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各課の電話番号 〈市外局番0967〉くらし
の
くらし
の

Life Information

　国民年金第1号被保険者が出産
した際には、出産前後の一定期間
の国民年金保険料が免除されます。
　なお、産前産後の保険料免除とし
て認められた期間は、保険料を納め
た期間として取り扱われ、老齢基礎
年金の受給額に反映されます。
■対象期間
　出産予定日または出産日が属す
る月の前月から4カ月間（多胎妊
娠の場合は、3カ月前から6カ月間）
■対象者
　国民年金第1号被保険者で平成
31年2月1日以降に出産した人
■届出時期
　出産予定日の6カ月前から
■届出先
　住民福祉課窓口
■手続きに必要なもの
　マイナンバーカードまたは年金
手帳などの基礎年金番号がわかる
もの、母子健康手帳
■問い合わせ
住民福祉課
℡0967（67）2702
東年金事務所
℡096（367）2503

　この事業は、村民自ら考え実践
する地域づくりを積極的に推進す
るため、地域の発展に資する地域
活性化事業などに対し審査委員会
を経て、予算の範囲内で補助金を

団体に交付するものです。
　事業申請をされる場合は、村
ホームページにある要綱の内容
（団体要件・対象経費など）を必読
のうえ、様式をダウンロードし、
事業実施計画承認申請書を期限ま
でにご提出ください。
■申請期限
　8月31日（水）
■審査委員会
　9月下旬（予定）
　（詳細な日時は決定後対象団体
へ通知します）
■問い合わせ
政策企画課　企画係
℡0967（67）2230

　幼児の交通事故防止および交通
安全の確保に資するため、幼児用
補助装置の購入経費に対して助成
します。詳しくは村ホームページ
をご確認ください。
■対象者　
•村内に住所を有する幼児（6歳未
満）と同居し、同一生計であり
扶養義務者である者
■助成額
　チャイルドシート・ジュニア
シート各1台までとし、購入金額
の半額を助成（助成額の上限は1
台につき3万円）
■購入時の支払方法における注意点
　助成金を申請する際は、現金、

クレジットカードで支払いした金
額のみが対象となります。
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

　詳しくは下記QRコードでご確
認ください。
■補助対象経費
　研修生1人につき1海外研修当
たり補助対象経費の2分の1また
は60万円のいずれか低い額
■補助対象者について
　3カ月以上18カ月未満の海外農
業研修であることなど
■対象となる研修事業
　国際農業者交流協会が主催する
海外農業派遣研修など
■問い合わせ
熊本県農林水産部生産経営局
農地・担い手支援課就農支援班
℡096（333）2432
 

産前産後期間は国民年金
保険料が免除されます

チャイルドシート・
ジュニアシートの購入助成

「きらめく地域づくり
支援事業補助金」
事業募集（二次募集）

熊本県海外農業研修
支援事業

　広報みなみあそ令和4年5月号
に「南阿蘇中学校の制服が変わり
ます」という記事を掲載しました。
　その後、中学校では5月6日に
制服に関する説明会をおこなった
ところ、さまざまなご意見をいた
だきました。そのため、6月にお
こなわれた第1回学校運営協議会
で協議しました。
　その結果、令和5年度以降の制
服については制服検討委員会を立
ち上げて、多くの皆さんのご意見
を参考に協議していきますので、
ご理解、ご協力をよろしくお願い
します。
■問い合わせ
南阿蘇中学校
℡0967（67）0030
教育委員会 学校教育係
℡0967（67）1602

　令和5年10月1日から、消費税
の適格請求書等保存方式（いわゆ
るインボイス制度）が実施されま
す。インボイス制度への理解を深
めていただくため、制度説明会を
開催しますので、ぜひご参加いた
だき、インボイス発行事業者の登
録を受けるかのご検討をお願いし
ます。開催場所、日時などの詳し
くはホームページをご覧ください。
■インボイス制度の概要
　適格請求書（インボイス）とは、
売手が買手に対して、正確な適用
税率や消費税額等を伝えるもの
■問い合わせ
税務課
℡0967（67）2703

　熊本県精神保健福祉センターで
は、自死遺族支援ピアサポート事
業を実施しています。同じような
体験をもつ経験者（ピアサポー
ター）と安心・安全が守られた環
境で、個別にお話しすることがで
きます。詳しくは精神保健福祉セ
ンターのホームページをご覧くだ
さい
■対象者
　家族やパートナーなど大切な人
を自死で亡くされた人
■開催日時
　応相談
■場所
　熊本県精神保健福祉センター
　熊本市東区月出3丁目1-120
■参加方法
　事前予約が必要です
　（費用は無料）
■問い合わせ・予約
熊本県精神保健センター
℡096（386）1166
平日の午前９時から午後4時

