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　土地資産係・家屋資産係
　☎(31)1120

療育判定の巡回相談

　宮崎県中央児童相談所では、
知的障がい者(児)への巡回相談
を開催します。
■日時
　５月17日(金)、７月19日(金)、
９月20日(金)、11月15日(金)、
翌年２月14日(金)
　10時～12時、
　13時30分～15時30分
■場所　市役所　福祉課会議室
■申込方法　電話
■その他　相談内容によって
は、宮崎県中央児童相談所で

判定を受けていただく場合が
あります。
○申込・問い合わせ
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　４月23日(火)　15時～
■場所　市役所　別館２階会議
室
※事前申し込みは不要です。詳
細は、お問い合わせくださ
い。
○問い合わせ
　学校教育課　☎(31)1178

５月７日(火)までに
納めましょう

■固定資産税１期
※４月19日(金)頃までに納付書
が届かない場合は、税務課土
地資産係・家屋資産係へお問
い合わせください。
※納税は「口座振替」を利用さ
れると、納め忘れがなく「便
利で安心」です。
※４月１日(月)から、スマホア
プリ「PayB」で納付できる
ようになりました。
○問い合わせ
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

税　金

生　活

教　育

福　祉

　４月27日(土)～５月６日(月)の10日間は、し尿処理施設が休みとなります。汲み取りを希望される場合は、
早めに次の業者へ申し込んでください。　　　　　　　　　　　  ○問い合わせ　美化推進課　☎(27)0255

し尿汲み取りは大型連休前に申し込みましょう

【全域】
 ・飫肥、東郷、細田、鵜戸、南郷地区
【一部のみ】
 ・吾田地区（上隈谷、中隈谷、下隈谷（山王以外）、隈谷団地を除く）
 ・油津地区（木山のみ）
 ・酒谷地区（９区、10区のみ）
 ・北郷地区（大藤のみ）

【一部のみ】
 ・吾田地区（上隈谷、中隈谷、下隈谷（山王以外）、隈谷団地のみ）
 ・油津地区（木山を除く）
 ・酒谷地区（１区～８区のみ）
 ・北郷地区（郷之原、北河内のみ）

（有）朝日日南清掃公社
☎(23)3447

担当業者・申込先 担当区域

（有）落合衛生社
☎(22)2277
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03　お知らせ 02　お知らせ

春の地域安全運動
（期間：４月１日(月)～10日(水)）

　犯罪のない、安全で安心なま
ちづくりにご協力をお願いしま
す。
■重点運動
○子どもと女性の犯罪被害防止
○うそ電話詐欺の被害防止
○鍵掛けの徹底による自転車の
盗難防止
＜街頭キャンペーン＞
■日時・場所
　（日南地区）４月４日(木)
　16時15分～17時
　サピア日南ショッピングセン
ター
　（北郷地区）４月３日(水)
　16時15分～17時
　黒木ストアー

　（南郷地区）４月５日(金)
　16時15分～17時
　Ａコープ南郷店
○問い合わせ　日南地区防犯協
会（本庁地域自治課内）
　☎(21)1210

１型糖尿病交流会

　患者同士だから分かり合える
悩みや苦しみを共有し、その対
処法を一緒に考え、生活の質を
向上させませんか。講演会後、
座談会形式の交流会で気軽に意
見交換もできます。ぜひ、ご参
加ください。
■日時　４月13日(土)
　14時～16時
■場所　中部病院　集団指導室
※時間外出入口からお入りくだ
さい。

地域安全

健　康

■対象者　１型糖尿病患者やそ
の家族、医療関係者など
■参加料　無料
■内容
①ドクター講演会
　14時５分～
　演題「１型糖尿病と食事」
　講師　中津留　邦展　氏
　（中部病院糖尿病専門医）
②栄養士講演会　14時30分～
　演題「糖質量の見積り方」
　講師　山村　美希　氏
　（中部病院管理栄養士）
③座談会　15時～
　テーマ「食事と血糖値」
○問い合わせ
　T1D Meeting　発起人　甲斐
　☎090(3079)2692
　（14時～16時）
　メール：mzk.ichikai@gmail.com
　ライン：atsumi.kai

軽自動車税の減免

　対象となる方は、軽自動車税
の減免が受けられますので、お
忘れのないよう手続きをしてく
ださい。
■対象者　次の手帳の所有者
で、一定の要件を満たした方
 ・身体障害者手帳
 ・戦傷病者手帳・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
■対象となるもの
①障がい者本人が使用する軽自
動車
②障がいのある方のために生計
同一者や介護者が使用する軽
自動車で、一定の要件を満た
す場合

■減免を受けられる一定の要件
　自動車の所有者は、障がい者
本人に限ります（18歳未満
や、知的または精神障がいの
場合を除く）。

＜本人が運転する場合＞
　使用目的は、問いません。
＜本人が運転しない場合＞
①生計同一者が運転する場合
は、毎月数回（週１回以上）
運転していること。
②常時介護者が運転する場合
は、１年以上の間、障がいの
ある方の通院、通学、通所、
就労などのために、年間を通
じ週３回以上、継続的な使用
が認められる場合。

※減免を受けられる車は、自動
車税の対象となる普通自動車
を含め１人１台限りです。

※営業用（自動車検査証に事業
用と記載のあるもの）は、減
免対象になりません。

※障がいの適用範囲などの詳細
は、税務課市民税係に問い合
わせてください。

■手続きに必要な物
【初めて減免手続きをされる場
合】
①身体障害者手帳、戦傷病者手
帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳
②自動車を運転する方の免許証
③自動車検査証または軽自動車
届出済証
④申請者の印鑑
⑤軽自動車税納税通知書
⑥マイナンバーカードまたは通
知カード
⑦生計を一にする方や、常時介
護する方が運転する場合は、
生計同一証明書または常時介
護証明書

