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そお市の情報をお届け！
そお市の情報をお届け！

お知らせ曽於北部地区の
畑地かんがい事業の完了が
迫っています
給水栓および散水施設の設置には申
し込みが必要です。
●申込期限　令和８年３月末まで
※�申込期限を過ぎると全額個人負担
です。

　　耕地林務課　畑地かんがい係
　　☎�０９８６- ７６- ８８１０
問

地区 受益地
第三曽於北部

２期
田平・七村・前川内・村
山・郷原・高松・馬渡

第四曽於北部

古井・柿木・杢比野・今
別府・小倉・馬立・徳留・
外園・五位塚・胡摩・椿・
川床

第五曽於北部

帯野・棚木・口弁木・
西原・佐敷・坂元・梶ヶ
野・榎木段・八木塚・
笠木・郷田

現在施工している地区の受益地

令和５年度
曽於市育英奨学生の募集

●資格　�
保護者が２年以上市内に住所を有
し、今後も居住する見込みであるこ
と。/ 世帯の総所得が�600�万円以内
であること。/高等学校・短期大学・
大学などに在学し学校長の推薦があ
ること。/ 貸与の期間が２年以上で
あること。/ 入学支度金の貸与を受
ける場合は市外の寮・アパートなど
に居住（予定含む）すること。�など
●申請期間　３月 31 日（金）まで
●申請方法　�申請書類を教育委員会

教育総務課・各支所地
域振興課市民係に提出。

　　教育総務課　総務係
　　☎�０９８６- ７６- ８８７１
問

◎入学支度金
●貸 与 額　１回に限り�50�万円。
●貸与時期　�３月（原則入学す

る年の３月までに
貸与します。）

※�３月中の貸与は３月９日（木）
までの申請に限ります。期限
を過ぎた場合は５月以降の貸
与になります。

◎育英奨学資金
●貸 与 額　�
・高等学校などに在学する方。
　月額１万円（年額�12�万円）
・�短期大学および大学などに在学
する方。
　月額４万円（年額�48�万円）
●貸与時期　�７月（４月～７月

分）・８月（８月～�
11�月分）・12�月（12�
月～３月分）

◎給水栓
●設置負担額　�０円
※�ただし水を利用する場合、水
の利用料は発生します。

◎散水施設
●設置負担額　�施設費の約２割

給水栓

噴射ホース

令和５年度市民提案型
地域づくり事業支援補助金
事業の募集
地域づくり活動などに最大 20 万円
の補助金を交付します。地域おこし
活動や伝統文化の継承、イベントの
開催など様々なものに活用できま
す。令和５年度から従来の「テーマ
指定型事業」を廃止し「地域チャレ
ンジ型事業」を新たに追加しました。

◎募集事業
●�自由な提案により行う事業
（テーマ自由型事業）
�●�市内の特定地域の活性化を目
的とした事業�（地域チャレンジ
型事業）
※�対象経費の 90％を補助します。
※上限は 20 万円です。
※継続申請は３回までです。
※�令和４年度以前に「テーマ指
定型事業」で審査会の採択を
受けている団体は、令和６年
度まで「テーマ指定型事業」
で申請できます。

●対　　象　�ＮＰＯ法人・任意団体・
学校の部活動など３人
以上の団体。

※�この補助金の活用のため新しく設
立される団体でも構いません。
●申込期間　３月 17 日（金）まで
●申 込 先　�本庁企画政策課 / 各支

所地域振興課
※�詳細は窓口または市ホームページ
をご覧ください。
※�令和５年度当初予算確定前に掲載
していますので、募集内容が変更
する場合があります。
　　企画政策課　地域コミュニティ係
　　☎�０９８６- ７６- ８８０２
問

市営団地の入居者を募集

●申込期間　３月��１日（水）～
　　　　　　３月 24 日（金）　
●対 象 者　�住宅に困窮している

方。など
●申込先　�
・本庁まちづくり推進課
・各支所産業振興課建設耕地係
※�詳細はお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

