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今月の PICK UP ！

スリムゲットレース参加者募集！！
保健課 ☎ 0986-76-8806

１位　60,000 円分

２位　30,000 円分

３位　15,000 円分

４位　12,000 円分

５位　  9 ,000 円分

賞金１チーム

６位以下
・1,500 円分
・トレーニングジム無料回数券3 回分

※賞金はチューリップ券です。

①初回講習

～チームでやせて、賞金もゲット～

① 3 人 1 組
②初回講習と最終評価には必ずチーム全員が参加すること。
   （同日参加でなくても良い）
※チームの１人でも不参加の場合は失格になります
③初回講習当日に令和３年４月１日以降の血液検査結果コピーを
    持参すること。
※検査項目は中性脂肪、空腹時血糖（随時血糖でも可）が必要です。
　（市の特定健診や職場健診、通院中の血液検査結果でも代用可）
※９月に無料の血液検査を実施します。

25 ～ 65 歳の曽於市民
※年齢は令和５年３月末日の年齢です。
※先着 20 チーム
※令和３年度に参加された方は対象外です。

申込み条件・注意事項

②トレーニング ③検査 ④最終評価 ⑤結果発表
・体重、腹囲、血圧　
   などの測定
・トレーニング講習

・自宅トレーニング
・ 体重、血圧などの

記録
   【3 カ月】

・血液検査【無料】 ・体重、腹囲、血圧　
   などの測定
・血液検査結果説明
・継続トレーニング講習

・各チーム代表へ
   連絡

●初回講習日
７月２日㈯・３日㈰　午前中　末吉総合体育館

●最終評価日
10 月 15 日㈯・16 日㈰　午前中　末吉総合体育館

※曽於市と大塚製薬は包括連携協定を締結し、市民の皆様への健康
　増進を推進しています。スリムゲットレースは、大塚製薬との協
　定事業として実施します。

曽於市役所本庁保健課　健康増進係

TEL　0986-76-8806

きりとり線

※下記の申込用紙を保健課へ提出または電話にてお申込みください。

申込み締切：令和４年 6 月 7 日（火）まで

※日中連絡がとれる番号をご記入ください。

【お問い合わせ・申込み】

　体型や血液データが気になってきた 皆さん！３カ月間集中型の健康レースで、健康な体と賞金を
手に入れるチャンスです。家族・友人・職場仲間などで申し込みください。
※体重・腹囲の減少値の多い順にポイントを付与し、血液検査結果・血圧の改善結果でポイントが
　付与され、合計ポイントで順位を決めます。

対象者

講習日程（予定）

＜お申込用紙＞
チーム名 氏　　　名 生年月日（年齢） 住　　　　所 電話番号（※）

（代表） （　  ）
（　  ）
（　  ）
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今月の PICK UP ！

危険廃屋解体撤去補助金について
建設課 ☎ 0986-76-8811

　令和４年７月執行予定の参議院議員通常
選挙から大隅支所・財部支所の期日前投票
所の設置日数が変更になります。詳しい日
程は各選挙期日が決まり次第ＦＭ放送など
でお知らせします。また市内 211 カ所に
設置しているポスター掲示場は 150 カ所
に変更します。設置場所は市ホームページ
でお知らせします。

※ 県議会議員選挙・市長選挙・市議会議員
選挙の期日前投票所は本庁・支所ともに、
設置日数の変更はありません。

【期日前投票所の日程例】
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

本庁 16 日間 ・参議院議員通常選挙
・県知事選挙８日間短縮 支所 ８日間

本庁 11 日間 ・衆議院議員総選挙
支所 ８日間

本庁・支所 ８日間 ・県議会議員選挙

本庁・支所 ６日間 ・市長選挙 /市議会議員選挙

投
開
票
日

３日間短縮

期日前投票所の設置日数変更について
曽於市選挙管理委員会事務局 ☎ 0986-76-8801

選挙の種類 場所 変更前
設置日数

変更後
設置日数

参議院議員通常選挙

本庁

16

16

大隅支所
８

財部支所

県知事選挙

本庁

16

16

大隅支所
８

財部支所

衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

本庁

11

11

大隅支所
８

財部支所

　市内で所有者が居住していないまたは使用していない建物の解体工事費を補助します。必ず事前申請が
必要です。申し込み時点で解体工事などに着手または申請手続き中に着手したものは対象外となります。