※⑦の証明書の発行は、次の担
当窓口へ問い合わせてくださ
い。

＜身体障がい者または知的障が
い者＞
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130
　北郷町地域振興センター
　住民係　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター
　住民係　☎(64)1113
＜戦傷病者＞
　県指導監査・援護課
　☎0985(26)7061
＜精神障がい者＞
　日南保健所　☎(23)3141
■申請期間
　納税通知書（４月下旬発送予
定）が届いてから５月31日(金)
まで

※期限後に申請書を提出して
も、減免は受けられません。

【継続手続きをされる場合】
　昨年度、減免申請をされた方
には、３月下旬に、昨年の減
免申請内容を記載した照会文
書を送付しています。早急に
手続きをしてください。

■申請期限　４月19日(金)
＜内容に変更がない場合＞
　同封の返信用紙に、必要事項
を記入・押印の上、同封の封
筒で返送してください。

＜内容に変更がある場合＞
　変更部分の確認できる書類（運
転免許証・車検証など）を提
出してください。
○申請・問い合わせ
　本庁税務課　市民税係

税　金

スポーツ

　☎(31)1121
　北郷町地域振興センター
　住民係　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター
　住民係　☎(64)1111

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放

■開放期間
　４月１日～翌年３月31日
※ただし、６月～９月は一般開
放を休止しています。
■開放時間
【平日】17時30分～21時
【休日】13時～17時
※休日とは、土、日、祝日、春
休み・冬休み期間中のことで
す。
■休館日
 ・毎週月曜日
 ・年末年始（12月28日～１月
４日）
 ・その他、開放校の行事や施設
管理上などで開放しないこと
があります。開放のスケ
ジュールは、市公式ホーム
ページで確認するか、お問い
合わせください。
■使用料

※小学生未満は利用できませ
ん。
■使用方法
　事前申し込みは不要です。利
用当日、プールに備え付けの
申請書に記入してください。
○問い合わせ
　【開放時間内】
　北郷小中学校屋内温水プール
　☎(55)4660
　【平日（８時30分～17時15分）】
　学校教育課　管理係
　☎(31)1178

高校生以上

中学生

小学生

区　分

■第一次試験　期日　５月19日(日)　会場　日南看護専門学校（日南市木山2-4-16）
■第二次試験　期日　６月16日(日)　会場　日南看護専門学校（日南市木山2-4-16）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まなびピア（日南市木山2-4-44）
■合格から採用まで　合格者を任用候補者名簿に登載し、名簿の中から採用者を決定します。なお、採用の
予定日は、原則として平成31年８月１日です。
■試験申し込み
◎試験申込書配布場所…本庁、北郷町・南郷町地域振興センター、各支所、各出張所など
 ・配布開始日　４月１日(月)
 ・受 付場所　本庁職員課　人事研修係（ふれあい健やかセンター３階）
 ・受 付期限　４月15日(月)
 ・受 付時間　平日（土、日、祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細は、試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用試験実施要綱」をご覧ください。同要
綱は、市公式ホームページからダウンロードができます。
○申込・問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 平成31年度日南市職員採用試験
　一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３を実施します。
　受験は、日南市内の会場のほか、全国に設置してある常設・臨時のテストセンターでも可能です。
■試験区分など

平成元年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人

平成３年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（同等と認められる
学校を含む）を卒業した人

平成５年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人

学歴は問いませんが、平成元年４月２日以降に生まれた人で、理学療
法士の免許を有する人

試験区分 受　験　資　格試験種類採用予定人員

事 務

理学療法士

２人程度

１人程度

大学卒業程度

理学療法士
採用試験

短大卒業程度

高校卒業程度

　毎月20日は、県内一斉消毒の日です。消毒の徹底で家畜の命を伝染病か
ら守りましょう。　○問い合わせ　本庁農政課　農畜産係　☎(31)1132農　業 畜産農家の皆さんへ

平日

510円

300円

200円

休日

610円

410円

300円
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春の地域安全運動
（期間：４月１日(月)～10日(水)）

　犯罪のない、安全で安心なま
ちづくりにご協力をお願いしま
す。
■重点運動
○子どもと女性の犯罪被害防止
○うそ電話詐欺の被害防止
○鍵掛けの徹底による自転車の
盗難防止
＜街頭キャンペーン＞
■日時・場所
　（日南地区）４月４日(木)
　16時15分～17時
　サピア日南ショッピングセン
ター
　（北郷地区）４月３日(水)
　16時15分～17時
　黒木ストアー

　（南郷地区）４月５日(金)
　16時15分～17時
　Ａコープ南郷店
○問い合わせ　日南地区防犯協
会（本庁地域自治課内）
　☎(21)1210

１型糖尿病交流会

　患者同士だから分かり合える
悩みや苦しみを共有し、その対
処法を一緒に考え、生活の質を
向上させませんか。講演会後、
座談会形式の交流会で気軽に意
見交換もできます。ぜひ、ご参
加ください。
■日時　４月13日(土)
　14時～16時
■場所　中部病院　集団指導室
※時間外出入口からお入りくだ
さい。

地域安全

健　康

■対象者　１型糖尿病患者やそ
の家族、医療関係者など
■参加料　無料
■内容
①ドクター講演会
　14時５分～
　演題「１型糖尿病と食事」
　講師　中津留　邦展　氏
　（中部病院糖尿病専門医）
②栄養士講演会　14時30分～
　演題「糖質量の見積り方」
　講師　山村　美希　氏
　（中部病院管理栄養士）
③座談会　15時～
　テーマ「食事と血糖値」
○問い合わせ
　T1D Meeting　発起人　甲斐
　☎090(3079)2692
　（14時～16時）
　メール：mzk.ichikai@gmail.com
　ライン：atsumi.kai

軽自動車税の減免

　対象となる方は、軽自動車税
の減免が受けられますので、お
忘れのないよう手続きをしてく
ださい。
■対象者　次の手帳の所有者
で、一定の要件を満たした方
 ・身体障害者手帳
 ・戦傷病者手帳・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
■対象となるもの
①障がい者本人が使用する軽自
動車
②障がいのある方のために生計
同一者や介護者が使用する軽
自動車で、一定の要件を満た
す場合

