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　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

新型コロナウイルスによ
り、納税が困難な方へ

　新型コロナウイルスの影響を
受け、一定以上の収入が減った
場合には、徴収（納税）の猶予
を受けられる場合があります。
申請が受理された場合、各納期
から、最大で１年間、延滞金が
加算されず、督促もされません。
〇対象となる方　令和２年２月
以降の任意の期間（１カ月以
上）において、事業や給与等
に係る収入が、前年同期と比
べて20％以上減少しており、
税目毎の納付期限までに、納
税することが困難な方。
○問い合わせ　本庁税務課　
　納税管理係　☎(31)1122

７月は下水道事業受益者
負担金第２期の納期です

■納期限　７月31日(金)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。
※「口座振替」の方は、納期限ま
でに口座残高の確認をお願い
します。
　何かの事情で納期内に納める
ことができない方は、お気軽
にご相談ください。
　納付は「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。
○問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　７月22日(水)　15時～
■場所　市役所別館２階会議室
※傍聴の事前申し込みは不要で
す。
　詳しくは、学校教育課へお問
い合わせください。
○問い合わせ　学校教育課
　☎(31)1178

「サマージャンボ宝く
じ」「サマージャンボミ
ニ」発売

　この宝くじの収益金は、市町
村のまちづくりに使われていま
す。収益金は、県内での宝くじ
販売額に応じて交付されますの
で、ぜひ、県内での購入をお願
いします。
■当選金
【サマージャンボ宝くじ】
　１等･･･５億円
　前後賞･･･各１億円
【サマージャンボミニ】
　１等･･･1,000万円
■発売価格　１枚　300円
■発売期間
　７月14日(火)～８月14日(金)
■抽せん日　８月21日(金)
※市役所では発売していません
ので、ご注意ください。
○問い合わせ
　本庁財政課　財政係
　☎(31)1137

特別定額給付金の申請
はお済みですか

　現在、世帯員1人につき10万
円を支給する「特別定額給付
金」の申請を受け付けていま
す。手続きがお済みでない方
は、早めにお済ませください。
なお、申請書はすでに５月13日
に郵送しております。届いてい
ない方や紛失された方は、下記
までご連絡をお願いします。
■申請期限　８月12日(水)
（当日消印有効)
〇申込・問い合わせ　日南市新
型コロナウイルス感染症市民
生活・経済対策推進室
　☎(31)1188

７月31日までに
納めましょう

■固定資産税２期
■国民健康保険税２期
■介護保険料２期
■後期高齢者医療保険料１期
※7月20日(月)頃までに後期高
齢者医療保険料の納付書が届
かなかった方は、ご連絡くだ
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。
○問い合わせ
【後期高齢者医療保険料】
　本庁市民課　保険係
　☎(31)1126
【納税に関すること】

行　政

税　金
生　活

夢

教　育
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03　お知らせ 02　お知らせ

■対象者　65歳以上の方
※職場・病院で検診を受ける機会のない方はぜひ受
けてください。
■費用　無料
■持っていくもの　受診票：受診票のない方は、検
診当日会場で受付します。
■服装　無地のＴシャツ又は、ボタンのない下着を着てお越しください。
■検診結果　約１カ月後精密検査が必要な方のみにお知らせします。注意：異常なしの方にはお知らせしま
せん。
■肺がん検診を申し込まれた方へ　肺がん検診と結核検診を重複して受診する必要はないため、今年度肺が
ん検診を申し込まれた方には結核検診案内（受診票）を通知していません。
〇問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

　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　畜産係　☎(31)1132農　業 畜産農家の皆さんへ

健　康 令和２年度結核検診（北郷・南郷地区）

健　康 各種がん検診

◎医療機関ですでに撮影が済んでいる方は、健康増進課（☎(31)1129）までお知らせください。
■検診月日と会場
【北郷地区】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【南郷地区】

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診できますのでぜひお越しください。
　なお、新たに申し込みをされる方は健康増進課までご連絡ください。受診票を郵送します。
胃・大腸がん検診（東郷・油津会場）
■受付時間　８時～10時（大腸がん検診のみの方は９時～10時）
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、大腸がん検診容器（受診者のみ）、検診料
金、健康手帳
■その他　新型コロナウイルスの状況によっては、検診を中止または
延期する可能性があります。
〇申込・問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

月　日
７/15(水)
７/16(木)
７/17(金)
７/21(火)
７/22(水)

場　　所

東郷公民館

まなびピア
老人福祉センター
風田交流センター

月  日
7月7日
(火)

7月10日
(金)

7月14日
(火)

7月17日
(金)