補助対象

工事経費が 30 万円以上で市内の解体業者が行う工事
補助金額　
対象工事費の 30％　
※千円未満切り捨て。
※補助金の申請は１人につき１回限りです。

補助金上限

対象工事費 補助上限額

100 万円超 200 万円以下 35 万円

200 万円超 40 万円
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給水管の定期的な確認を
水道課 工務係 ☎ 0986-76-8812

　市の水道事業の配水管から個人宅へ分岐している管は給水管となります。給水管は個人の資産です。ご
自宅の給水管に異常がないか、止水栓が正常に作動するかを定期的にご確認ください。
　水道メーターより配水管側で自然発生による漏水や止水栓の不良のある場合は市の負担で修繕しますの
で、本庁水道課・各支所建設水道課へご連絡ください。水道メーターより宅内側で水漏れなどの異常があ
る場合は指定給水装置工事事業者へ修理依頼をしてください。

※ 水道工事の技術や経験があっても個人
や指定給水装置工事事業者以外での施工
は水道法により認められていません。

　聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の方を対象に補聴器
の購入にかかる費用の一部を補助します。

高齢者の補聴器購入補助について
福祉事務所 ☎ 0986-72-0936

対象者

次の①～③の全てを満たす方。
①市内に住所を有する満 65 歳以上の方。
② 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けて

いない方。
③ 耳鼻科の医師の診断を受け補聴器の必要性を認

める証明（医師意見書）を受けた方。
※中等度難聴程度の方が対象。
補助対象

管理医療機器としての補聴器本体と付属品。
※集音器は対象外。
補助金額

補助対象経費２分の１以内の額で上限 20,000 円。

注意事項

※１人１回片耳に限り補助します。
※故障・修理・メンテナンスなどは対象外です。
※ 受診・検査費用・文書料・送料などは自己負担

です。
※申請前に購入されたものは補助対象外です。
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対象者　感染症に対する不安があり PCR 検査を希
望する方で検査日に①または②に該当する方。
①曽於市に住所を有する方
②曽於市民が加入する健康保険において被扶養者
になっている方
補助費用　検査費用の２/３（上限 15,000 円）
※補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合
は切り捨てます。
補助期間　検査日が令和４年４月1日～令和５年3
月 31日まで
補助回数　回数制限なし
必要書類　
・PCR 検査を受けたことがわかる書類（診療明細書
など）の写し。
・医療機関などが発行する領収書またはその写し。
・検査者本人の健康保険証の写し。
・検査者本人の金融機関口座が確認できる通帳また
はキャッシュカードなど。
注意事項
・全額自己負担による検査のみが対象になります。
・発熱などの症状があり保険適用で検査した場合や
濃厚接触者などにより感染症に基づく行政検査を
実施した場合は該当しません。
　　保健課　
　　☎�０９８６- ７６- ８８０６
問

新型コロナウイルス感染症の
PCR検査実施費用補助について

1

2 中小企業者事業継続支援金
（第３期）交付事業について

問

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減
少した中小企業者の事業継続を支援します。
対象者　①から⑤まで全て該当する商工業の中小
企業者（法人および個人事業主）
①令和３年 10 月 31 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市内に事業所を有する個人・市内に本社を有す
る法人または令和４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。
③令和３年３月から令和３年 12月までの間のいず
れか１カ月において、新型コロナウイルス感染症
の影響により、売上が前年または前々年同月比で
20％以上減少した中小企業。
④全収入の２分の１以上が、商工業の事業活動に
よる売上であること。
⑤納期が到来した市税などに未納のないこと、ま
たは納税相談を行っていること。
給付額