　南阿蘇村などにお住まいの人を
対象に、LINE相談「こころの悩み
相談＠熊本連携中枢都市圏」を開
設しました。仕事、友人関係、恋
愛関係、子育て、家族関係、学校、
病気に関することなど、どんな小
さな悩み事でも結構です。ぜひご
利用ください。
※匿名で相談できます。あなたの
写真もIDも相談員には見えない
システムを導入しています。

■相談受付日時
　毎週火・日曜日
　午後6時から10時まで
■相談方法

　下記のQRコードからLINEで友
だち登録して、ご相談ください。
　また、住民福祉課窓口にもQR
コード入りのチラシおよびカード
を設置しています。
■問い合わせ
住民福祉課
℡0967（67）2702

　積極的な接種勧奨が一時期差し
控えられていたために接種機会を
逃し、対象年齢を過ぎて任意接種
（自費）でHPVワクチンを受けた
人に対し、接種費用の払い戻し（償
還払い）をおこないます。
■対象者
　平成9年4月2日から平成17年
4月1日生まれの女性で、要件を
全て満たす人
■払戻しの金額　※上限あり
　接種費用全額（最大3回分）
■申請期限
　令和7年3月31日（月）まで
■申請について
　対象となる要件や、申請に必要
な書類などについては、村ホーム
ページをご覧いただくか、子育て
支援課までお尋ねください。
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715
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　60歳以上の求職者と共に、これ
までの知識、経験および資格など
が活かせる再就職先を探します。
　ご相談の際は、まず電話で連絡
してください。
■日時
　月・水・金曜日
　午前10時から午後4時まで
■場所
　阿蘇市一の宮町宮地2402
■問い合わせ
阿蘇保健所阿蘇福祉事務所内
熊本高齢者無料職業紹介所
阿蘇相談所
℡0967（22）4511

　令和4年度熊本県市町村共済組
合職員採用試験を実施します。
　申込書や試験日時などの詳しく
はホームページをご確認ください。
■職種および採用予定人員
　一般事務、若干名
■年齢など要件
　平成10年4月2日から平成13
年4月1日までに生まれた人で、4
年制大学卒業程度の学力を有する
人
■受付期間
　8月8日（月）から9月16日（金）
まで
■申し込み先・問い合わせ
熊本県市町村職員共済組合総務
課
℡096（365）1900

■開催日
　8月20日（土）

■時間
　午前10時から午後4時まで
■開催場所
　LOOPみなみあそ正面玄関
■申込方法
　電話にて申込
■問い合わせ・申込先
南阿蘇村図書室
℡0967（65）8581

　南阿蘇村では「非核平和自治体
宣言」が平成18年に南阿蘇村議会
で決議されています。
　8月6日（土）は広島に、8月9
日（火）は長崎に原爆が投下された
「原爆の日」で、今年で原爆投下か
ら76年目にあたります。
　原爆の日には平和への祈りを捧
げ、これからも私たち村民一人ひ
とりが平和について考えていきま
しょう。

■非核・平和南阿蘇村宣言
　世界の恒久平和は、人類共通の
願いである。
　しかし、地球上では地下核実験
が強行されるなど、世界の核兵器
開発は依然として続けられ、我々
人類の平和と安全に多大な脅威と
危険をもたらしている。
　我が国は、世界唯一の被爆国と
して、また今日ある平和憲法の精
神からも、この地球上に広島・長
崎の惨禍を絶対繰り返してはなら
ないと訴えるものである。
　従って、我が南阿蘇村は、核兵
器をつくらず、持たず、持ち込ま
せず、の非核三原則を守り、国に
対してもこの三原則の厳守を求
め、全世界の恒久平和達成を目指
すものである。
　ここに南阿蘇村は、人間が人間
として生き続けるために、「非核・
平和南阿蘇村宣言」を決議する。

平成18年（2006年）9月27日
熊本県　南阿蘇村議会

　海上保安大学校学生採用試験
（2023年4月入学）についての案
内です。詳しくはホームページを
ご確認ください。
■受付期間
　8月25日（木）～9月5日（月）
※インターネット受付
■試験日など
　第1次試験日
　10月29日（土）、30日（日）
　第2次試験日
　12月16日（金）
　最終合格発表日
　令和5年1月19日（木）
■問い合わせ
熊本海上保安部管理課
℡0964（52）3103