■減免を受けられる一定の要件
　自動車の所有者は、障がい者
本人に限ります（18歳未満
や、知的または精神障がいの
場合を除く）。

＜本人が運転する場合＞
　使用目的は、問いません。
＜本人が運転しない場合＞
①生計同一者が運転する場合
は、毎月数回（週１回以上）
運転していること。
②常時介護者が運転する場合
は、１年以上の間、障がいの
ある方の通院、通学、通所、
就労などのために、年間を通
じ週３回以上、継続的な使用
が認められる場合。

※減免を受けられる車は、自動
車税の対象となる普通自動車
を含め１人１台限りです。

※営業用（自動車検査証に事業
用と記載のあるもの）は、減
免対象になりません。

※障がいの適用範囲などの詳細
は、税務課市民税係に問い合
わせてください。

■手続きに必要な物
【初めて減免手続きをされる場
合】
①身体障害者手帳、戦傷病者手
帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳
②自動車を運転する方の免許証
③自動車検査証または軽自動車
届出済証
④申請者の印鑑
⑤軽自動車税納税通知書
⑥マイナンバーカードまたは通
知カード
⑦生計を一にする方や、常時介
護する方が運転する場合は、
生計同一証明書または常時介
護証明書

※⑦の証明書の発行は、次の担
当窓口へ問い合わせてくださ
い。

＜身体障がい者または知的障が
い者＞
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130
　北郷町地域振興センター
　住民係　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター
　住民係　☎(64)1113
＜戦傷病者＞
　県指導監査・援護課
　☎0985(26)7061
＜精神障がい者＞
　日南保健所　☎(23)3141
■申請期間
　納税通知書（４月下旬発送予
定）が届いてから５月31日(金)
まで

※期限後に申請書を提出して
も、減免は受けられません。

【継続手続きをされる場合】
　昨年度、減免申請をされた方
には、３月下旬に、昨年の減
免申請内容を記載した照会文
書を送付しています。早急に
手続きをしてください。

■申請期限　４月19日(金)
＜内容に変更がない場合＞
　同封の返信用紙に、必要事項
を記入・押印の上、同封の封
筒で返送してください。

＜内容に変更がある場合＞
　変更部分の確認できる書類（運
転免許証・車検証など）を提
出してください。
○申請・問い合わせ
　本庁税務課　市民税係

税　金

スポーツ

　☎(31)1121
　北郷町地域振興センター
　住民係　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター
　住民係　☎(64)1111

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放

■開放期間
　４月１日～翌年３月31日
※ただし、６月～９月は一般開
放を休止しています。
■開放時間
【平日】17時30分～21時
【休日】13時～17時
※休日とは、土、日、祝日、春
休み・冬休み期間中のことで
す。
■休館日
 ・毎週月曜日
 ・年末年始（12月28日～１月
４日）
 ・その他、開放校の行事や施設
管理上などで開放しないこと
があります。開放のスケ
ジュールは、市公式ホーム
ページで確認するか、お問い
合わせください。
■使用料

※小学生未満は利用できませ
ん。
■使用方法
　事前申し込みは不要です。利
用当日、プールに備え付けの
申請書に記入してください。
○問い合わせ
　【開放時間内】
　北郷小中学校屋内温水プール
　☎(55)4660
　【平日（８時30分～17時15分）】
　学校教育課　管理係
　☎(31)1178

高校生以上

中学生

小学生

区　分

■第一次試験　期日　５月19日(日)　会場　日南看護専門学校（日南市木山2-4-16）
■第二次試験　期日　６月16日(日)　会場　日南看護専門学校（日南市木山2-4-16）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まなびピア（日南市木山2-4-44）
■合格から採用まで　合格者を任用候補者名簿に登載し、名簿の中から採用者を決定します。なお、採用の
予定日は、原則として平成31年８月１日です。
■試験申し込み
◎試験申込書配布場所…本庁、北郷町・南郷町地域振興センター、各支所、各出張所など
 ・配布開始日　４月１日(月)
 ・受 付場所　本庁職員課　人事研修係（ふれあい健やかセンター３階）
 ・受 付期限　４月15日(月)
 ・受 付時間　平日（土、日、祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細は、試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用試験実施要綱」をご覧ください。同要
綱は、市公式ホームページからダウンロードができます。
○申込・問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 平成31年度日南市職員採用試験
　一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３を実施します。
　受験は、日南市内の会場のほか、全国に設置してある常設・臨時のテストセンターでも可能です。
■試験区分など

平成元年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人

平成３年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（同等と認められる
学校を含む）を卒業した人

平成５年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人

学歴は問いませんが、平成元年４月２日以降に生まれた人で、理学療
法士の免許を有する人

試験区分 受　験　資　格試験種類採用予定人員

事 務

理学療法士

２人程度

１人程度

大学卒業程度

理学療法士
採用試験

短大卒業程度

高校卒業程度

　毎月20日は、県内一斉消毒の日です。消毒の徹底で家畜の命を伝染病か
ら守りましょう。　○問い合わせ　本庁農政課　農畜産係　☎(31)1132農　業 畜産農家の皆さんへ

平日

510円

300円

200円

休日

610円

410円

300円
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05　お知らせ 04　お知らせ

家内労働（内職）情報

　家内労働をお探しの方は、気
軽にお問い合わせください。無
料の情報提供とあっせんをして
います。事業所からの内職委託
の際にも、ぜひ、当センターを
ご利用ください。
■仕事の内容（３月１日現在）
 ・紳士、婦人服の補正
　････････････ 作業内容による
 ・スケッチブック紐付け、シー
ル貼り･････････ １冊　1.5円
 ・糸切り作業他･ １着　50円～
 ・医療機器電気コード組み立
て、加工 １個　２～４円
 ・医療機器電気コード組み立て
････････････････ １個　２円
 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、
ラベル貼り（工場内での内
職）････１冊袋入れ　0.8円～
 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁
経験者）･････ １着　600円～
※仕事によっては細かい作業も
あり、その他の求人条件が加
わる場合もあります。
○問い合わせ
　日南就職相談支援センター
　（宮崎県日南総合庁舎１階）
　☎(22)2714（受付時間は、
　月～金の９時～17時）

