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今月の PICK UP ！

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

保健課　☎ 0986-76-8806

高齢者の次に接種が開始される予定の基礎疾患のある方とは
次のいずれかに当てはまる方です。

住所地（住民票がある場所）以外での接種について

➋  基準のＢＭＩ（30 以上）を満たす肥満の方

●次の方は住所地以外でワクチンを受けることができます。

●お住まいが住所地と異なる方（出産のために里帰りしている妊産婦・遠隔地へ下
宿している学生・単身赴任など）は、実際にお住まいの市町村に事前に申請が必
要となりますので市町村窓口にお問い合わせください。

ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
ＢＭＩ30の目安：身長170㎝で体重87㎏、身長160㎝で体重77㎏
※ＢＭＩとは肥満度を表し国際的に用いられている体格指数のことです。

・住所地以外の医療機関や施設に入院・入所中の方
・住所地以外の医療機関で基礎疾患の治療中の方
※その医療機関や施設に相談してください。

➊ 以下の病気や状態の方で通院または入院している方
●慢性の呼吸器の病気
●慢性の心臓病（高血圧を含む）
●慢性の腎臓病
●慢性の肝臓病（肝硬変など）
●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
●血液の病気（ただし鉄欠乏性貧血を除く）
●免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
●ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている
●免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）
●染色体異常
●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
●睡眠時無呼吸症候群
●重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳
を所持している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に
該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
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寒冷な場面の新型コロナウイルス
感染症防止ポイント

保健課 ☎ 0986-76-8806

寒冷な場面の新型コロナウイルス
感染症防止ポイント

保健課 ☎ 0986-76-8806

経済対策配布型商品券（第２弾）
きばっど曽於市！商品券

企画課  ☎ 0986-76-8802

商品券取扱店募集について
企画課  ☎ 0986-76-8802
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今月の PICK UP ！

４月下旬に対象者へ引換券
の送付を開始しました 期間内に引換を行ってください 期間内に使用してください

飲食店・地元店応援券

全店応援券

１ 対象者

２ 引換期間・場所

３ 有効期間

申込期間

基準日 令和３年３月 11 日（木）時点で本市の住民基本台帳に記録されている方

５月 15 日（土）～ 10 月 31 日（日）

３月 12 日（金）～ 10 月 29 日（金）
※取扱店への登録を希望される場合はお早めにお申込ください。
※登録された取扱店につきましては市のホームページに掲載します。

令和３年５月 11 日（火）～ 10 月 29 日（金）　土・日・祝日を除く
※期間中に引換場所の変更がありますのでご注意ください。

期間 場所 引換時間
令和３年５月 11 日（火）

～８月 10 日（火）
市内郵便局

（簡易郵便局を除く） 各郵便局の郵便窓口営業時間

令和３年８月 12 日（木）
～ 10 月 29 日（金）

　曽於市役所
　末吉本庁２階　企画課
　大隅支所２階　地域振興課
　財部支所２階　地域振興課

午前９時～午後５時
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今月の PICK UP ！

寒冷な場面の新型コロナウイルス
感染症防止ポイント

保健課 ☎ 0986-76-8806

新型コロナウイルス事業者支援策について
商工観光課 商工・ブランド推進係　☎ 0986-76-8282

対象　①から⑦まで全て該当する中小企業（法人および個人事業主）

申請はお済ですか

令和３年５月 31 日（月）まで

① 令和２年 11 月 30 日から継続して同一事業
を営んでおりかつ今後も事業を継続する意思
がある中小企業。

② 令和３年１月１日から申請日まで継続して市
内に住所を有する個人または市内に本社を有
する法人。

③ 令和２年８月から令和３年２月までの間のい
ずれか１か月において、新型コロナウイルス
感染症の影響により、売上が前年同月比で
20％以上減少した中小企業。

④ 令和元年分（法人にあっては、直前事業
年度１期分）の売上合計が 100 万円以上
である者。

⑤ 全収入の２分の１以上が、事業活動によ
る売上であること。

⑥ 納期が到来した市税等に未納のない者又
は納税相談を行っている者。

⑦ 令和２年８月から令和３年２月までの売
上合計が、前年同期間と比較して減少し
ていること。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業の事業継続を支援します。

