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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感染症の影響による
令和３年度国民健康保険税・介護保険料
・後期高齢者医療保険料の減免について

全額免除対象①

対象② 一部減額

新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、ま
たは重篤な傷病 ( ※ 1) を負った世帯の方
※１ 重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、１カ月以上の治療
を有すると認められる場合をいいます。

※２ 事業収入等とは事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事
業収入等 ( ※ 2) の減少が見込まれ、以下の要件全てに該当する世帯の方

世帯の主たる生計維持者について
□ 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は控除後の
　 金額）が、令和２年の当該事業収入等の額から３割以上減少見込みであること
□ 令和２年の合計所得金額が 1,000 万円以下であること（国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の場合）
□ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和２年の所得合計額が 400 万円以下であること

【保険税（料）の減免額】
保険税（料）の減免額は、減免対象保険税 ( 料 ) 額 [( Ａ ) × ( Ｂ ) ÷ ( Ｃ )] に減免割合（d）をかけた金額です。

（Ａ）当該世帯の被保険者全員について算定した保険税（料）額
　・介護保険料の場合は、対象第一号被保険者の保険料額
　・後期高齢者医療保険料の場合は、同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

（Ｂ）世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和２年の所得額
（Ｃ）世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和２年の合計所得金額

　・介護保険料の場合は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額

注）（Ｂ）、（Ｃ）の所得額が０円またはマイナスの場合は、減免額の計算（Ａ）×（Ｂ）÷（Ｃ）×減免
　　割合（ｄ）において減免額が０円になることから減免の対象となりません。

【 保険税（料）が一部減額される具体的な要件】

主たる生計維持者の
令和２年の合計所得金額 減免割合

300 万円以下であるとき 10 分の 10

400 万円以下であるとき 10 分の８

550 万円以下であるとき 10 分の６

750 万円以下であるとき 10 分の４

1,000 万円以下であるとき 10 分の２

主たる生計維持者の
令和２年の合計所得金額 減免割合

210 万円以下であるとき 10 分の 10

210 万円を超えるとき 10 分の８

【必要書類】　
①の対象者　⇒　医師による死亡診断書や診断書等
②の対象者　⇒　収入金額が記載されている令和２年分確定申告書の写し
令和３年１月分から 12 月分までの、収入が分かる帳簿や給与明細書等の写し　等

申請期限
令和４年３月 31 日（木）

【問い合わせ先】　□国民健康保険税　　　　税務課　市民税係（１階受付⑩番）　　　　☎ 0986-76-8804
　　　　　　　　□介護保険料　　　　　　介護福祉課　介護保険係（１階受付⑥番）　☎ 0986-76-8807
　　　　　　　　□後期高齢者医療保険料　保健課　国民健康保険係（１階受付⑦番） 　☎ 0986-76-8806

新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件を満たす方は、申請により国
民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。

（ｄ）国民健康保険税・後期高齢者医療保険
　　  料の減免割合 （ｄ）介護保険料の減免割合

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の
場合には、令和２年の合計所得金額にかかわらず対
象保険税（料）の全額を免除します。
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お知らせ

お盆時期のクリーンセンター
業務について

1

クリーンセンター業務について
・８月 15 日（日）は休業日のため搬入はできません。
・今年度の８月に限り毎月第３日曜日の特別営業
日が休業となるため８月 22 日（日）を特別営業
日とします。
自治会ごみ収集について
８月 15 日（日）のみ休業です。
お願い
ごみは決められたとおりに分別して曽於市指定袋
に入れてください。クリーンセンター内では係員
の指示に従ってください。
　　市民課　環境係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０５

月 日 曜 業務状況

８月

８ 日
休業

9 月
10 火

通常営業
11 水
12 木
13 金
14 土
15 日 休業
16 月

通常営業

17 火
18 水
19 木
20 金
21 土
22 日 特別営業

問

　父または母と生計が異なる児童の母または父や、児
童を父母に代わって養育している人に支給されます。
父母がいても重度の障害がある場合には支給されま
す。手当は請求した月の翌月分から支給となります。
対象となる児童
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童　など
※児童とは18歳に達する日以降、最初の３月31日
までの方をいいます。
※心身におおむね中度以上の障害がある場合には
20歳未満まで手当が受けられます。
支給額