～食品事業者の皆さんへ～

全ての加工食品に原料
原産地表示が必要とな
ります

　2022年３月31日までには、
原料原産地を表示する必要があ
ります。包材の発注などの準備
は計画的にお願いします。

■食品表示法に基づく食品表示
基準の改正日
　平成29年９月１日
■対象となる加工食品　輸入品
を除く全ての加工食品
■表示のルール
 ・加工食品に占める重量割合が
一番多い原材料の、原産地を
表示すること。
 ・原則、国別重量順（２カ国以
上の産地の原材料を使用して
いる場合は多い順）に記載す
ること。
（重量順第１位の原材料が生鮮
食品の場合）産地を表示
（重量順第１位の原材料が加工
食品の場合）製造地を表示
※ただし、重量順第１位の加工
食品に使われた生鮮食品の産
地が分かっている場合は、そ
の産地を表示することもでき
ます。
■その他　不明な点は、お問い
合わせください。
○問い合わせ
（相談の受け付け）
　消費者庁　食品表示企画課
　☎03(3507)8800（代表）
（違反情報の受け付け）
　消費者庁　表示対策課
　☎03(3507)8800（代表）
　農林水産省　消費・安全局
　消費者行政・食育課
　☎03(3502)7804
　農林水産省　九州農政局
　表示・規格課
　☎096(211)9156

就　職

商工業

募　集
日南市行政評価外部評
価委員会委員

　市が実施している事業に対
し、市民の皆さんから広く意見
を聞き、市政に反映するため
に、外部評価委員会委員を公募
します。
■募集人数　１人（欠員補充）
■対象者
①平成31年４月1日現在、18歳
以上の市内在住者
②市政運営に関心があり、年間
４回程度の会議に継続して出
席できる方
③国・地方公共団体の議員およ
び職員でない方
■任期
　１年間（翌年３月まで）
■開催期間・時間
　７月～10月（予定）の平日、
年４回
 ・10時～17時（年２回）
 ・14時～16時程度（年２回）
■応募方法
　本庁総合戦略課にある所定の
公募申込書に必要事項を記入
の上、申込者本人が直接お持
ちになるか、郵送してくださ
い。申込書は市公式ホーム
ページからダウンロードでき
ます。
■応募期限　４月26日(金)
■選考方法　書類選考
■結果通知　応募者全員にお知
らせします。
■その他　委員会などの出席の
際は、費用弁償します。
○申込・問い合わせ
　本庁総合戦略課　総合戦略係
　☎(31)1116
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1

危険物取扱者試験準備
講習会

　危険物取扱者試験（乙種第４
類）受験者のための講習会で
す。
■日時
　５月14日(火)、15日(水)
　９時30分～16時30分
　（受付）９時～
■場所　市消防本部　２階研修
室
※駐車場は、庁舎横（運動公園
側）をご利用ください。
■申込方法　市消防本部予防
課、市消防署、北郷消防出張
所、南郷消防出張所に設置の
申請書に記入の上、(一社)宮
崎県危険物安全協会へ郵送す
るか、直接お持ちください。
■申込開始
　４月８日(月)　（先着順）
○申込・問い合わせ
　(一社)宮崎県危険物安全協会
　☎0985(22)1868
　〒880-0805
　宮崎市橘通東2-7-18
　宮崎県住宅供給公社ビル３階
（問い合わせのみ）
　日南地区危険物安全協会
　☎(23)2530

危険物取扱者試験（甲
種、乙種（第１類～第
６類）、丙種）

■日時　６月16日(日)
　９時30分～　（集合）９時
■場所　日南振徳高校
■申込方法
（電子申請）
　インターネットで「消防試験
研究センター」と検索し、申
し込んでください。
（書面申請）
　市消防本部予防課、市消防

署、北郷消防出張所、南郷消
防出張所に設置の申請書に記
入の上、（一財）消防試験研
究センターへ郵送するか、直
接お持ちください。
■申込期間
（電子申請）
　４月５日(金)～15日(月)
（書面申請）
　４月８日(月)～18日(木)
※当日消印有効
○申込・問い合わせ
　(一財)消防試験研究センター
宮崎県支部
　☎0985(22)0239
　〒880-0805
　宮崎市橘通東2-7-18
　宮崎県住宅供給公社ビル４階

応急手当講習会

　いざという時に慌てず適切な
応急処置ができるように、正し
い心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の使い方など、知
識や技術を学んでみませんか。
１人からでも受講できますの
で、気軽にお申し込みください。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時刻は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、Ａ
ＥＤの使用法
　４月24日(水)、５月15日(水)、
６月５日(水)
　９時～９時45分
②救命入門コース
　心肺蘇生法（人工呼吸あり）、
ＡＥＤの使用法
　５月29日(水)
　９時～10時30分
③普通救命講習
　心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、
異物除去法、止血法
　６月19日(水)
　９時～12時
■場所　市消防本部

消　防

農　業

■定員　各コース15人(先着順)
■受講料　無料
■申込方法　電話
■服装　動きやすい服
■その他　定期講習以外にも10
人以上の団体であれば、職員
が希望の場所へ出向いて、講
習をします。
○申込・問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584
　（平日の８時30分～17時15分）

農村活性化支援事業

　農道や土地改良施設の改修
や、補修を考えている施設があ
る方を支援しますので、申請し
てください。
■対象となる活動
　農道や農業用用・排水路など
の土地改良施設の保全や長寿
命化を図る活動
　（例）農道のコンクリート舗
装、農業用用・排水路のコン
クリート二次製品の布設な
ど。
※ただし、対価として報酬など
を受けるものは、対象となり
ません。
■支援対象者
市内在住または市内が活動拠
点の個人、団体
※個人の場合、３人以上が賛同
し事業を実施すること。
■支援対象経費
　原材料費、重機その他の機械
借上料
　（１事業につき単年度30万円
が上限）
■申込期限　６月28日(金)
■事業実施後の施設管理
　市と事業実施者間で「施設維
持管理協定書」を締結後、事
業実施者が自ら管理します。
○問い合わせ　本庁農村整備課
　農地整備係　☎(31)1136