※特定業種とは飲食店・貸切バス業・タクシー業・
運転代行業のこと。
※給付は１事業者１回限り。
申請期間　令和４年５月 31日（火）まで
申請方法　新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため原則郵送による申請。
※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。
　　商工観光課　商工・ブランド推進係　
　　☎�０９８６- ７６- ８２８２

業種 交付額

  特定業種 30 万円
  上記以外の業種 20 万円

3 住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について

対象者　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て令和３年１月から令和４年９月までの間に家計
が急変し、世帯全員の収入見込み額が、住民税非
課税水準に相当する額以下となる世帯。
給付額　１世帯あたり 10万円
申請期限　令和４年９月 30日
申請方法　市役所の福祉担当窓口へ申請。
　　福祉事務所
　　☎�０９８６- ７２- ０９３６
問
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5 行楽期における交通事故防止に
ついて

　ゴールデンウィークは家族や友人との外出など
で慣れない道路の運転や長距離運転の機会が多くな
り、疲労や注意力低下による交通事故の発生が心配
されます。交通事故を起こさないために運転の際は
次のことを守ってください。
１�出発前に燃料・オイル・タイヤ・ブレーキ・灯
　�火類の点検整備を行いましょう。
２�出発前は十分な休養と睡眠をとりましょう。
３�安全で余裕のある計画を立てましょう。
４�全席シートベルトを着用しましょう。
５�初めて通行する道路ほど速度を
　�控えて慎重に運転しましょう。
６�運転中に疲れを感じたら迷わず
　�休憩しましょう。
　　曽於警察署
　　☎�０９９- ４８２- ０１１０
問

「農業人材育成科」訓練受講生
の募集

6

　『いち』から育てる野菜栽培作業、農機具の仕組
み・操作、パソコンを使った生産・栽培管理やイ
ンターネット販売管理など農業分野への就業にむ
けて基礎から学び、必要な知識と技術を習得でき
ます。
対象者　再就職を目指す方
訓練期間　令和４年６月 10 日（金）～ 12 月９日
（金）の 6カ月間
訓練会場　たからべ森の学校（旧財部北中学校）
目標とする資格取得　
・日本農業技術検定３級
・コンピュータサービス技能評価試験３級（ワープ
ロ・表計算）
※受験は任意です。
受講料　無料
※テキスト代金は自己負担となります。
募集定員　20 名
募集期間　令和４年５月23日（月）まで
応募方法　管轄のハローワークで申し込みください。
※詳しくはお問合せください。
　　ハローワーク大隅
　　☎�０９９- ４８２- １２６５
問

募　集

児童手当制度の一部変更につ
いて

▷特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます
令和４年６月分（令和４年 10月支給分）から変わ
ります。

※�所得が①所得制限限度額未満の場合は児童手当
を支給。
※�所得が①以上②所得上限限度額未満の場合は児
童１人当たり月額 5,000 円の特例給付を支給。
※�所得が②以上の場合は特例給付の支給はありま
せん。
▷現況届の提出が不要になります
曽於市では令和４年現況届から受給者の現況を公
簿などで確認することで、現況届の提出を不要と
します。
※ただし以下の方は引き続き提出が必要です。
・配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が曽
於市と異なる方。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方。
・法人である未成年後見人・施設などの受給者の方。
・その他曽於市から提出の案内があった方。
※現況届が必要か不要か通知をする予定です。
　　福祉事務所　子ども福祉係
　　☎�０９８６- ７２- ０９３６
問

扶養親族
などの数

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

所得額（万円） 所得額（万円）
０人 622 858
１人 660 896
２人 698 934
３人 736 972
４人 774 1,010
５人 812 1,048