支払日
奇数月（５・７・９・11・１・３）の11日
※支払日が土・日・祝日の場合はその日の直前の
平日となります。
現況届
児童扶養手当の受給者は現況届の手続きが必要で
す。８月１日から31日までに提出してください。
２年間提出しないと受給資格がなくなります。
※対象者の方には８月上旬に案内通知を郵送する
予定です。
※条件を満たしていない場合、支給されません。
　　福祉事務所　子ども福祉係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６
問

児童扶養手当について2

本体額
全部支給 43,160 円
一部支給 43,150 円～ 10,180 円

第２子
加算額

全部支給 10,190 円
一部支給 10,180 円～ 5,100 円

第３子
加算額

（１人につき）

全部支給 6,110 円

一部支給 6,100 円～ 3,060 円

離婚時の年金分割制度について3
　離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割し
てそれぞれの年金とすることができます。
手続期限　離婚後２年以内
※詳しくはお問い合わせください。
　　鹿屋年金事務所
　　☎ ０９９４- ４２- ５１２１
　　街角の年金相談センター 鹿児島
　　☎ ０９９- ２９５- ３３４８

問
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特別児童扶養手当について4
対象者
・20 歳未満で身体や精神に中度以上の障害のある
児童を監護している父もしくは母
・父母に代わってその児童を養育している方　など
手当が支給されない場合
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取る
ことができるとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得額が一定以上
の金額を超えたとき　など
支給額
▷１級（重度障害児）
月額　52,500 円 / 人
▷２級（中度障害児)
月額　34,970 円 / 人
申請書類
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・診断書（用紙は市役所にあります）
所得状況届
受給者は８月12日から９月11日までに提出してく
ださい。２年間提出しないと受給資格がなくなり
ます。
※対象の方には８月上旬に案内通知を郵送する予定
です。
　　財部支所　福祉事務所　子ども福祉係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６
　　本庁　保健福祉課　福祉係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０７
　　大隅支所　保健福祉課　福祉係
　　☎ ０９９- ４８２- ５９２５

問

大隅曽於地区消防組合消防吏
員採用試験受験者の募集

7

採用年月日　令和４年４月１日
受付期間　令和３年８月 16 日（月）まで
１次試験日　令和３年９月 19 日（日）
試験場所　曽於消防署
試験内容　
教養試験・作文試験・適性検査・体力検査
採用予定人数　
一般　２名程度
救急救命士　２名程度
受験資格　
平成６年４月２日から平成 16 年４月１日までに生
まれ、高等学校卒業以上の方（令和４年３月卒業
見込みの方を含む）
※詳しくはホームページをご覧ください。
　　大隅曽於地区消防組合消防本部　総務課
　　☎ ０９９- ４８２- ０５６９
問

募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集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　７戸　　月額家賃　12,400 円～　　
▷間取　２ＤＫ
募集戸数　２戸　　月額家賃　18,000 円～
申込先　大隅支所 建設水道課 管理係
　　　　本庁 建設課 管理係
　　　　財部支所 建設水道課 管理係
受付期間　令和３年８月２日（月）～８月 16 日（月）
入居決定者の選考　応募者数が募集戸数を超える
場合は公開の抽選で入居者と補欠者を決定します。
抽選日程　令和３年８月 20 日（金）
抽選時間　午後２時～
抽選場所　大隅支所別館２階大会議室
※都合により参加されなかった場合は抽選に参加
された方の結果を優先します。
　　大隅支所　建設水道課　管理係
　　☎ ０９９- ４８２- ５９５３
問

地下壕の情報提供について5
　地下壕（防空壕）は戦時中空襲などから避難す
るために作られたトンネル状の施設です。経年劣
化による陥没事故・一酸化炭素中毒を引き起こす
恐れがあることから地下壕の調査・封鎖などの安
全対策を行ってきましたが、未確認の地下壕があ
る可能性もあります。危険な地下壕がありました
ら建設課まで情報提供をお願いします。
　　建設課　計画係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１
問
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　空き家情報に関する制度・サービスについてを一
冊にまとめた「曽於市空き家情報冊子」を民間企業
と市が協働で発行します。協働発行事業者である株
式会社ホープが、民間企業などから冊子への広告掲
載を募り、その広告料や協賛金で作成します。
名称　曽於市空き家情報冊子
内容　空き家に関する市の制度など
冊子サイズ・広告枠　Ａ４フルカラー　
ページ数　８ページ程度
発行部数　1,900 部
配布期間　令和３年 11 月～令和４年 10 月
配布方法　自治会・窓口配布・空き家所有者へ郵送
募集期間　令和３年８月５日（木）～８月 20 日（金）
※掲載は先着順です。
　　広告掲載に関するお問い合わせ
　　株式会社ホープ
　　☎ ０９２- ７１６- １４０１
　　建設課　用地係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１