危
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家内労働（内職）情報

　家内労働をお探しの方は、気
軽にお問い合わせください。無
料の情報提供とあっせんをして
います。事業所からの内職委託
の際にも、ぜひ、当センターを
ご利用ください。
■仕事の内容（３月１日現在）
 ・紳士、婦人服の補正
　････････････ 作業内容による
 ・スケッチブック紐付け、シー
ル貼り･････････ １冊　1.5円
 ・糸切り作業他･ １着　50円～
 ・医療機器電気コード組み立
て、加工 １個　２～４円
 ・医療機器電気コード組み立て
････････････････ １個　２円

 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、
ラベル貼り（工場内での内
職）････１冊袋入れ　0.8円～
 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁
経験者）･････ １着　600円～
※仕事によっては細かい作業も
あり、その他の求人条件が加
わる場合もあります。
○問い合わせ
　日南就職相談支援センター
　（宮崎県日南総合庁舎１階）
　☎(22)2714（受付時間は、
　月～金の９時～17時）

～食品事業者の皆さんへ～

全ての加工食品に原料
原産地表示が必要とな
ります

　2022年３月31日までには、
原料原産地を表示する必要があ
ります。包材の発注などの準備
は計画的にお願いします。

■食品表示法に基づく食品表示
基準の改正日
　平成29年９月１日
■対象となる加工食品　輸入品
を除く全ての加工食品
■表示のルール
 ・加工食品に占める重量割合が
一番多い原材料の、原産地を
表示すること。
 ・原則、国別重量順（２カ国以
上の産地の原材料を使用して
いる場合は多い順）に記載す
ること。
（重量順第１位の原材料が生鮮
食品の場合）産地を表示
（重量順第１位の原材料が加工
食品の場合）製造地を表示
※ただし、重量順第１位の加工
食品に使われた生鮮食品の産
地が分かっている場合は、そ
の産地を表示することもでき
ます。
■その他　不明な点は、お問い
合わせください。
○問い合わせ
（相談の受け付け）
　消費者庁　食品表示企画課
　☎03(3507)8800（代表）
（違反情報の受け付け）
　消費者庁　表示対策課
　☎03(3507)8800（代表）
　農林水産省　消費・安全局
　消費者行政・食育課
　☎03(3502)7804
　農林水産省　九州農政局
　表示・規格課
　☎096(211)9156

就　職

商工業

募　集
日南市行政評価外部評
価委員会委員

　市が実施している事業に対
し、市民の皆さんから広く意見
を聞き、市政に反映するため
に、外部評価委員会委員を公募
します。
■募集人数　１人（欠員補充）
■対象者
①平成31年４月1日現在、18歳
以上の市内在住者
②市政運営に関心があり、年間
４回程度の会議に継続して出
席できる方
③国・地方公共団体の議員およ
び職員でない方
■任期
　１年間（翌年３月まで）
■開催期間・時間
　７月～10月（予定）の平日、
年４回
 ・10時～17時（年２回）
 ・14時～16時程度（年２回）
■応募方法
　本庁総合戦略課にある所定の
公募申込書に必要事項を記入
の上、申込者本人が直接お持
ちになるか、郵送してくださ
い。申込書は市公式ホーム
ページからダウンロードでき
ます。
■応募期限　４月26日(金)
■選考方法　書類選考
■結果通知　応募者全員にお知
らせします。
■その他　委員会などの出席の
際は、費用弁償します。
○申込・問い合わせ
　本庁総合戦略課　総合戦略係
　☎(31)1116
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1

危険物取扱者試験準備
講習会

　危険物取扱者試験（乙種第４
類）受験者のための講習会で
す。
■日時
　５月14日(火)、15日(水)
　９時30分～16時30分
　（受付）９時～
■場所　市消防本部　２階研修
室
※駐車場は、庁舎横（運動公園
側）をご利用ください。
■申込方法　市消防本部予防
課、市消防署、北郷消防出張
所、南郷消防出張所に設置の
申請書に記入の上、(一社)宮
崎県危険物安全協会へ郵送す
るか、直接お持ちください。
■申込開始
　４月８日(月)　（先着順）
○申込・問い合わせ
　(一社)宮崎県危険物安全協会
　☎0985(22)1868
　〒880-0805
　宮崎市橘通東2-7-18
　宮崎県住宅供給公社ビル３階
（問い合わせのみ）
　日南地区危険物安全協会
　☎(23)2530

危険物取扱者試験（甲
種、乙種（第１類～第
６類）、丙種）

■日時　６月16日(日)
　９時30分～　（集合）９時
■場所　日南振徳高校
■申込方法
（電子申請）
　インターネットで「消防試験
研究センター」と検索し、申
し込んでください。
（書面申請）
　市消防本部予防課、市消防

署、北郷消防出張所、南郷消
防出張所に設置の申請書に記
入の上、（一財）消防試験研
究センターへ郵送するか、直
接お持ちください。
■申込期間
（電子申請）
　４月５日(金)～15日(月)
（書面申請）
　４月８日(月)～18日(木)
※当日消印有効
○申込・問い合わせ
　(一財)消防試験研究センター
宮崎県支部
　☎0985(22)0239
　〒880-0805
　宮崎市橘通東2-7-18
　宮崎県住宅供給公社ビル４階