4
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地域振興住宅（空家）入居者の募集7
対象住宅　
・菅牟田団地（大隅町岩川 2820 番地４）�平成 22年度建設
・馬立団地（財部町南俣 5083 番地 19）�平成 28年度建設
・沢田団地（財部町下財部 2841 番地２）�平成 23年度建設
・岩南団地（末吉町岩﨑 2133 番地１）� 平成 27年度建設
・原口東団地（末吉町深川 6968 番地 10）�平成 25年度建設
構造　木造平屋（３LＤＫまたは４ＬＤＫ）　　
募集戸数　各１戸
家賃　月額 21,000 円
申込資格　
・申込時に世帯主または配偶者（婚約者を含む）が
おおむね 40歳以下で２年以上市外に住民登録があ
ること。
・市内定住の意思があること。
・同居親族（婚約者を含む）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。
・税などを滞納していないこと。
・申込者または同居者が暴力団員でないこと。
受付期間　令和４年５月２日（月）～６月 24日（金）
申込窓口　
本庁�建設課�管理係　
大隅支所�建設水道課�管理係
財部支所�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
窓口へ提出してください。
添付書類　
・住民票謄本（本籍地・世帯主・続柄が記載されて
いる全員分の住民票。）
・世帯全員分の所得証明書（未就学児および学生は
除く。）
・世帯全員分の納税証明書（全ての市税に滞納がな
い証明となるもの。未就学児および学生は除く。）
入居者決定の選考
応募者数が募集戸数を超えるときは公開の抽選で入
居者と補欠者を決定します。
抽選日　令和４年６月29日（水）
抽選時間　午後２時
抽選場所　本庁３階執行部控室
※都合により参加されなかった場合には、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４年度障害者委託訓練生
の募集

8

　障がいをお持ちの方を対象に訓練生を募集します。
▷パソコン事務科鹿屋①（3カ月コース）
訓練期間　令和４年７月５日（火）～９月 29日（木）
訓練内容　ワープロ（Word）や表計算（Excel）を
利用したパソコンの基本操作。/写真加工やデザイ
ン・インターネットなどを利用した情報の管理・応
用操作の実践的技術の習得。/仕事に必要なコミュ
ニケーション能力・ビジネスマナーの習得および
就職支援　
訓練委託先　有限会社ケイダブルエス
訓練場所　鹿屋パソコンスクール
募集期間　令和４年６月３日（金）まで
定員　７名
※応募者が少ないときは実施しない場合があります。
料金　無料
※教材費 8,800 円は自己負担。
選考方法　
面接　令和４年６月 17日（金）　
合格発表　令和４年６月 29日（水）
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。
※新型コロナウイルスの感染状況により変更また
は中止することがあります。
　　国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校
　　☎�０９９６- ４４- ２２０６
問

相　談

行政相談所開設について9
　毎日の暮らしの中で登記・年金・道路・社会福
祉など役所の仕事について疑問や意見・要望はあ
りませんか。行政相談委員が相談を受け付け助言
や関係行政機関へ改善の申し入れなどを行います。
相談は無料で秘密は厳守されます。
▷末吉中央公民館
期日　令和４年５月 10日（火）
時間　午前 10時～午後３時
▷大隅中央公民館
期日　令和４年５月 11日（水）
時間　午前 10時～午後３時
▷財部交流館
期日　令和４年５月 20日（金）
時間　午前 10時～午後３時
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止
になる場合があります。
　　鹿児島行政監視行政相談センター　
　　☎�０９９-２２４-３２４７
問
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身体障害者などに対する自動
車税環境性能割 ･種別割の減
免について

13

　県では体の不自由な方などが使用される自動車に
ついて、自動車税種別割 ･環境性能割の減免を行っ
ています。身体障害者手帳などの交付を受けている
方で、対象となる障がいの範囲に該当すれば、減免
となります。減免上限額を超える差額については、
自己負担となります。
　税額や手続など、詳しくは鹿児島地域振興局自動
車税課までお問合せください。
　　鹿児島地域振興局　自動車税課
　　☎�０９９-２６１-５６１１
問

対象者　
･ 県内に事業所を置き大企業を除く法人など
･県内を納税地として青色申告を行う個人事業者
対象設備　
･ 省エネ設備（LED照明・空調設備など）
･エネルギーマネジメントシステム（EMS）機器など
対象経費　設備購入費・設置工事費
補助率　3 分の 1～ 2分の 1
補助上限額 100 万円～ 300 万円
※省エネ診断で提案された設備であることなどの
要件があります。
※６月以降に受け付け開始予定で、内容は変更に
なることがあります。
　　県庁　エネルギー対策課　
　　☎�０９９-２８６-２７２７

