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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

　国は、新型コロナウイルスワクチン接種を希望するすべての方が11月までに
2回接種を終えることができるよう計画しています。ワクチン接種を受ける場合
は予約が必要です。ワクチン接種を希望する方はなるべくお早めに予約をお済
ませください。

※接種対象者は接種日時点で満 12 歳以上の方です。
※ 12 歳になる方の接種券は誕生月の月末ごろに郵送予定です。
※ワクチンの供給状況により予約枠に空きがない場合もあります。ワクチンが確保できた場合には

適宜予約枠を公開しておりますので、ウェブ予約システムまたはコールセンターにて随時ご確認
ください。

予約コールセンター　0986-76-1695
※受付時間　平日（土日・祝日除く）午前 9 時～午後 4 時 30 分

 ▶ 電話予約

 ▶ ウェブ予約
曽於市ホームページから WEB 予約システムで 24 時間受付。
※ QR コードを読み取ることでアクセスできます。

予 約 方 法

曽於市の新型コロナウイルスワクチン接種状況（令和 3 年 10 月 19 日時点）

年齢区分 人口
１回目 ２回目

接種者数 接種率 接種者数 接種率

65 歳以上 14,633 人 13,709 人 93.69 % 13,495 人 92.22 %

12 歳～ 64 歳 16,947 人 13,545 人 79.93 % 11,924 人 70.36 %

全体（全人口） 34,221 人 27,254 人 79.64 % 25,419 人 74.28 %
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11 月は「不法投棄防止強化月間」です！
市民課 ☎ 0986-76-8805
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今月の PICK UP ！

8020 達成者表彰
保健課 ☎ 0986-76-8806

　令和３年度 8020 達成者は 24 名でした。今回新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご自宅
にて直接ご本人にお渡ししました。8020 を達成するには、規則正しい食習慣と日々のお手入れが大
切です。さらにかかりつけ歯科医を決めて定期検診を心がけることは健康寿命の延伸につながります。
口は全身の健康の入り口です。みなさまも歯と口の健康づくりに心がけましょう。

氏名 住所 年齢と本数
大村 康男 末吉町（上麓） 80 歳で 23 本
新原 右三 大隅町（別府） 80 歳で 24 本
谷口 カズ 財部町（上泊ケ山） 80 歳で 28 本
白鳥 信之 末吉町（向江南） 80 歳で 26 本
大窪 トシ子 末吉町（宮之脇） 80 歳で 20 本
太良木 ミヨ子 大隅町（二重堀） 80 歳で 28 本
末永 節子 財部町（西村） 80 歳で 24 本
八木 アキ子 大隅町（川床） 80 歳で 26 本
片平 チサ 財部町（片平） 80 歳で 25 本
泊 　子 大隅町（二重堀） 80 歳で 24 本
野呂 洋和 末吉町（内堀） 80 歳で 28 本
古川 軍一 末吉町（西中野） 80 歳で 31 本

氏名 住所 年齢と本数
樫本 秋雄 末吉町（東高松） 87 歳で 27 本
円法 ハエコ 大隅町（あけぼの） 87 歳で 28 本
能口 保 大隅町（天神丘） 83 歳で 26 本
横山 深志 大隅町（広津田） 82 歳で 23 本
鎌田 義雄 大隅町（牧） 81 歳で 23 本
米森 ヨリ子 財部町（浦興禅寺） 81 歳で 25 本
川﨑 安雄 大隅町（土成） 81 歳で 23 本
久保 勝志 財部町（七村） 81 歳で 32 本
井上 紀昭 財部町（堤） 81 歳で 25 本
上山 榮子 大隅町（大路） 81 歳で 21 本
上村 耕二郎 大隅町（中大谷） 80 歳で 30 本
濵田 一好 末吉町（椿） 80 歳で 27 本

「不法投棄」とは？
　不法投棄とはごみを他人の土地や人通りの少な
い場所へ投棄することや、たばこの吸い殻や空き
缶などのポイ捨てのことを言います。不法投棄は
決して許されない行為です。

「不法投棄防止強化月間」とは？
　鹿児島県では毎年 11 月を「不法投棄防止強化月
間」と定めており、より一層の不法投棄の根絶を図
ります。

実施期間　
令和３年 11 月１日（月）～令和３年 11 月 30 日（火）
活動内容　
監視パトロールの強化・廃棄物の適正処理の指導　
など

※実際に曽於市内に不法投棄されていた廃棄物

市民の皆さまへのお願い
　不法投棄は重大な犯罪です。この機会に一人ひ
とりが「不法投棄をしない。させない。見つけた
ら電話を」を心がけて、不法投棄のない住みよい
まちを目指しましょう。

「不法投棄」をすると？
　不法投棄をすると非常に厳しい罰則があります。
　５年以下の懲役若しくは 1 千万円以下の罰金ま
たはその両方が科せられます。
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ヘルプマークを知っています
か？