応急手当講習会

　いざという時に慌てず適切な
応急処置ができるように、正し
い心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の使い方など、知
識や技術を学んでみませんか。
１人からでも受講できますの
で、気軽にお申し込みください。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時刻は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、Ａ
ＥＤの使用法
　４月24日(水)、５月15日(水)、
６月５日(水)
　９時～９時45分
②救命入門コース
　心肺蘇生法（人工呼吸あり）、
ＡＥＤの使用法
　５月29日(水)
　９時～10時30分
③普通救命講習
　心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、
異物除去法、止血法
　６月19日(水)
　９時～12時
■場所　市消防本部

消　防

農　業

■定員　各コース15人(先着順)
■受講料　無料
■申込方法　電話
■服装　動きやすい服
■その他　定期講習以外にも10
人以上の団体であれば、職員
が希望の場所へ出向いて、講
習をします。
○申込・問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584
　（平日の８時30分～17時15分）

農村活性化支援事業

　農道や土地改良施設の改修
や、補修を考えている施設があ
る方を支援しますので、申請し
てください。
■対象となる活動
　農道や農業用用・排水路など
の土地改良施設の保全や長寿
命化を図る活動
　（例）農道のコンクリート舗
装、農業用用・排水路のコン
クリート二次製品の布設な
ど。
※ただし、対価として報酬など
を受けるものは、対象となり
ません。
■支援対象者
市内在住または市内が活動拠
点の個人、団体
※個人の場合、３人以上が賛同
し事業を実施すること。
■支援対象経費
　原材料費、重機その他の機械
借上料
　（１事業につき単年度30万円
が上限）
■申込期限　６月28日(金)
■事業実施後の施設管理
　市と事業実施者間で「施設維
持管理協定書」を締結後、事
業実施者が自ら管理します。
○問い合わせ　本庁農村整備課
　農地整備係　☎(31)1136

危
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07　お知らせ 06　お知らせ

グレイトアース宮崎・
日南海岸ライド２０１９

　全国各地のライダー約800人
が、春の宮崎～日南間を自転車
で駆け抜けます。沿道からの声
援をよろしくお願いします。ま
た、車を運転される方は、ライ
ダーにご注意ください。
■日時　４月21日(日)
　６時30分～
■ルート
①ロングコース
　県総合運動公園⇒田野⇒飫肥
城⇒国道220号⇒道の駅フェ
ニックス⇒県総合運動公園
②ショートコース
　県総合運動公園⇒道の駅フェ
ニックス⇒国道220号⇒潮の
杜⇒道の駅フェニックス⇒県
総合運動公園

■その他
　元バレーボール日本代表の山
本隆弘さんも、ゲストライ
ダーとして参加します。
○問い合わせ
　(株)地域活性化プロジェクト
　☎0985(31)7086

春の植木市

　春を彩る植木や花などを、多
数展示・販売します。また、植
木教室などの多彩なイベントを
用意していますので、ぜひ、ご
来場ください。
■期間
　４月３日(水)～21日(日)
　９時～17時
■場所
　日南総合運動公園
　プール横北側駐車場
■イベント日時・内容
①９日(火)14時～

イベント 　「盆栽の上手な育て方」
②12日(金)14時～
　「植木の手入れ相談教室」
③13日(土)13時～　※雨天順延
　「チャリティーオークション」
④16日(火)14時～
　「洋蘭と草花の年間の手入れ」
■出店業者　豊楽園緑化、霧島
園芸、川口造園、野元珍松園、
岩崎造園
○問い合わせ
　日南商工会議所
　☎(23)2211

イベント
　春も楽しいイベントをたくさん開催します。事前申込は不要ですので、直接、図書館へお越しください。

図書館イベント

募　集
　次のとおり、市営住宅の入居者を募集します。
■入居日　６月１日(土)
■申込受付期間　４月16日(火)～24日(水)
■申込方法　申請書と必要書類を一緒に提出してください。
※申請書の配布・説明は随時します。
※申込者多数の場合は、抽選します。
■申込資格
①現在住宅に困っている方
②原則として現在、同居または同居しようとする親族のある
方
（※単身入居は、単身入居要件のいずれかに該当すれば入居
が可能です）
③公営住宅入居資格収入基準以下である方
④税金の滞納がない方
⑤申込者および同居者が暴力団員でないこと
■単身入居要件
 ・満60歳以上の方
 ・障がい者で、自活生活ができる方（身体障がい４級以上、
知的・精神障がい３級以上）
 ・原子爆弾被爆者　 ・ハンセン病療養所入所者
 ・ＤＶ被害者　 ・生活保護受給者
※右記以外に、松原団地や坂元団地などの随時募集中の住宅
もあります。
※詳細は、お問い合わせください。
○申込・問い合わせ
　本庁建築住宅課　住宅係　☎(31)1140

市営住宅の入居者

　防災・気象情報をメール
で配信中。登録は下記ＱＲ
コードから。
○問い合わせ
本庁総務・
危機管理課
危機管理係
　☎（31）1125

防災・気象メールにちなん

書道「房水会」作品展

　自主書道教室で学んでいる
方々の作品展です。ぜひ、ご来
場ください。
■日時
　４月７日(日)～16日(火)
　９時～17時
※７日(日)は13時～17時、16日
(火)は９時～15時
■場所　まなびピア　ロビー
■参加自主教室
　土筆会、房書会、フレンド、
わかば、すみれ、奥村会、あ
かしや会
■入場料　無料
○問い合わせ
　井戸川房子　☎(25)1711
　鈴木美保子
　☎090(9579)5870

第10回日南名流会

　日南市文化芸術協会舞踊部の
各流派の先生方による、10団体
16演目の長唄・大和楽・民舞な
どの発表会です。春らんまんの
この季節に、日本舞踊の華やか
な舞台を、ぜひ、ご覧ください。
■日時　４月28日(日)
　（開場）11時15分
　（開演）12時
■場所
　文化センター　大ホール
■入場料
　1,000円（全席自由）
■チケット販売所
 ・文化センター事務所（電話予
約もできます）
※藤間・花柳・若柳の各流派の
先生からも購入できます。
○問い合わせ　日南市文化芸術
協会事務局（七島）
　☎080(6425)8885