中小企業事業継続支援金
（第２期）交付事業のお知らせ

給付額　１事業者当たり（１回限り）

申請期間
令和３年５月 31 日（月）まで必着

支給要件や申請方法など詳しくは
お問い合わせいただくか市のホー
ムページを確認ください。

上記対象③の
売上減少率 業種 交付額

  20％以上 50％未満
  特定業種 30 万円
  上記以外の業種 20 万円

  50％以上
  特定業種 50 万円
  上記以外の業種 40 万円

※特定業種とは…飲食店・貸切バス業・タクシー業・運転代行業

期
請申
限
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お知らせ

生ごみ処理機器購入補助金に
ついて

曽於市長選挙立候補予定者へ
の説明会の開催

3

2

　任期満了に伴う曽於市長選挙が令和３年７月18日
に執行される予定です。立候補予定者は参加をお
願いします。
期日　令和３年６月６日（日）
時間　午前９時から３時間程度
場所　曽於市役所本庁３階委員会室
対象者　曽於市長選挙の立候補予定者または代理人
※参加人数は立候補予定者を含め４人までに限り
ます。
　　曽於市選挙管理委員会事務局（総務課内）
　☎ ０９８６- ７６- ８８０１ かごしま出会いサポートセンター

出張登録・閲覧会の開催
1

　会員管理登録システムによるマッチングや成婚
に向けた支援を行う「かごしま出会いサポートセン
ター」が出張窓口を開設します。
場所　曽於市立図書館 2 階多目的学習室
期日　令和３年５月 30 日（日）
時間　午前９時 50 分～午後４時
申込条件　結婚や出会いを希望する 20 歳以上の独
身男女でインターネットやメールができるパソコン
もしくはスマートフォンをお持ちの方。
申込方法　「かごしま出会いサポートセンター」の
ホームページより入会申込（仮登録）を行ってくだ
さい。
定員　先着 10 名（完全予約制）
申込締切　令和３年５月 29 日（土）
必要書類　
①登録料の１万円（２年間有効）
②本籍地の市町村長が発行する独身証明書または戸
籍妙本（３カ月以内に発行したもの）
③健康保険証
④写真付き身分証（運転免許証・パスポート・マイ
ナンバーカードなど）
⑤ ②～④のコピー各１部
⑥写真１枚（３カ月以内に撮影した上半身の写真で
Ｌ版の大きさのもの）
※必要書類がそろい次第本登録となります。
※当日飛び込み参加は出来ません。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問
い合わせください。
　　企画課　定住推進係　
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２

問

　市ではごみ減量のため、家庭用生ごみ処理機器
購入補助事業を実施しています。必ず購入前に本
庁市民課環境係にご相談ください。
対象者　市内に住所があり居住している方
対象処理機器　市内の店舗で購入したコンポスト
容器・密封発酵容器・電気式生ごみ処理機
補助基数　１世帯１基まで
補助金額　購入金額の1/2以内（補助上限額 25,000円）
※計算例
２万円× 1/2 ⇒ １万円
５万円× 1/2 ⇒ 2.5 万円
６万円× 1/2 ⇒ 2.5 万円（補助上限額）
　　市民課　環境係
　☎ ０９８６- ７６- ８８０５
問

問
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シトラスリボンプロジェクト
について

歌で曽於市を元気にする会に
ついて

45

　コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛媛
県の有志がつくったプロジェクトです。愛媛特産
の柑橘にちなみシトラス色のリボンや専用ロゴを
身に付けて「ただいま」「おかえり」と言い合える
空気をつくりませんか。リボンやロゴで表現する
3 つの輪は地域・家庭・職場もしくは学校です。

　音楽振興を目的に活動などを行う「歌で曽於市
を元気にする会」は CD の制作・販売や Youtube
で楽曲配信などを行っています。今回新たな活動
として DVD の販売を開始。これまで制作した４曲
と曽於市の風景などの写真と合わせた映像が入っ
ており１枚 700 円で販売もされているそうです。

※ ’87 ＭＡＲＵではシトラスリボンの受注を受けています。

　　花雑貨講師　’87 ＭＡＲＵ　德丸松美
　　 87maru.2018@gmail.com
　　  またはインスタグラムのダイレクトメッセージ

問
　　歌で曽於市を元気にする会　吉川
　☎ ０９０- ７６９６- ６２９４
問

’87 ＭＡＲＵ
インスタグラム

日本経済の「いま」を全国的及び地域別に明らかにするための調査です。
調査の趣旨をご理解いただきご回答をお願いします。
※調査員は新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクを必ず着用し感染防止に努めます。
※この調査は統計法に基づく基幹統計調査で、調査に回答する義務があります。
　回答いただいた内容は統計作成の目的以外（税の資料など）には、絶対に使用しません。

