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　令和3年11月に閣議決定された
「コロナ克服・新時代開拓のための
経済対策」を受けて、子育て世帯
を支援するため、0歳から高校3
年生までの児童1人あたり現金10
万円の給付をおこなうこととなり
ました。
　詳しくは村ホームページをご覧
ください。
■支給対象者
　18歳以下の児童（平成15年4
月2日から令和4年3月31日まで
に出生した児童）を養育している
人
※保護者の所得要件や対象外とな
る児童があるなどの受給要件が
あります
■支給方法
①南阿蘇村からの児童手当受給者
　⇒令和3年12月に児童手当指定
口座に振込みます

②高校生の保護者、公務員の人
　⇒申請書の提出が必要です
　（令和4.3.31締切）
■問い合わせ
南阿蘇村役場 子育て支援課
℡0967（67）2715

　子どもの高校や大学などへの入
学金・授業料などに要する資金と
して、対象の金融機関の教育ロー
ンの貸付を受けた保護者に対し、
学生が当該学校等に在学している
間の返済利子の一部を助成する制
度です。
■利子補給金（助成額）
　上限額　50,000円
※1年間（令和3年1月1日から令
和3年12月31日）に支払いが
完了した返済利子の総額と上限
額を比べて、いずれか低い額を
助成します
■申請期間（厳守）
　2月4日（金）まで
※本制度は、利用者の減少などに
より、令和4年度から廃止する
ことになりましたので、新規申
請受付は、今回（令和3年度）で
終了となります。
※令和3年度時点で本制度の利用
実績がある対象者は、当該就学
期間中は引き続き制度を利用す
ることができます。
※制度の対象となる条件や、申請
についての詳細は、村ホーム
ページをご確認ください。
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

　南阿蘇鉄道株式会社では、南阿
蘇鉄道の全線運転再開に向けて運
転士を募集しています。
　応募資格は、20歳以上かつ列車
の操縦に支障を及ぼす疾病などの
ない人です。ご不明な点や詳しく
は、南阿蘇鉄道株式会社総務課へ
ご連絡いただくか、ホームページ
をご覧ください。
■応募方法
　ハローワークもしくは、南阿蘇
鉄道株式会社へ直接お申し込みく
ださい。
■問い合わせ
南阿蘇鉄道株式会社総務課
℡0967（62）1219

　118番は、海上における事件事
故に対し、迅速かつ的確に対応す
るための海上保安庁緊急通報用電
話番号です。
　また、聴覚や発話に障がいを持
つ人を対象に、スマートフォンな
どを使用した入力操作により、海
上保安庁への緊急時の通報が可能
となる「NET118」を運用していま
す。
　事前登録制ですので、下記
QRコ ー ド を 読 み 取 る か、
entry@net118.jpを直接宛先に入

力して空メールを送信すると、登
録用メールが返ってくるので、案
内される手順に従い登録してくだ
さい。
■問い合わせ
第十管区海上保安本部 総務課
℡099（250）9800

　地方自治法（昭和22年法律第
67号）第242条第1項の規定に
基づく南阿蘇村住民監査（職員
措置）請求について、同条第5
項の規定に基づき監査した結果
（公表）について、その概要をお
知らせします。

①南阿蘇村住民監査（職員措置）請
求書
【令和3年10月7日付け、南阿
監第25号】
令和2年度同和対策費研修旅費
については、11月11日付け、
南阿監第53号で受理。監査の
結果、請求に対し、理由がある
と認められるので、令和3年12
月6日付け、南阿監第74号にお
いて、監査委員は村長に対し、
1,114,920円の返還を勧告しま
した。（南阿蘇村告示104号）

【令和3年10月7日付け、南阿
監第26号】
令和2年度南阿蘇村桜さくら植
木まつり実施に係る助成金関係
等については、11月11日付け、
南阿監第53号で受理。監査の
結果、請求に対し、理由がない
と認められるので、棄却しまし
た。（南阿蘇村告示105号）

②南阿蘇村住民監査（職員措置）請
求に伴う勧告の公表について
地方自治法第242条第5項の規
定により、監査委員から村長に

対し、勧告した（写し）を公表し
ました。（南阿蘇村告示106号）

③南阿蘇村住民監査（職員措置）請
求に係る勧告に基づく措置につ
いて
南阿蘇村住民監査（職員措置）請
求の勧告（南阿監第74号）に基
づく措置について、南阿蘇村長
から通知がありましたので、地
方自治法第242条第9項の規定
により公表しました。（南阿蘇村
告示107号）

※公表につきましては、ホーム
ページには掲載いたしましたが、
広報については、2月号に詳細
を掲載させていただきます。

　11月5日に熊本県立劇場におい
て、令和3年度熊本県更生保護事
業功労者並びに本事業に協力され
た3人が顕彰されました。
■顕彰された人とその内容
　•渡邉吉保（中松二）
　　熊本自営会理事長感謝状
　•長尾公代（中松一）
　　熊本保護観察所長表彰
　•下田浩明（東下田）
　　熊本県知事感謝状

　放送大学は、2022年４月入学
生を募集しています。学力試験は
なく、書類による選考のみで入学
できます。10代から90代の幅広
い世代、約9万人の学生が、大学
を卒業したい、学びを楽しみたい
など、様々な目的で学んでいます。
　授業はBS放送、インターネット
などで好きな時間に受講できます。

心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約300の幅
広い授業科目があり、1科目から
学ぶことができます。資料を無料
で差し上げていますので、お気軽
に放送大学熊本学習センターまで
ご請求ください。
■出願期間
　第1回が2月28日（月）まで
　第2回が3月15日（火）まで
■問い合わせ
放送大学熊本学習センター
℡096(341)0860

　熊本県では、子ども連れの人が
お出かけしやすい環境づくりを推
進するとともに、子どもや子育て
に寛容な社会へのきっかけになる
ことを目的にキャンペーンを実施
中です。ラッピングバスや、ポス
ター掲示のほか、お出かけの際に
親切にされて嬉しかったことなど
のほっこりするようなお出かけエ
ピソードを募集しています。応募
方法など詳しくは、「子どもと子育
てにやさしいまなざしキャンペー
ン」で検索してください。
■問い合わせ
子ども未来課
℡096（333）2225

令和3年度 熊本県更生
保護事業功労者顕彰式

子どもと子育てに
やさしいまなざし
キャンペーン実施中

住民監査（職員措置）請求に
伴う監査結果の公表について

放送大学入学生募集の
お知らせ

令和3年度子育て世帯への
臨時特別給付金(先行給付
金）について

南阿蘇村教育資金
利子補給金制度
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