イベント 日南こども食堂

■日時　４月13日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　旧日南カトリック幼稚
園
■対象者　市内在住であれば年
齢を問わず、誰でも参加でき
ます。
■定員　50人（先着順）
■費用　無料（事前申込不要）
■その他
 ・会員やボランティアを随時募
集中。興味のある方は、ご連
絡ください。
 ・会への寄付金や食材、衣料品、
学用品、おもちゃなどの提供
も受け付けています。
　銀行名：宮崎銀行油津支店
　種別：普通　口座：183421
　名義：日南こども食堂
　　　　つわぶきの会
○問い合わせ
　日南こども食堂つわぶきの会
（代表：西）
　☎080(6402)0894

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

影平
1
3K

6,800～
7,900
可
桜ケ丘

津の峯
1
1DK

17,500～
34,400
可
油津

大堂津漁民
1
3K

8,900～
17,600
不可
大堂津

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

かはと
1
3DK

15,800～
31,000
不可
北郷

■市営住宅９戸（表内から１戸を選んで申し
込んでください）
※家賃額は所得などによって異なります。

イベント名

期間・期日

準備する物

内 容

対 象 者

時 間

開 催 場 所
・問い合わせ

クイズイベント
「こども☆クイズラリー」

図書館おはなし会
「春のスペシャルおはなし会」

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

今町
1
3DK

26,100～
51,200
不可
飫肥

南平
1
3DK

16,300～
32,000
不可
吾田東

山瀬
3
3DK

14,300～
37,900
不可
吾田

読書会
「まなび読書会2019」

クイズに答えて、図書館で楽
しい時間を過ごしませんか。
ぜひ、チャレンジしてみてく
ださい。

春にちなんだ大型絵本で、楽
しい読み聞かせなどをしま
す。

図書館で借りた好きな本を持
ち寄り、自由に感想を語り合
いませんか。

４月16日(火)～５月12日(日) ４月20日(土)
４月28日(日)
※毎月第４日曜日開催

開館時間 14時～ 15時～16時

未就学児、小学生 どなたでも 高校生以上

－ － 紹介する本

まなびピア図書館
☎(22)5666

北郷図書館
☎(55)2469

まなびピア図書館
☎(22)5666
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グレイトアース宮崎・
日南海岸ライド２０１９

　全国各地のライダー約800人
が、春の宮崎～日南間を自転車
で駆け抜けます。沿道からの声
援をよろしくお願いします。ま
た、車を運転される方は、ライ
ダーにご注意ください。
■日時　４月21日(日)
　６時30分～
■ルート
①ロングコース
　県総合運動公園⇒田野⇒飫肥
城⇒国道220号⇒道の駅フェ
ニックス⇒県総合運動公園
②ショートコース
　県総合運動公園⇒道の駅フェ
ニックス⇒国道220号⇒潮の
杜⇒道の駅フェニックス⇒県
総合運動公園

■その他
　元バレーボール日本代表の山
本隆弘さんも、ゲストライ
ダーとして参加します。
○問い合わせ
　(株)地域活性化プロジェクト
　☎0985(31)7086

春の植木市

　春を彩る植木や花などを、多
数展示・販売します。また、植
木教室などの多彩なイベントを
用意していますので、ぜひ、ご
来場ください。
■期間
　４月３日(水)～21日(日)
　９時～17時
■場所
　日南総合運動公園
　プール横北側駐車場
■イベント日時・内容
①９日(火)14時～

イベント 　「盆栽の上手な育て方」
②12日(金)14時～
　「植木の手入れ相談教室」
③13日(土)13時～　※雨天順延
　「チャリティーオークション」
④16日(火)14時～
　「洋蘭と草花の年間の手入れ」
■出店業者　豊楽園緑化、霧島
園芸、川口造園、野元珍松園、
岩崎造園
○問い合わせ
　日南商工会議所
　☎(23)2211

イベント
　春も楽しいイベントをたくさん開催します。事前申込は不要ですので、直接、図書館へお越しください。

図書館イベント

募　集
　次のとおり、市営住宅の入居者を募集します。
■入居日　６月１日(土)
■申込受付期間　４月16日(火)～24日(水)
■申込方法　申請書と必要書類を一緒に提出してください。
※申請書の配布・説明は随時します。
※申込者多数の場合は、抽選します。
■申込資格
①現在住宅に困っている方
②原則として現在、同居または同居しようとする親族のある
方
（※単身入居は、単身入居要件のいずれかに該当すれば入居
が可能です）
③公営住宅入居資格収入基準以下である方
④税金の滞納がない方
⑤申込者および同居者が暴力団員でないこと
■単身入居要件
 ・満60歳以上の方
 ・障がい者で、自活生活ができる方（身体障がい４級以上、
知的・精神障がい３級以上）
 ・原子爆弾被爆者　 ・ハンセン病療養所入所者
 ・ＤＶ被害者　 ・生活保護受給者
※右記以外に、松原団地や坂元団地などの随時募集中の住宅
もあります。
※詳細は、お問い合わせください。
○申込・問い合わせ
　本庁建築住宅課　住宅係　☎(31)1140

市営住宅の入居者

　防災・気象情報をメール
で配信中。登録は下記ＱＲ
コードから。
○問い合わせ
本庁総務・
危機管理課
危機管理係
　☎（31）1125

防災・気象メールにちなん

書道「房水会」作品展

　自主書道教室で学んでいる
方々の作品展です。ぜひ、ご来
場ください。
■日時
　４月７日(日)～16日(火)
　９時～17時
※７日(日)は13時～17時、16日
(火)は９時～15時
■場所　まなびピア　ロビー
■参加自主教室
　土筆会、房書会、フレンド、
わかば、すみれ、奥村会、あ
かしや会
■入場料　無料
○問い合わせ
　井戸川房子　☎(25)1711
　鈴木美保子
　☎090(9579)5870