◎�市営川内団地
●間取　３DK
●住所　末吉町二之方 5765 番地
●家賃　月額 15,300 円～

◎�市営湯之尻団地
●間取　１LDK・３LDK
●住所　末吉町諏訪方8608番地2
●家賃　
・１LDK　月額 12,900 円～
・３LDK　月額 24,500 円～

◎入居者の選考
�応募者数が募集戸数を超える時
は、抽選で決定します。
●抽選日　�３月 28 日（火）
●時　間　午後２時
●場　所　本庁１階
　　　　　ロビー打合わせ室

　　まちづくり推進課　住宅管理係
　　☎�０９８６- ７６- ８８７４
問

募　集
海上保安官の募集

　　第十管区海上保安本部
　　総務部　人事課
　　☎�０９９- ２５０- ９８００

問

◎�海上保安官採用試験（2024 年
４月採用）
●�申込期間� ３月�１日�（水）～
� ３月�20 日�（月）
�●�一次試験� ６月�４日�（日）

◎�海上保安学校学生採用試験（特
別）（2023 年 10 月入学）
●�申込期間� ３月�１日�（水）～
� ３月�８日�（水）
※�インターネット受付の申し込
み期間です。
�●�一次試験　５月 14 日（日）

海上保安官
募集ページ

エンジョイテニス教室の
生徒募集
春季（３月～６月）と秋季（９月～
12 月）に開催します。
●クラス　
・�基礎クラス（初めての方）
・�初心者クラス（ラリーができる方）
●場所　�大隅総合運動公園テニス

コート
●時間　午前 10 時～正午　
●定員　10 名程度
●会費　無料
　　エンジョイテニス教室　山元
　　☎�０９０- ９７９０- ３１３７
問

新型コロナウイルス感染症
傷病見舞金について
対象者は令和２年１月１日から令和
４年 12 月 31 日までに罹患した方で
す。まだ申請していない方は早めの
申請をお願いします。
●支給額　�１人あたり３万円
※１人１回限り。
※１世帯あたり上限６万円。
●申請期限　�３月 31 日まで
●申請方法　書類を保健課へ提出。
●必要書類　
①支給申請書兼請求書
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
④�相続人代表申告書（支給対象者が
死亡している場合のみ。）
　　保健課　コロナ感染症対策係
　　☎�０９８６- ７６- ８８０６
問

林地開発の許可基準が
変わります
令和５年４月１日から森林法の改正
により、林地開発許可制度の基準が
変更します。

※�許可を取得せずに開発を行った場
合、県からの監督処分や罰則が科
されます。
　　耕地林務課　林政係
　　☎�０９８６- ７６- ８８１０
問

◎これまでは
森林の開発面積が１㌶を超える
場合に林地開発の許可が必要。

◎令和５年４月から
太陽光発電施設の設置する場合、
開発面積が 0.5㌶を超えるときに
県知事の林地開発許可が必要。

お知らせ
転入・転出などの
休日窓口を開設します
年度末・年度初めの混雑回避や市民
の皆さまの利便性向上のため窓口の
一部を休日開設します。
●開　設　日　４月１日（土）
●開設時間　午前８時 30分～午後４時
●開設庁舎　末吉本庁・各支所
●受付できる業務内容
住民異動届の受付（転入・転出など）
/ 印鑑登録の受付 / 各種証明書の交
付（税含む）/ 国民健康保険・後期
高齢者医療に関する届出 /介護保険・
重度心身障害者医療・子ども医療費・
児童手当などに関する届出
※�平日とは異なり受け付けできない
申請や手続きがあります。事前に
ご確認ください。
　　市民環境課　総合窓口推進係
　　☎�０９８６- ７６- ８８０５
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 企画政策課
広報係  行

2023.3　#213

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

そお市うまＳｏｏ！
フェス 2023の開催
曽於市内の飲食店が出店し、美味し
いグルメが楽しめるイベントです。
●日程　�３月 12 日（日）
●時間　午前９時～午後４時
●場所　�曽於市商工会末吉支所前�
　　　　駐車場
※雨天決行です。
　　（一社）曽於市観光協会
　　☎�０９８６- ２８- ０１１１
問