県からのお知らせ

省エネ設備などを導入する中小
事業者を支援します

10

問

かごしま子育て支援パスポート
協賛店舗の募集

12

　かごしま子育て支援パスポートとは、事業に協
賛する企業や店舗のご厚意により、パスポートを
提示されたご家族に、割引や独自の優待サービス
などを提供していただくことで、子育て家庭を地
域全体で応援する仕組みです。
協賛店舗にご登録いただくメリット　
･ ｢子育て応援｣ でのイメージアップ。
･協賛店舗ステッカーを配布。
･写真付き店舗情報をホームページに掲載。
協賛店舗への申込方法　
お手持ちのスマートフォンなどから URL にアクセ
スするか下のコードを読み取り、申し込みフォー
ムに必要事項を入力してください。
申込URL　https://kosopa.pref.kagoshima.jp�

　　県庁子育て支援課
　　☎�０９９- ２８６- ２８００
問

電気自動車の充電設備を導入
する法人などを支援します

11

対象者　法人・マンション管理組合・アパートの所
有者・公民館などに V2H充放電設備を設置する認可
地縁団体
設置場所　給油所・商業施設 ･宿泊施設・集合住宅・
事務所など
対象設備　急速充電設備・普通充電設備・V2H 充
放電設備
対象経費　設備購入費・設置工事費
補助率　2 分の 1～ 4分の 3
※別途国の補助制度があります。
※６月以降に受け付け開始予定で、内容は変更に
なることがあります。
　　県庁　エネルギー対策課　
　　☎�０９９-２８６-２７２７
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

2022.5　#203

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

山中貞則顕彰記念事業寄附金17
令和４年３月受付分　４件　　
　32万 5,408 円　匿名
令和４年３月末時点　
　632 件　３億 30万 1,567 円
※寄附金の目標金額は５億円です。

寄　附

曽於市思いやりふるさと寄附金
（ふるさと納税）

16

令和３年３月受付分（見込み）
　2,616 件
　4,175 万 6,200 円

自動車税環境性能割 ･種別割
について

14

　自動車税環境性能割は自動車を取得したときに一
度だけ納めていただく税金です。営業用の自動車に
は取得価額の最大 2％、自家用の自動車には取得価
額の最大 3％の税額が課されます。
　燃費基準の優れた自動車を取得した場合は税率が
軽減されることもあります。
　自動車税種別割は、毎年 4月 1日現在の、運輸支
局に登録されている自動車の所有者（使用者）に納
めていただく税金で、今年の納期限は 5月 31日（火）
です。5月上旬に県から納税通知書が発送されます
ので、納期限内に納めましょう。
住所や名前が変わった時は、運輸支局と県への届出
を確実に行ってください。
　　鹿児島地域振興局　自動車税課
　　☎�０９９-２６１-５６１１
問

宅地防災月間について15
　県では梅雨時期前の毎年５月を「宅地防災月間」
と定めています。梅雨時期の長雨や地震などで被災
した場合、宅地が崩れ道をふさいでしまい、緊急車
輌や復旧活動時の経路確保に支障が生じる場合があ
ります。日頃から宅地所有者が点検に努めるなど宅
地災害に備えておきましょう。
・擁壁やブロック塀に、ひび割れ・傾きなどが生じ
ていませんか。
・宅地が沈下していませんか。
・排水溝が詰まっていませんか。
・近くのがけから水が湧き出ている、またはがけが
湿っていませんか。
※詳しくは県ホームページをご覧ください。
※「鹿児島県�宅地防災」で検索。
　　県庁　建築課
　　☎�０９９-２８６-３７３９
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

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

公式

ＳＮ
Ｓ

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

コードを読み取ってご覧ください
曽於市のＳＮＳ情報は

広告