問

空き家情報冊子の広告協賛企
業を募集

8

　子ども達を育む学校・家庭・地域が一体となって
取り組むために、保護者や地域の大人の方々を対
象に子ども達と同様のプログラムでワークショッ
プを実施します。
日程　令和３年 10 月４日（月）
時間　午後１時～午後２時 30 分
場所　財部南小学校
募集期間　令和３年８月 16 日（月）～９月 24 日（金）
申込方法　財部南小学校へ電話申し込み
募集人数　100 人程度
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては人
数を変更する場合もあります。
　　財部南小学校
　　☎ ０９８６- ７５- １１１０
問

子どもたちの男女共同参画学び
の広場推進事業参加者の募集

9

令和３年度 曽於市職員採用試験を実施します

曽於市 HP

試験案内・受験申込書の請求先
▶本庁総務課・各支所地域振興課の窓口
▶郵送（封筒に「受験申込書請求」と朱書きすること）
▶市ホームページからダウンロード

募集期限
▶令和３年８月 16 日（月）まで

一次試験日
▶令和３年９月 19 日（日）

試験内容
▶教養試験・一般性格診断検査・作文試験
　※教養試験は基礎的な知的能力を検証する試験です。

試験会場
▶曽於市役所本庁

お問い合わせ先・送付先
▶〒 899-8692　
　曽於市末吉町二之方 1980 番地
　曽於市役所 総務課 秘書人事係　
　☎ 0986-76-8801
※受験手続や試験内容等の詳細については、市ホーム
　ページにも掲載してあります。

採用職種および募集人数

受験資格
▶一般事務
　平成元年４月２日以降に生まれた方で高校卒業
　（見込みを含む）程度の学力を有する方
▶保健師
　昭和 61 年４月２日以降に生まれ①・②を満たす方
　①高校卒業（見込みを含む）以上または同程度の
　　学力を有する方
　②保健師の資格を取得している方または取得見込み
　　の方
▶建築技術
　昭和 61 年４月２日以降に生まれ①・②を満たす方
　①高校卒業（見込みを含む）以上または同程度の
　　学力を有する方
　②２級建築士または１級建築士の資格を取得して
　　いる方

一般事務　６名程度　　

保健師　　２名程度

建築技術　１名程度
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　誰でも作れて思い出になる竹細工工作や火おこし体
験、飯ごうでご飯を炊こう。
日程　令和３年８月 21 日（土）
時間　午前９時 30 分～午後１時
集合場所　大川原峡キャンプ場　管理棟前
集合時間　午前９時 15 分
対象　５歳～小学６年生までの親子
定員　20 名
申込方法　( 一社 ) 曽於市観光協会へ電話申し込み
参加費　大人 2,000 円・子ども 1,500 円
　　（一社）曽於市観光協会
　　☎ ０９８６- ２８- ０１１１
問