物づくり体験教室の開催
●内容　�木工工作・簡単な電子工作
●日程　�４月 22 日（土）
●時間　午前１時 30 分～午後５時
●場所　�都城市カンガエールプラザ
●対象　�令和 5年度の小学３～６年生
●定員　�30 名
●費用　�無料
●申込　３月 20 日（月）～ 31 日（金）
※�詳細は曽於市教育委員会にある案
内書を確認してください。
※往復はがきで申し込みください。
　　都城少年少女発明クラブ
　　☎�０７０- ４１１６- ９５４８
問

イベント

広告

広告

霧島ジオパーク・ウォーキング
参加者の募集
大川原キャンプ場から中谷小学校ま
での約 12㎞を観光ガイドと一緒に景
色や地質・植物を見ながら散策しま
す。
●対　　象　鹿児島県民
●日　　程　�４月 22 日（土）
●時　　間　午前９時～午後３時
●集合時間　�午前８時 40 分
●集合場所　�大川原峡キャンプ場
●コ ー ス　�大川原峡キャンプ場→

悠久の森→桐原の滝→
三連轟→溝ノ口洞穴→
中谷小学校

※�帰りは中谷小学校から大川原峡
キャンプ場まで送迎があります。
●参 加 料　�1,500 円
●定　　員　先着 20 名
●申　　込　電話にて申し込み。
※�昼食は屋外のため敷き物を持参し
てください。
※�新型コロナウイルスの影響により
中止となる場合があります。
※雨天の場合は中止です。
　　�（一社）曽於市観光協会
　　☎�０９８６- ２８- ０１１１
問

寄　附
曽於市思いやりふるさと
寄附金（ふるさと納税）
令和５年１月受付分
　2,087 件
　3600 万 8,000 円

山中貞則顕彰館記念事業
寄附金
令和４年 12 月受領分　２件
　山中貞則様　１万円
　今井章夫様　５万円
令和５年１月受領分　１件
　小林輝雄様　１万円
令和５年１月末時点
　707 件　３億 1,944 万 4,567 円
※寄附金の目標額は５億円です。

広告
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財部郷土館２階展示室財部郷土館２階展示室
閉館のお知らせ閉館のお知らせ

財部郷土館は財部支所庁舎整備事業により解体が予
定されています。２階展示室は収蔵資料の移設作業
を行うため３月 31 日をもって閉館します。
財部郷土館収蔵資料の一部は末吉歴史民俗資料館へ
移設展示を予定していますので、大隅郷土館とあわ
せて引き続きご利用ください。

●財部郷土館２階展示室閉館日　�３月 31 日（金）
※１階図書室は引き続き開館しています。

　　曽於市教育委員会　生涯学習課文化財係
　　☎�０９８６- ７６- ８８７３
問

看護職を離れるときは看護職を離れるときは
ナースセンターに届出を！ナースセンターに届出を！

保健師・助産師・看護師・准看護師の方が看護職を
離れる際はナースセンターへの届出をお願いします。
届出をすると就職や復職の支援を受けられます。
●届出方法　�インターネットの届出サイト「とどけ

るん」で届け出てください。

　　鹿児島県ナースセンター
　　☎�０９９- ２５６- ８０２５
問
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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
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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

広告

広告

資金名 農業近代化資金 アグリメイク資金

対象者
・認定農業者　・認定新規就農者
・集落営農組織
・一定の条件を満たす農業者等

・ＪＡの組合員（個人、法人、一定の
条件を満たす集落営農組織等）

資金使途
農業経営を発展させていくため
に必要となる施設建設資金等

土地取得を含む、農業に関す
る幅広い資金ニーズに対応

借入金額
　　　　　　　個人　1,800万円以内
　　　　　　　法人　2億円以内
※認定農業者・集落営農組織以外は融資率80％

個人　3,600万円以内
法人　7,200万円以内

その他 　※保証料助成有 　※利子補給あり（ＪＡバンク）

　

【ご注意事項】お申込みに際しては、当ＪＡ所定の審査をさせて頂き、審査結果によりご融資をお断りさせて
いただく場合がございますのでご了承下さい。

※直近の借入利率、その他の諸条件等、詳しくはＪＡの窓口にてご確認ください。