全国のすべての事業所および
企業を対象に調査を実施します

国の各種行政施策をはじめ地域の産業振興や商店街の活性化など
従業員は何人か、いつ開設したのか、売り上げはいくらかなど
紙の調査票・インターネット

◎ 調査全般について

経済センサス - 活動調査コールセンター
 ☎ 0120-430-103（通話料は無料です）
設置期間
令和３年５月６日～９月 30 日 ( 土・日・祝日含む )
受付時間
午前９時～午後８時

◎ 調査員・市区町村への連絡

曽於市役所 企画課　
☎ 0986-76-8802
受付時間
午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日・祝日除く）

お問合せ先

Youtube

基準日は６月１日

５月中旬以降
調査員が伺います

ぜひインターネットでご回答ください！

結果の利活用
調 査 事 項
回 答 方 法  
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建設発生土受入れ地の募集9
　県発注の河川工事にともない発生する掘削土砂
の受入れ地を募集します。工事箇所および応募条件
などは、お問い合わせいただくか県ホームページを
ご覧ください。
申込方法　所定の様式を提出。郵送は不可。
　　県大隅地域振興局
　　建設部　土木建築課
　　曽於市駐在　藤田・村田　
　　☎ ０９９- ４８２- ０４８１

県ホームページ

子育て支援訪問ボランティア
養成講座受講者の募集

8

　市では子育て支援を行う事業（ホームスタート）
を実施するにあたり、訪問ボランティア育成のため
養成講座の受講者を募集します。
　地域の子育て経験者が６歳未満の未就学児がいる
家庭を訪問し、話したり一緒に出掛けたりしながら、
親に寄り添う子育て支援を行います。
講座日　令和３年５月 31 日（月）～令和３年７月
20 日（火）までの期間のうちの８日間
時間　午前 10 時～午後 4 時
場所　そお生きいき健康センターなど（予定）
対象　講座をすべて受講でき曽於市内の子育て家庭
への訪問ボランティアとして登録できる方
内容　ホームスタートの意義や方法、傾聴の仕方など
受講料　無料
申込方法　電話にて申込みください
※状況により変更になる場合があります。

　　ホームスタート・そおのそら
　　☎ ０９０- ７９８０- ７５０２

障害者委託訓練生の募集7
　障害のある方を対象に訓練生を募集します。
訓練科　パソコン事務科鹿屋①（３カ月コース）　
訓練期間　令和 3 年７月２日 ( 金）～９月 30 日 ( 木）　
訓練内容　ワープロ（Word）・表計算（Excel）・プ
レゼンテーションを利用したパソコンの基本操作 /
コミュニケーション能力 / ビジネスマナーの習得 /
就職支援
訓練委託先および訓練実施場所　
鹿屋ビジネス専門学校
募集期間　令和３年６月２日 ( 水）まで
選考方法　面接　令和３年６月 15 日（火）　
　　　　　合格発表　令和３年６月 25 日（金）
申込み方法　ハローワークまたは鹿児島障害者職業
能力開発校にお問い合わせください。
　　国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校
　　☎ ０９９６- ４４- ２２０６
問

問

問

「令和３年度全国戦没者追
悼式」参列遺族の募集

6

期日　令和３年８月１５日 ( 日）　
※前日からの団体行動になります。

場所　日本武道館 ( 東京都千代田区）
対象者　戦没者の遺族・一般戦災死没者（空襲に
より亡くなった人など）の遺族
※鹿児島県内に住民登録をしている遺族に限ります。
※過去に参列したことがない方を優先します。
※「次世代への継承」という観点から「18 歳未満の遺族」
についても募集します。
申込期間　令和３年５月６日(木）～５月31日(月)
募集人数　鹿児島県内から 65 人　※申込み多数
の場合は、選考を行います。
申込先　財部支所　福祉事務所
　　　　本庁　介護福祉課
　　　　大隅支所　保健福祉課
※新型コロナウイルスの感染状況により、今後変
更になる可能性があります。
　　県庁社会福祉課
　　☎ ０９９- ２８６- ２８３０
　　財部　福祉事務所
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６