　8月20日（土）自転車ロードレー
スのツアー・オブ・九州2022が
アスペクタを中心とした13㎞の
周回コースにて繰り広げられま
す。当日は村道および県道にて午
前8時から11時ごろまで交通規制
がかかります。住民の皆さんには
大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をよろしくお願いします。

熊本県市町村職員
共済組合採用試験

熊本高齢者
無料職業紹介所 海上保安官募集

ひとはこ古本市
出店者募集

非核平和自治体宣言の
むら「南阿蘇村」

ツアー・オブ・九州2022
開催について

No.196ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

　「いじめ」や家庭内における児童虐待などの事案が、
依然として多く発生していることから、全国一斉「子
ども人権110番」強化週間を実施することになりました。
○いじめ
　いじめの実態は、巧妙でいじめの方法、手段も次第
にエスカレートしており、いじめをする子どもやいじ
めを見て見ぬふりをする子どもが生じる背景には、子
どもを取り巻く学校、家庭、社会環境や核家族化など
が複雑に絡みあっています。
○体罰
　教職員による体罰は、学校教育法11条で明確に禁止
されているところです。体罰はいじめのモデルになっ
たり、校内における暴力容認の雰囲気を作り出したり、
児童・生徒のいじめや不登校を誘発・助長する要因に
なるとも考えられます。

○児童虐待・児童買春・児童ポルノ問題
　昨今、幼児や児童を親などがせっかん・虐待し、中
には死にまで至らしめるという痛ましい事件が多発し
ています。また、国内外での児童買春や性的虐待、イ
ンターネット上における児童ポルノの氾濫など、児童
を性的に商売の道具にする商業的性的搾取の問題が世
界的に深刻になっています。
　このような問題に対する施策として、小・中学校の
児童・生徒に「子どもの人権SOSミニレター（便せん兼
封筒）」を配布し、学校および関係機関と連携を図りな
がら取り組みを実施しています。また、強化週間以外
にも「子どもの人権110番」を継続しており、子どもが
相談しやすい体制をとるとともに、啓発活動や調査救
済活動に取り組んでいます。
※相談内容についての秘密は厳守します。

南部分署なんでも

〈問い合わせ〉 阿蘇広域行政事務組合 消防本部 南部分署　TEL0967（62）9034　火事・救急 119

熱中症に注意しましょう！
　熱中症は屋内外を問わずに高温多湿が原因となって起
こります。最悪死に至る危険な症状です。また、引き続
きコロナ感染症対策によりマスク着用で熱中症になるリ
スクが高くなっています。注意しましょう。
　毎年高齢者の熱中症が注目されますが、子どもは夢中に
なると自分の体調の変化に気づきにくく大変危険です。また、
大人に比べて背も低く、地面からの照り返しで体温が上昇
します。体温調節機能も未熟なため、熱中症にかかりやす
くなります。高齢者だけではなく、子どもにも注意が必要
です。そこで次の4つのポイントで熱中症を防ぎましょう。
熱中症を防ぐ4ポイント
①のどが渇く前に水分補給をしましょう
　※水分だけではなく、塩分や糖分も補給しましょう。
②室温28度を超えないように、エアコンや扇風機を上
手に使いましょう

③無理をせず、適度に休憩をしましょう
④日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを心が
けましょう
熱中症の症状
①めまい、こむら返り、手足のしびれ
②頭痛、吐き気、虚脱感
③意識障害、けいれんなど
熱中症になったときの処置
①涼しい場所に避難させる
②水分・塩分を補給する（スポーツドリンクがおすすめ）
③衣服を脱がせ、身体を冷やす
こんな時は救急車を要請してください
　呼びかけても様子がおかしい。体が熱いのに汗をかか
ないなどの症状がありましたら、重症化する前に救急車
を要請してください。

熊本県市町村職員共済組合HP

～「子ども人権110番」強化週間～　悩みがあったら、相談してね！
期間：8月26日（金）から9月1日（木）までの7日間
時間：午前8時30分から午後7時まで（土曜・日曜日は午前10時から午後5時まで）
電話：℡0120（007）110（全国共通・無料）

海上保安官募集HP

ツアー・オブ・九州HP
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