参加料　500 円（当日参加は 700 円）
申込み方法　電話または来店時に申込みください
申込み先　
山下種苗生花店　☎ ０９８６- ７６- ００８７
フラワーペコ　　☎ ０９０- ３４１７- ７６８８　
花カフェ　　　　☎ ０９８６- ５１- ８７５７　　
定員　20 名
※薄手の手袋・移植ごてを持参してください。
※当日使う鉢を募集します。自宅で使わなくなっ
た鉢やプランターなどを令和４年１月 11 日～１月
15 日までに各花屋に持ってきてください。
※寄せ植えした花は１週間展示し、１月 30 日（日）
午前 10 時から抽選会にて無料配布します。
　　各花屋へお問い合わせください　問

イベント

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集
曽於市役所 会計年度任用職員の募集7

　令和４年度の会計年度任用職員を190人程度募
集します。
募集期間　令和４年１月11日（火）～31日（月）予定
勤務場所　曽於市役所本庁 / 大隅支所 / 財部支所 /
市内小・中学校含む各施設など
申込方法　ハローワークへお申し込みください。
※会計年度任用職員は一年以内の任用でフルタイ
ム勤務・パートタイム勤務に区別されます。
※障害者雇用枠の事務補助員も若干名募集します。
※詳細はハローワークの求人票をご確認ください。
　　総務課　秘書人事係　☎ ０９８６-７６- ８８０１問

地域振興住宅入居者の募集5
構造　木造平屋（３L ＤＫまたは４ＬＤＫ）　　
月額家賃　21,000 円以内　
入居可能時期　令和５年４月上旬予定
募集戸数　５戸 ※財政事情により変動の可能性あり
建設候補地　旧３町の市街地および柳迫地区を除く
市内の市有地または新たに取得する土地　
申込資格　申込時に世帯主または配偶者がおおむね
40 歳以下で原則２年以上市外に住民登録があること。
義務教育中の子どもがいること、または見込みがある
こと。自治会に加入し、地域行事などの活動に積極的
に参加できること。市内定住の意思があること　など
受付期間　令和４年１月14日(金)～２月28日(月)
申込窓口　本庁 建設課 管理係　
　　　　　各支所 建設水道課 管理係
申込方法　地域振興住宅入居申込書と添付書類を受
付期限日までに窓口へ提出してください。
※詳しくはホームページをご覧いただくか、窓口へお
問い合わせください。
　　本庁建設課　管理係　　
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１
問

募　集
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寄　附

曽於市思いやりふるさと寄附金
（ふるさと納税）

10

令和３年 11 月受付分
　14,589 件
　2 億 2644 万 2000 円（実績）
※寄附者の意向に沿った事業に活用します。

ＰＯＳＴ　ＣＡＲＤ

お手数ですが
6 3 円切手を

お貼りください

曽於市役所　企画課
広報係  行

2022.1　#199

ご住所 

電話

お名前  掲載する際は、イニシャルで掲載いたします

ペンネーム  （ペンネームを希望する場合）

年齢 歳 性別 男　･　女

図書購入寄附金11
　11 月 30 日、都城市の徳重辰己様から教育委員
会へ寄附がありました。
　いただいた寄附金は図書購入へと活用させてい
ただきます。

税務署からのお知らせ

大隅税務署問 ☎ 099-482-0007

▶申告相談会について
開設場所
大隅税務署（大隅合同庁舎（国）４階会議室）
開設期間
令和４年２月 16 日（水）～３月 15 日（火）
受付時間
午前９時～午後４時
※申告相談会場では混雑を回避するため、入場制限
を行う場合があります。
※ぜひご自宅から e-Tax をご利用ください。

▶ e-Tax で申告
パソコン・スマートフォン・タブレットから e-Tax
で申告するために、次のいずれかの方法がお選びい
ただけます。
①マイナンバーカード方式

「マイナンバーカード」と「ＩＣカードリーダライタ」
または「マイナンバー読取機能を搭載したスマホ」
をお持ちの方は、マイナンバーカードの電子証明書
を読み取り e-Tax で確定申告書などを送信できます。
②ＩＤ・パスワード方式
事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った
後に発行される「ＩＤとパスワード」があれば、e‒
Tax で確定申告書などを送信できます。ＩＤ・パスワー
ドの発行を希望される方は、事前に運転免許証など
の本人確認書類を持参のうえ、税務署へお越しくだ
さい。

低価格の家族葬なら
当社におまかせ！

火葬式 120,000円

0120-294-184

ふくしの森　志布志　

２ ４ 時 間
年中無休

ふ　く　し い　や　し

※ご要望に応じて無料見積・無料相談いたします。

志布志町安楽6353番2号

広告

広告
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読んだ感想、 今後取り上げてほしい話題や記事、
あなたの身近で起きた出来事などお寄せください。

一番おもしろかった記事

今後取り上げてほしい事

広告

トラクター・重機・トラック・農機具
古くても、壊れてても、不動車でも

古物商許可　第951040015111号
携　帯：080 - 3375 - 9 750
ＦＡＸ：0 9 8 6 - 7 7 - 9 0 9 2
https://kaitorimiyazaki.jimdo.com

℡：0986 -77 -9092

見積り無
料

どこでも

かけつけま
す！ことを目指

しています！！
ことを目指
しています！！

広報誌を見て、ご連絡下さった方へ粗品、又は買取額10％ＵＰ致します。

高く買い取る
どこ
よりも

・・
・・・ 高く買い取る

どこ
よりも

・・
・・・

〒885-1105　宮崎県都城市丸谷町2107

広告