3

　ヘルプマークは援助や配慮が必要であることを
周囲に知らせることで、支援を得やすくなるように
作成されました。
ヘルプマークを持っている人が困っていたら、声を
かけるなど思いやりのある行動を心掛けましょう。
配布対象者　障がいや障がい手帳の有無を問わず、
支援や援助を必要とする全ての方
配布場所　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
　　福祉事務所　社会福祉係　
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６
問

2 2022年（令和 4 年）版鹿児島
県民手帳の販売について

　鹿児島県統計協会では 10 月 18 日の「統計の日」
より販売しています。
価格　１冊 600 円（税込）
色　黒・赤・青
販売場所　県内のコンビニ・書店・文房具店
※数に限りがありますので、お早めにお買い求め
ください。
　　鹿児島県統計協会（県庁統計課内）
　　☎ ０９９- ２８６- ２４７３
　　企画課　統計・男女共同参画係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２

問
お知らせ

申告していない家屋はありま
せんか？

1

固定資産税の対象となる家屋
下記の※１※２の要件を満たすものは申告が必要
です。未登記の家屋も対象です。
※１　住家・店舗・工場・倉庫その他の建物で、登
記簿に登記されるべき建物。
※２　登記簿に登記されるべき建物とは、屋根お
よび周壁があり、土地に定着した建造物で、目的
とする用途を果たす建物。

課税対象外の家屋（諸条件あり）
②土地への定着性がない

※①～③以外の車庫・倉庫などは課税対象のため
申告が必要です。
※ご不明な点はご相談ください。

①外気分断性がない

③用途性がない

　　税務課　固定資産税係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０４
問
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募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集6

募　集

米自慢コンテスト出品者の募集6
　お米づくり名人の情報発信や、お米の味と価値
の向上を図るために開催します。
参加資格
市内在住の方が市内の水田で栽培した主食用米
出品部門　
①普通作の部
②減農薬無農薬栽培の部（箱施薬および航空防除の
２回以内の農薬散布とします）
※出品はどちらかの部門１点のみです。
出品方法　本庁農林振興課および各支所産業振興課
にある申込書とモミ米２㌔または玄米 1.5㌔を一緒に
提出してください。
参加費　無料
申込期限　令和３年 11 月９日（火）まで
審査項目　玄米食味評価・タンパク質・水分・アミロー
ス・白米食味評価の５項目
※入賞されなくても参加賞としてチューリップ券と審
査結果表が授与されます。
　　財部支所　産業振興課　営農推進係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３８
問

自動車起終点調査ご協力をお
願いします

5

　国土交通省では、５年に一度全国一斉に「自動
車起終点調査」を実施しています。ある一日の自
動車の利用状況についてアンケートを実施するも
のです。調査結果は、渋滞・交通事故・環境など
を解決するための基礎資料として活用されます。
調査対象　国土交通省が管理する自動車登録情報
から無作為に抽出された車両の所有者
調査期間　令和３年９月～ 11 月
配布方法　調査対象者に調査をお願いするはがき
を送付し、その後本調査票を送付します。
回答方法　調査票もしくはインターネットによる
アンケート方式で回答
　　サポートセンター　
　　☎ ０１２０- ０１７- １９６
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の入居者募集7
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　４戸　　月額家賃　12,400 円～　　
▷間取　２ＤＫ
募集戸数　１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11月1日（月）～11月16日（火）
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 11 月 18 日（木）
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

歯周病検診をお忘れではあり
ませんか？

4

対象　40 歳・50 歳・60 歳・70 歳の節目年齢の方
期間　令和 3 年 11 月 30 日（火）まで
料金　検診 1 回限り無料
指定歯科医療機関　関歯科クリニック・有村歯科医
院・歯科朝川医院・井上歯科医院・渡辺歯科クリニッ
ク・宅間歯科医院・せと歯科医院・すみよし歯科・
みずぐち歯科クリニック・上町さくら歯科医院
※歯科医院では、感染予防対策を行っていますの
で安心して受診してください。
※受診の際はマスク着用・手指消毒・検温などに
ご協力ください。
　　保健課 子育て応援係　
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０６
問



26Soo City Public Relations,2021.11.Japan

募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集6

市営住宅入居者の募集8  
▷市営湯之尻団地（末吉町諏訪方 8608 番地 2）
構造　低層耐火
間取　１ＬＤＫ（単身者向け）
募集戸数　１戸
家賃　13,100 円～
▷市営丸山団地（末吉町岩﨑 2898 番地）
構造　木造平屋
間取　３ＤＫ
募集戸数　１戸
家賃　15,100 円～
申込先　本庁 建設課 管理係
受付期間　令和3年11月４日（木）～11月17日（水）
入居資格　住宅に困窮していること　など
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 11 月 24 日（水）
抽選時間　午後２時～
抽選場所　本庁１階会議室
※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。
　　建設課　管理係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１
問