親子ミニキャンプ in ＳＯＯ
参加者の募集

11

九州電力送配電からのお知らせ
停電情報をメールでお届けします

停電
情報

台風などの非常災害や、突発的な原因による
停電が発生した際に、停電情報をおしらせし
ます。
次の３つの停電丈夫からご希望のものを選択
いただけます。

お問い合わせ　九州電力送配電　鹿屋配電事業所コールセンター
　　　　　　　☎ 0120-986-970

九州全域停電情報１
市区町村停電情報（１カ所のみ登録できます）２
地区別停電情報（10 カ所まで登録できます）３

スマートフォン
版ホームページ

携 帯 電 話 版
ホームページ

無料‼

広告

●お問い合わせ先

〒885-0073　都城市姫城町8街区23号

TEL　0986-22-0711(事務)・22-0775(教務)　　http://www.m-kango.com/　都都城城看看護護専専門門学学校校

一般社団法人　都城市北諸県郡医師会

准看護師科　学生募集！！

都城看護専門学校｜検索

■募集人員/４5名（１次・２次・３次募集合計）

■修業年限/２年

■受験資格/中学校卒業以上で高校卒業程度の学力を有する者

■試験科目/現代国語、基礎知識、作文、面接

■入試日程/１次募集 令和3年11月13日（土）

■出願期間/１次募集 令和3年10月4日（月）～10月29日（金）

令和2年度合格実績

宮崎県准看護師試験

110000%%オープンキャンパス開催！
8/21(土)・9/18(土)・10/23(土)

参加ご希望の方は、1週間前までに

お電話または窓口で

お申し込みください♪

統計調査員の事前登録を受け
付けています

10

　市では国や県が実施する各種統計調査に従事す
る統計調査員の事前登録（登録調査員）を受け付
けています。調査員として登録された方には統計
調査が行われる際、市から電話などで連絡します。
ご都合が悪ければ断っていただいても構いません。
ご自身の都合に合わせて空いた時間を有効に活用
していただけます。
※応募要件・応募方法など詳しくは市ホームペー
ジまたは企画課までお問い合わせください。
※応募は随時受け付けています。
　　企画課　統計・男女共同参画係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２
問
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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

2021.8　#194

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

寄　附

曽於市思いやりふるさと寄附金
（ふるさと納税）

15

令和３年 6 月受付分
　5,059 件
　8556 万 3000 円（実績）
※寄附者の意向に沿った事業に活用します。

　障害のある方を対象に入校生を募集します。
募集期間　
▷Ａ日程　令和３年８月２日 ( 月）～９月 22 日（水）
▷Ｂ日程　令和３年10月29日（金）～11月25日（木）
▷Ｃ日程　令和４年１月４日（火）～２月９日（水）
試験場所　薩摩川内市・奄美市・熊本市・宮崎市
※Ｂ・Ｃ日程は薩摩川内市のみ
試験内容　筆記試験（国語・数学）/ 面接
募集科目　情報電子科・グラフィックデザイン科・
建築設計科・義肢福祉用具科・OA 事務科・アパレ
ル科・造形実務科
訓練期間　令和４年４月から１年間
申込方法　お近くのハローワークへご相談ください
※授業料は無料です。寮も併設しています。
※詳しくは「鹿児島障害者職業能力開発校」で検
索し HP をご覧ください。
　　国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校
　　☎ ０９９６- ４４- ２２０６

鹿児島障害者職業能力開発校　
入校生の募集

13

問

　感染症拡大防止のため令和３年９月まで中止し
ます。人権相談は電話またはメールでお気軽にご
相談ください。
電話相談
みんなの人権 110 番　☎ ０５７０- ００３- １１０
女性の人権ホットライン　☎ ０５７０- ０７０- ８１０
子どもの人権 110 番　☎ ０１２０- ００７- １１０
telepon counseling　☎ ０５７０- ０９０- １９１１
インターネット人権相談窓口
http://www.jinken.go.jp
　　鹿児島地方法務局鹿屋支局　人権擁護課　
　　☎ ０９９- ４４３- ６７９０

相　談

特設人権相談所中止のお知らせ14

問

　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②（３カ月コース）
訓練期間　令和３年 11 月９日 ( 火）～令和４年２
月８日 ( 火）
訓練内容　Word・Excel を利用したパソコンの基
本操作 / 写真加工・ホームページ作成など応用操作
/ コミュニケーション能力 / ビジネスマナーの習得
定員　８人
※応募が少ないときは訓練を実施しない場合があ
ります。
受講料　無料
※教材費 6,600 円は自己負担。
訓練委託先　有限会社ケイダブルエス
訓練実施場所　鹿屋ビジネス専門学校
募集期間　令和３年８月２日 ( 月）から９月 28 日（火）
選考方法　面接　令和３年 10 月 14 日（木）
　　　　　結果発表　令和３年 11 月２日（火）
申込方法　最寄りの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

障害者委託訓練生の募集12

問
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お申込はこちらから
鹿児島県農業信用基金協会

広告

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

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


