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　村では、令和4年7月に「南阿蘇
村公立保育所のあり方検討委員
会」を組織し、審議を始めていま
すが、第2回検討委員会を9月21
日（水）に開催しましたので、その
内容をお知らせします。
　第2回検討委員会では、公立3
保育園の現状、保護者アンケート
（案）などについて、審議をおこな
いました。
　検討委員会の内容については、
村ホームページをご覧ください。
■第2回南阿蘇村公立保育所のあ
り方検討委員会
○日時
　9月21日（水）
　午前10時～11時30分
○場所
　南阿蘇村役場 庁議室
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

■募集団地
（3DK）
•高野台団地
　2戸　平成12年築
•立石団地
　1戸　平成15年築

（2DK）
•馬立団地
　2戸　平成30年築
（3LDK）
•上ノ原団地（特定公共住宅）
　1戸　平成11年築
※募集団地が変更される場合があり
ます。最新の情報につきましては、
村HPをご覧になるか、役場定住
促進課にお問い合わせください。
■申込み資格
　本村に住所または勤務場所があ
る人で、村営住宅の入居基準を満
たす人（詳細は役場定住促進課に
お問い合わせください）。
■申込み期間
　11月7日（月）から21日（月）の
午前8時30分から午後5時まで
（土日祝日を除く）
■申込み・問い合わせ
定住促進課
℡0967（67）2705
※申込みをされる人は、定住促進
課での手続きをお願いします。

　標記の給付金については、令和
4年4月分の児童手当・特別児童扶
養手当受給者に対して令和4年7
月に既に支給しましたが、次の条
件に該当する人がまだ支給を受け
ていない場合は、申請が必要です。
■申請が必要な人

条件①のいずれかを満たし、かつ
条件②のいずれかに当てはまる人
〈条件①〉
•公務員で、令和4年4月分の児
童手当受給者（所属庁から児童
手当の支給を受けている人）
•令和5年2月28日までに生まれ
た新生児を養育している人
•高校生のみを養育している人
〈条件②〉
•令和4年度分の市町村民税均等
割が非課税の人
•令和4年1月1日以降に新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受
けて収入が急変し、令和4年度
分の住民税非課税相当の収入と
なった人
■申請期限
　令和5年2月28日（火）必着
■申請方法
　詳細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問
い合わせください。
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

　熊本県では、イノシシやシカな
どの野生鳥獣による農林水産物へ
の深刻な被害が続いており、また、
私たちの生活環境への被害なども
散見されています。
　そこで、県では、狩猟者にご活

第2回南阿蘇村公立保育
所のあり方検討委員会を
開催しました

低所得の子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯以外の
低所得の子育て世帯分）村営住宅補充入居者を

募集します
狩猟免許試験実施の
日程

躍いただき、野生鳥獣を適正な頭
数に誘導し、被害の軽減などを図
ることとしております。
　狩猟者へ寄せられる期待は、こ
れまで以上に大きくなっているなか、
皆さんもぜひ狩猟免許を取得されて
みてはいかがでしょうか。
　狩猟免許試験の受験資格や申請方
法などの詳しい内容は、熊本県自然
保護課のホームページをご覧いただ
くか、以下にお問い合わせください。
■試験実施日
　令和5年1月22日（日）
■申請書類提出締切日
　令和5年1月6日（金）
　（郵送の場合は締切当日消印有効）
■試験実施場所
　県庁本館地下大会議室
■問い合わせ
阿蘇地域振興局林務課
℡0967（22）2312
熊本県自然保護課
℡096（333）2275

　今年4月に開校したイデアITカ
レッジ阿蘇（IICA）では、11月5日
（土）に、初めての学園祭を開催します。
　日本学生と国際学生がともに学
ぶ本校らしい、楽しい時間となる
よう学生中心となって準備を進め
ています。ぜひお越しください！
■日時
　11月5日（土）
　午前10時～午後4時
■内容
　多国籍のお菓子や飲み物、プロ
グラミング体験など
■場所
　専門学校イデアITカレッジ阿蘇
　河陽4518（旧長陽保健センター）
■問い合わせ
イデアITカレッジ阿蘇 鈴木
℡0967（65）8021

　村では、個人住民税の給与支払
報告書や特別徴収に係る手続き、
法人住民税、固定資産税（償却資
産）について、eLTAX（エルタッ
クス）＝地方税ポータルシステム
を利用し、インターネットを通じ
て電子申告、電子申請・届出の受
付をおこなっています。
　eLTAXを利用すれば、窓口での
手続きが不要になり、申告書など
を持参・郵送しなくても自宅や会
社からインターネットを通じて簡
単に申告できます。
　eLTAXの利用については、利用
届出が必要です。詳しくはeLTAX
のホームページをご覧ください。
■問い合わせ
税務課　℡0967（67）2703

　現在の医療現場において、思春
期の子どもたちにどのような支援が
なされているかを知りましょう。ま
た、子どもたちを日常生活のなかで
支える家族や周囲の支援者に求めら
れる関わりについて学びましょう。
■講演内容
　「医療現場における児童思春期
患者への治療的な取り組み」
■日時
　11月5日（土）午後1時から
■会場
　くまもと県民交流館パレア
　10階 パレアホール
※詳しくはQRコード参加申込
フォームからご確認ください

■問い合わせ
熊本県子ども・若者総合相談セ
ンター～COCON ここん～
℡096（387）7000
月～金曜日
午前8時30分～午後9時

　60歳以上の求職者とともに、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、まずは電話でご
連絡ください。
■日時
　月・水・金曜日
　午前10時～午後4時
■場所・問い合わせ
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
阿蘇市一の宮町宮地2402
℡ 0967（22）4511

　相続登記が放置されると、所有
者の把握に時間がかかり、防災・
災害復旧のための工事が進まない
など、さまざまな社会問題の発生
原因となりかねません。
　この問題の解決に向けて、民法・
不動産登記法が改正され、令和6
年4月1日から相続登記の申請が
義務化されます。不動産を取得し
た相続人は、その取得を知った日
から3年以内に相続登記を申請し
なければなりません。
　詳しくは、法務省のホームペー
ジをご覧ください。

地方税電子申告
eLTAX（エルタックス）

イデアITカレッジ阿蘇
『長陽祭』開催！

くまもと子ども・若者
“よりそい”シンポジウム

熊本高齢者
無料職業紹介所

令和6年4月1日から
相続登記の申請が
義務化されます
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（案）などについて、審議をおこな
いました。
　検討委員会の内容については、
村ホームページをご覧ください。
■第2回南阿蘇村公立保育所のあ
り方検討委員会

○日時
　9月21日（水）
　午前10時～11時30分
○場所
　南阿蘇村役場 庁議室
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

■募集団地
（3DK）
•高野台団地
　2戸　平成12年築
•立石団地
　1戸　平成15年築

（2DK）
•馬立団地
　2戸　平成30年築
（3LDK）
•上ノ原団地（特定公共住宅）
　1戸　平成11年築
※募集団地が変更される場合があり
ます。最新の情報につきましては、
村HPをご覧になるか、役場定住
促進課にお問い合わせください。
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