問

募　集

養成講座日程（予定）

１回目 ５月 31 日（月）

２回目 ６月   7 日（月）

３回目 ６月 10 日（木）

４回目 ６月 18 日（金）

５回目 ６月 25 日（金）

６回目 ７月　2 日（金）

７回目 ７月　9 日（金）

８回目 ７月 20 日（火）
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　６月１日は「人権擁護委員の日」と定められて
おり人権相談所を開設します。　
　家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじ
めや差別などの問題でお困りの方は、一人で悩ま
ずお気軽にご相談ください。
　当日の相談は無料で、曽於市の人権擁護委員が
相談に応じ、秘密は堅く守られます。
期日　令和３年６月１日（火）
時間　午前 10 時～午後３時
場所　大隅中央公民館・財部交流館・末吉中央公民館
※新型コロナウイルス感染状況により、中止となる場合が
あります。
 　　大隅支所　地域振興課　市民係
 　　☎ ０９９- ４８２- ５９２３
問

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

2021.5　#191

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

相　談

特設人権相談所の開設10

寄　附

曽於市思いやりふるさと寄附金
（ふるさと納税）

林道災害対策寄附金

11

12

令和 3 年３月受付分
　２２００件、４０００万円（見込み）
令和２年度総額（３月末時点）
　１１万３１００件
　２０億４８００万円
※寄附者の意向に沿った事業に活用します。

目的　林道災害対策寄附金
金額　60 万円
寄付者　一般社団法人　鹿児島県治山林道協会
住所　鹿児島県鹿児島市城南町８番 23 号

お詫びと訂正
市報そお４月号の一部に誤りがありました。
・３ページ今月の表紙 
誤　増田悠太選手　
正　増田悠大選手
・18 ページ高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
誤　対象者   95 歳 大正 15 年４月２日生
　　～大正 16 年４月１日生まれ
正　対象者   95 歳 大正 15 年４月２日生
　　～昭和２年４月１日生まれ
お詫びして訂正いたします。

５月29日（土）
◆会場：末吉総合センター
◆時間：開　場　午前 9 時 30 分
　　　　開　会　午前 10 時
　　　　講演会 　午前 11 時頃～
※ 5 月 21 日（金）までに申込みください。
　市内在住者に限ります。

財部支所 福祉課 
☎ 0986-72-0936
本庁 介護福祉課 
☎ 0986-76-8807
大隅支所 保健福祉課 
☎ 099-482-5925

問

合同金婚式・ひとり金婚者のつどい
アトラクション

桂桂
竹

祝

丸丸
金
婚
金
婚
講
演
会

講
演
会 要予約

先着 200 名

入場無料
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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

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

公式

ＳＮ
Ｓ ＱＲコードからご覧ください

フェイスブック
曽於市役所

ツイッター
曽於市公式ツイッター

ライン
曽於市

ユーチューブ
鹿児島県曽於市

そお市役所

インスタグラム
soocity

曽於市のＳＮＳ情報は

令和 3 年 3 月よりＪＡネットローンに農業信用基金協会保証付商品がラインナップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農業信用基金協会保証限定貸付金利。お急ぎください！令和 3 年 5 月 31 日まで 

 
 
 
 
 
 
 
 

貸付金利       保証料 

1.0％＋0.45％～ 

貸付金利(10 年固定変動選択型) 保証料 

0.8％＋0.08％～ 

【マイカーローン：借入期間 10 年以内金額 1 千万円以内保証料 0.45％～0.5％】【住宅ローン：借入期間 35 年以内金額 1 億円以内

貸付金利は固定・変動の選択可。担保は原則土地建物第 1 順位で設定。「融資手数料 11 千円以内、基金協会手数料 3 万円」保証料

0.08％～0.25％】【その他：「商品説明・借入資格・要件・手続き・返済額・貸付金利・返済条件の変更手数料」はＪＡバンク鹿児島

ローンセンター・ＪＡのホームページでご確認ください。組合員資格が必要です、ご出資いただくと組合員資格を取得できます。】 

おお申申込込みみははここちちららかからら  

鹿児島県農業信用基金協会 

広告