令和３年度  自衛官などの募集案内

自衛官候補生　採用試験

受付期間 試験日
（筆記・口述・身体検査） 試験会場 応募資格

令和３年 11 月１日（月）
～令和３年 11 月 19 日（金） 令和３年 12 月４日（土）

陸上自衛隊
国分駐屯地

採用予定月の１日時点で
18 歳以上 33 歳未満の方令和３年 12 月１日（水）

～令和４年１月 14 日（金） 令和４年１月 29 日（土）

陸上自衛隊高等工科学校生徒　採用試験

受付期間 試験日 試験会場 応募資格

【推薦】 令和３年 11 月１日（月）
～令和３年 12 月３日（金）

令和４年１月８日（土）
～令和４年１月 11 日（火）

の指定される１日
陸上自衛隊
福岡駐屯地

令和４年４月１日時点で
15 歳以上 17 歳未満の男子
中学校長または中等教育学
校長が推薦する者

【一般】 令和３年 11 月１日（月）
～令和４年１月 14 日（金）

令和４年１月 22 日（土）
または令和４年１月 23 日（日） 大隅合同庁舎（国） 令和４年４月１日時点で

15 歳以上 17 歳未満の男子

お問い合わせ 自衛隊 鹿児島地方協力本部 大隅地域事務所 ☎ 099-482-1405

募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集6

令和４年度保育園・幼稚園・
認定こども園の入所募集

9  

　来年度入所を希望される方は、以下のとおりお
申込みください。
申込方法　新規で入所を希望される方は各支所福
祉担当窓口で、現在施設を利用している方は各施
設を通じて配布する書類を提出してください。
提出書類の配布　令和３年 11 月１日（月）～
提出書類の受付　令和３年 11 月 15 日（月）～ 12
月３日（金）
提出先
▷保育園および認定こども園（保育所機能部分）は
市役所各支所福祉担当窓口へ提出してください。
▷幼稚園および認定こども園（幼稚園機能部分）は
各施設へ直接提出してください。
※保育園は緊急性などの高い方から市が入所を調
整し決定します。利用調整の結果、第一希望の施
設に入所できない場合もあります。
※受付は先着順ではありませんが期間内に提出し
てください。
※書類は記入・押印を済ませて持参してください。
　　福祉事務所　子育て保育係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６　　
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

2021.11　#197

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）

11

令和３年９月受付分
　8,146 件
　1 億 3283 万 4000 円（実績）
※寄附者の意向に沿った事業に活用します。

曽於地区「健康に関する標語」特選作品
曽於地区学校保健会は、保健衛生・健康増進などの啓発を目的に曽於地区内の小中学生から

「健康に関する標語」を募集し審査を行いました。その結果、市内小中学校の５名の作品が
特選となりましたので紹介します。

諏訪小学校２年　大窪 柔乃　   「「ただいま」と  手洗い  うがいは  セットだよ」

中谷小学校３年　坂田 恋菜　   「健康は  ニコニコ笑顔が  エネルギー」

柳迫小学校４年　向江村 美空   「メディアオフ  みんなでごはん  たのしいな」

菅牟田小学校５年　池之上  慶汰　「一人では  続かない運動も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家族でやれば  みんな健康」

財部中学校３年　西田  佳悟　  「睡眠は  補えません  後からじゃ」

広告

○�うぶ毛と共にお肌の古い
角質も除去します。
○�お肌に潤いを与え化粧のノ
リがとても良くなります。

レディースシェービング

ヘアーサロン　アズマ
（市役所入り口　栄楽公園前）
曽於市末吉町二之方1955-7
☎ 0986−７６−３３８６
営業時間　午前8時〜午後7時
定休日　毎週月曜日・第3日曜日

霧島ジオパーク・ウォーキン
グの開催

10

　観光ガイドと一緒に景色や地質・植物をみなが
ら散策します。
期日　令和３年 11 月 27 日（土）
時間　午前９時～午後３時　※集合時間８時 40 分
集合場所　大川原峡キャンプ場（財部町下財部6472）
経路　大川原キャンプ場→桐原の滝→三連轟→溝
ノ口洞穴→関之尾滝
参加料　1,500 円（弁当・豚汁・保険など）
定員　20 名
※事前予約が必要です。先着順となります。
※コロナ対策のため昼食は屋外（雨天時は体育館）
で行います。敷き物をご準備ください。
※新型コロナウイルスの影響により中止になる場
合があります。
　　（一社）曽於市観光協会
　　☎ ０９８６- ２８- ０１１１　　
問

イベント
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毎毎月月第第２２土土曜曜日日 88::3300～～1122::0000

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


