農地中間管理機構の活用について

美馬市への移住・定住を応援する各種補助制度があります

県や市町村と連携しながら農地の有効活用を進めていきます。

詳しくは市のホームページをご覧ください。

農地中間管理機構は、
農地を「貸したい人」
と「借りたい人」の仲介をするための公的な機関です。
実施方法

農地中間管理機構

貸付申請

借受応募

① 農地借受け希望者の公募

農地の
貸し手

農地の
借り手

② 貸し手から農地を借り受ける
農地貸付

③ 借り手へ農地を転貸し、
農地利用の
効率化を促進する

【補助制度一例】
名 称

補助額

対象要件
・令和3年4月1日以降に婚姻
・平成28年4月1日以降に市内の
民間賃貸住宅を契約 ほか

新婚世帯
家賃補助金

（ 2年間）
上限２万円／月

結婚新生活
支援補助金

夫婦ともに29歳以下：上限60万円
上記以外：上限30万円

奨学金返還
支援補助金

（5 年間）
年間返還額の３分の１
上限10万円

・令和4年4月1日以降に婚姻
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
・世帯所得が400万円未満 ほか
・平成28年4月1日以降に奨学金の返還を開始
・高校・大学等の在学中に奨学金の貸与を受けた ほか

農地転貸

上記のほか、
「介護看護人材就労・定住促進助成金」
「移住・定住住宅取得支援補助金」
「移住者向け
リフォーム支援事業補助金」があります。詳しくは市のホームページをご覧ください。

☎５２− 81 2 9

問 にぎわい拠点課

受付期間等

以下の期間で受付します。
申込方法等は、
農林課または徳島県農地中間管理機構までお問い合わせ下さい。

対象者

申請書類

農地を貸したい人（貸し手）

貸付希望農用地の登録申請書

（借り手）
農地を借りたい人
※認定農業者や認定新規就
農者などの地域の中心とな
る担い手が対象者です。

問 申 農林課

☎5 2− 56 09

（ 土・日曜日、
祝日を除く）
受付期間

次の方を対象に新型コロナワクチンの４回目接種を実施します。

随時受付
次の公募期間
（※変更の可能性があります）

農用地借受け申出書

新型コロナワクチン4回目接種の実施について

第1回 7月1日～ 8月1日
第2回 9月30日～10月31日
第3回 令和5年1月13日～2月15日

徳島県農地中間管理機構（徳島県農業開発公社 ） ☎ 088− 624−7247

【対象者】
①60歳以上の方 ②18歳以上60歳未満で基礎疾患等を有する方、
その他新型コロナウイルス感染症に
かかった場合に重症化リスクが高いと医師が認める方。
※３回目の接種を受けてから５か月以上経過された①②の方が対象です。
【接種券について】
①の方は３回目の接種時期に応じて、
順次接種券等をお送りします。
②に該当し、
接種を希望される方は
事前の申請が必要です。
申請方法は市のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
問 保険健康課

「美馬市がんばる農家応援事業補助金」の申込期限が迫っています
申込期限は6月30日
（木）
まで。
お急ぎください。

☎５２−１２７３

「 教育旅行受入拡充支援事業 」を行います
体験型教育旅行の需要増加に伴い、
受入家庭を募集しています。

次期作付に取り組む農業者に対し、
農業資材購入費用の一部を補助する
「がんばる農家応援事業
補助金」
の申請を受け付けています。
対象になる農業資材は種苗、
肥料類、
農薬類、
家畜用飼料類、
耕作に
要する消耗品
（マルチ、
ネット等）
、
農業機械用部品
（刈払機やチェーンソーの交換刃等）
などです。

美馬市内の新規受入家庭や受入再開家庭を対象に、
教育旅行受入拡充支援事業説明会を行います。
（例：寝具・農具等の物品購入補助 、
トイレ・風呂等の改修工事費補助等）
日 時

（火）午後１時３０分～
６月28日

場 所

穴吹農村環境改善センター

【 購入対象期間】4月1日～12月31日【 実績報告期間】7月1日～ 令和５年２月10日
※当初パンフレットから一部変更があります。
ご注意ください。
※申請方法など、
詳しくはお問い合わせください。
（申請書類は美馬市ホームページ、
農林課窓口、
各市民サービスセンターの窓口に備えています。）