第10回日南名流会

　日南市文化芸術協会舞踊部の
各流派の先生方による、10団体
16演目の長唄・大和楽・民舞な
どの発表会です。春らんまんの
この季節に、日本舞踊の華やか
な舞台を、ぜひ、ご覧ください。
■日時　４月28日(日)
　（開場）11時15分
　（開演）12時
■場所
　文化センター　大ホール
■入場料
　1,000円（全席自由）
■チケット販売所
 ・文化センター事務所（電話予
約もできます）
※藤間・花柳・若柳の各流派の
先生からも購入できます。
○問い合わせ　日南市文化芸術
協会事務局（七島）
　☎080(6425)8885

イベント 日南こども食堂

■日時　４月13日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　旧日南カトリック幼稚
園
■対象者　市内在住であれば年
齢を問わず、誰でも参加でき
ます。
■定員　50人（先着順）
■費用　無料（事前申込不要）
■その他
 ・会員やボランティアを随時募
集中。興味のある方は、ご連
絡ください。
 ・会への寄付金や食材、衣料品、
学用品、おもちゃなどの提供
も受け付けています。
　銀行名：宮崎銀行油津支店
　種別：普通　口座：183421
　名義：日南こども食堂
　　　　つわぶきの会
○問い合わせ
　日南こども食堂つわぶきの会
（代表：西）
　☎080(6402)0894

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

影平
1
3K

6,800～
7,900
可
桜ケ丘

津の峯
1
1DK

17,500～
34,400
可
油津

大堂津漁民
1
3K

8,900～
17,600
不可
大堂津

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

かはと
1
3DK

15,800～
31,000
不可
北郷

■市営住宅９戸（表内から１戸を選んで申し
込んでください）
※家賃額は所得などによって異なります。

イベント名

期間・期日

準備する物

内 容

対 象 者

時 間

開 催 場 所
・問い合わせ

クイズイベント
「こども☆クイズラリー」

図書館おはなし会
「春のスペシャルおはなし会」

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

今町
1
3DK

26,100～
51,200
不可
飫肥

南平
1
3DK

16,300～
32,000
不可
吾田東

山瀬
3
3DK

14,300～
37,900
不可
吾田

読書会
「まなび読書会2019」

クイズに答えて、図書館で楽
しい時間を過ごしませんか。
ぜひ、チャレンジしてみてく
ださい。

春にちなんだ大型絵本で、楽
しい読み聞かせなどをしま
す。

図書館で借りた好きな本を持
ち寄り、自由に感想を語り合
いませんか。

４月16日(火)～５月12日(日) ４月20日(土)
４月28日(日)
※毎月第４日曜日開催

開館時間 14時～ 15時～16時

未就学児、小学生 どなたでも 高校生以上

－ － 紹介する本

まなびピア図書館
☎(22)5666

北郷図書館
☎(55)2469

まなびピア図書館
☎(22)5666
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08　お知らせ

内　科 毎　日
日曜日・祝日・年末年始

19時～22時
小児科

※日曜・祝日は、６カ月未満児の対応もできます。
※平日は、６カ月未満児の対応はできません（かかりつけ医にご相談ください）。

○日南市初期夜間急病センター　☎（23）9999

急な病気で困ったとき、ご利用ください

医師や看護師が
医療相談に応じます。

24時間対応診療科目 診療日 診療時間

☎（31）1111

急な病気で困ったら・・・
○救急医療電話相談

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

司法書士会による無料法律相談会

○申込・問い合わせ　司法書士会日南支部（立
山）　☎080(1725)2391

※前日までに事前予約をお願いします。
（予約時間：平日10時～16時）
■相談対象　相続・売買などの不動産登記、商業
登記、多重債務問題、成年後見など

■日時・場所　４月16日(火)14時～16時（１人
40分）市役所　別館２階会議室

■相談員　司法書士２人

ひきこもり相談

○申込・問い合わせ
　宮崎県ひきこもり地域支援センター
　☎0985(27)8133・0985(44)2411
　宮崎市霧島1-1-2
■相談対象　「ひきこもり」は、さまざまな要因
により就労や就学などの社会的な参加が、長期
間失われている状態のことです。解決には、適
切な支援機関に相談することが有効です。本人
だけでなく、ご家族や支援者からの相談も受け
付けます。まずは、お電話ください。

■日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
８時30分～17時
■場所　宮崎県総合保健センター４階（宮崎県精
神保健福祉センター内）

※来所相談は、電話相談後にご予約ください。

消費生活相談

○問い合わせ
　日南串間消費生活センター　☎(23)4390
　消費者ホットライン　☎188（イヤヤ）
■相談対象
　商品、サービス、契約への苦情や、送りつけ商
法、点検商法などの悪質商法、不当要求、イン
ターネットショッピングのトラブルなどの消費
生活に関する相談

■日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
　９時～12時、13時～16時
■場所　ふれあい健やかセンター２階　地域自治
課　市民生活係内

こころの健康相談

○申込・問い合わせ　日南保健所　健康づくり課
　☎(23)3141　FAX(23)3014
※前日の午前中までに事前予約をお願いします。
■相談対象
　ストレス、不眠、アルコール問題や認知症など、
こころの健康に関する相談を希望される方。本
人だけでなく、ご家族や支援者からの相談も受
け付けます。
■日時・場所　４月25日(木)　14時～16時
　日南保健所（原則毎月第４木曜日午後）
■相談員　精神科医師

ライフサポートセンター
～暮らし全般に関する総合相談所～

○申込・問い合わせ　ライフサポートセンターみやざき　☎0120(397)864　宮崎市広島1-11-8
※ホームページの「受付フォーム」に入力するか、電話で予約してください。
※相談内容により、曜日が異なります。詳細は、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
■相談対象　生活法律、職場、学校、家庭、年金・家計、社会保険、老後の暮らし、労働、金融・多重債務、
子育て、介護、生活保障など

■日時・場所　平日の10時～17時　ライフサポートセンターみやざき　（労働福祉会館　別館２階）
※電話での相談もできます。
■相談員　常駐相談員、専門相談員