問 農林課
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☎５２−５６０9

興味がある、
やってみたいと思われる方はぜひお気軽にお問い合わせください。
なお、
本事業の要件として、
年間１校以上の受け入れを行っていただく必要があります。
※体験型教育旅行とは… 都市部の中学・高校生が地方での生活体験や交流等を行う修学旅行のことをいいます。
問 （一社 ）そらの郷

☎ 0883−7 6−0 713 観光交流課 ☎５２− 5 6 1 0

2022年 6 月号 広報みま
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美馬市議会議長・副議長・監査委員の選出について

学校薬剤師
佐藤順子氏に感謝状を贈呈

令和４年第1回美馬市
議会臨時会において、
議長に郷司千亜紀氏お
よび副議長に前田良平
氏が選出されました。
また、議会選出の監査
委員として武田喜善氏
が任命されました。

学校薬剤師として 25 年の永きにわたり学校保健の向上
並びに児童生徒の健康増進に多大なるご尽力をされまし
た。この功績をたたえ、美馬市教育委員会から感謝状を贈
呈しました。

4

議長

副議長

監査委員

郷司千亜紀氏

前田良平氏

武田喜善氏

24 「女性の健康サポートセミナー」を開催

教育委員の任命について

市と大塚製薬株式会社の共催により、「女性の健康
サポートセミナー」を開催し、市内在住または在勤の
方約 160 名が参加しました。このセミナーは、「人生
100 年時代」
において美しく健康な毎日を送るために、
正しい健康情報を身につける目的で開催されました。
本市出身の徳島大学産科婦人科：苛原 稔特命教授
による「更年期を “いきいき” と過ごすために」と題し
た特別講演をはじめ、大塚国際美術館の紹介や漢方
薬・サプリメントの紹介、ピアノ演奏も行われるなど、
楽しみながら健康について学べる機会となりました。

「人生100 年時代の美齢学」講演会
【日時】７月16日（土）午後1時30分〜午後3時30分
【場所】ミライズ市民ホール
【対象】市内在住または在勤の方
【概要】生きるほどに美しく。
心や体を元気にする、
美容がもたらす可能
性とは。「美齢学」を
研究する及川麻衣子
氏が解説します。

「人生１００年時代」を美しく健
康に生きるためのヒントが満載！
申込方法など詳しくは、同封のチ

イベント
情報

令和 4 年 3 月美馬市議会定例会で、教育委員として同意を
得ていた近藤陽子氏（小長谷、任期 4 年）が5月24日付で任
命されました。
（再任）

７月３日に穴吹川一斉清掃を行います
７月は河川愛護月間です。この機会に河川の環境美化活動への積極的な参加をお願いします。

ラシをご覧ください。みなさまの
ご参加をお待ちしています。

日 時

※いずれのイベントも参加費は無料。

問 美と健康のまち推進課 ☎５２－５７３０

「人生 100 年時代」ジェロントロジー講演会

7月3日（日）午前7 時〜午前 9時

※小雨決行
※雨天中止の場合は、音声告知放送で午前６時頃
に放送し、翌週７月10日（日）に延期します。
場 所

穴吹川全域（穴吹町管内）

【日時】7 月 30 日（土）午後１時〜午後３時
【場所】ミライズ市民ホール

美容体験会＆「最高の笑顔写真」撮影会
【日時】７月 17 日（日）午前 10 時〜
【場所】小星ベース
【対象】市内在住の 65 歳以上の方 30 名程度
【概要】山野美容芸術短期大学講師によるメ
イク、ヘアアレンジ、ネイルケアの
美容施術後、写真撮影を行う。
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【対象】市内在住または在勤の方
【概要】TBS「サ ン デ ー モ ー
ニ ン グ」で お な じ み
の寺島 実郎氏が語
る、「100 歳人生」を
充実したものにする
ための秘訣とは

集めたごみは、袋ごとに、燃やせるごみ、
燃やせないごみ、カン、ペットボトル、
ビンに分別してください。
側溝等から出る土砂及び草刈り作業で
出た草は収集できません。

物品配布およびごみ集積場所

下記の場所で物品（ごみ袋、手袋）を配布
します。※のぼりが目印です
ふれあい広場向かい側堤防北詰
松浦真勝様宅東側堤防
新市場橋両岸堤防
中屋集会所
天神・清流の家駐車場
しでの家駐車場
ブルーヴィラあなぶき入口
宮内・白人神社前
古宮生活改善センター駐車場

問 環境下水道課 ( 環境担当 )

☎５２− 8 0 2 0
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