場　　所
札之尾地区ふれあいセンター
榎原コミュニティーセンター
中講担い手研修所
下講集落センター
西町体育館（南郷団地地区）
外浦自治公民館
栄松Ａ団地集会所
脇本集落センター
潟上小学校入口
原向地区ふれあいセンター
大迫研修集会施設
笹久保営農研修施設
大牟礼地区多目的集会施設
夫婦浦漁民研修施設
贄波地区集落農村集会所
谷之口多目的研修施設
津屋野研修集会施設
上中村公民館
南郷健康福祉センター
旧南郷町総合支所玄関前
目井津海岸（西目井津地区）
旧南郷町総合支所玄関前
南郷健康福祉センター
目井津海岸（東目井津地区）
★夜間検診★
南郷健康福祉センター

検診受付時間
9:30～ 9:35
9:50～10:05
10:20～10:35
10:50～11:05
11:25～11:40
13:30～14:20
14:45～15:10
9:30～ 9:45
10:00～10:15
10:30～10:45
11:00～11:10
11:25～11:35
11:50～12:00
13:30～13:45
14:05～14:20
9:30～ 9:50
10:05～10:25
10:40～11:00
11:15～11:35
13:20～13:50
14:15～14:40
9:30～10:00
10:20～10:35
10:50～11:20

17:30～18:00

月  日
7月3日
(金)

7月6日
(月)

場　　所
坂元公民館（北郷）
宿野公民館
曽和田（バス停付近）
河原谷公民館
大戸野公民館
田代公民館
黒荷田公民館
年見公民館
上郷会館
★夜間検診★
北郷町地域振興センター
内之田公民館
倉迫公民館
大藤公民館
立野公民館
新町公民館
北郷町地域振興センター
平佐公民館
昼野公民館
常明寺公民館
中央公民館

検診受付時間
9:30～ 9:45
10:00～10:15
10:30～10:35
11:05～11:10
11:45～11:50
13:20～13:25
13:40～13:45
14:05～14:10
14:20～14:30

17:30～18:00
9:30～ 9:45
10:00～10:05
10:20～10:35
10:50～11:00
11:15～11:35
11:45～12:00
13:30～13:35
13:45～14:00
14:20～14:35
14:50～15:10

福　祉

観　光

行　政

7/15(水)～7/17(金)
7/20(月)～7/22(水)
7/27(月)
7/29(水)～7/31(金)
8/3(月)～8/4(火)
8/5(水)～8/7(金)
8/20(木)～8/21(金)
8/26(水)～8/27(木)

細田支所
飫肥出張所
榎原支所
南郷町地域振興センター
酒谷支所
北郷町地域振興センター
東郷出張所
鵜戸支所

家、商家資料館、旧高橋源次郎家の３施設は当面
の間無料で入館できます。
②共通券団体料金（20名以上）の一部を変更しま
す。

 ・松尾の丸、歴史資料館、豫章館、国際交流センター
小村記念館４館共通団体券（一人あたり料金）
■その他
 ・その他の入館料、四半的体験料については変更
ありません。
 ・詳細につきましては市ＨＰ、飫肥城由緒施設各
窓口にてご確認ください。
〇問い合わせ　観光・スポーツ課　☎(27)3315
　小村記念館　☎(25)1905

日南市内のプール・海水浴場の運営

　令和２年度夏季中の海水浴場及びプールの運営に
ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、下記のとおりといたします。感染防止対策への
御理解と御協力をお願いいたします。
■プール（開設中止）
　十分な感染防止対策がとれないため、開設中止と
いたします。

■海水浴場（開設）

　富土・大堂津海水浴場に併設された幼児用プール
は閉鎖します。
〇問い合わせ　観光・スポーツ課　☎(27)3315

「第11回特別弔慰金」の受付を支所
などで行います
～戦没者などのご遺族の皆さまへ～

　本庁福祉課以外でも、下記の日程で請求手続きを
行います。
■日程・場所

■時間（全ての場所）　10時～15時30分
■支給対象者　戦没者の死亡当時のご遺族で、令和
２年４月１日（基準日）において、公務扶助料や
遺族年金などを受ける方がいない場合に、一定の
要件に該当するご遺族お一人に対し、次の順番で
５年償還の記名国債が支給されます。
（１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

（２）戦没者などの子
（３）戦没者などの①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
（４）上記（１）～（３）以外の戦没者などの三親等
内の親族（甥、姪など）

※（４）は、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以
上の生計関係を有していた方に限ります。
■請求に必要なもの　来庁者の身分証明、請求者の
印鑑、戸籍抄本など（申請者により必要なものが
異なります。必ず、下記までお尋ねください）
■その他　本庁福祉課では令和５年３月31日まで
受け付けます。
〇手続き・問い合わせ　本庁福祉課　管理係
　☎(31)1163

飫肥城由緒施設の有料施設・入館料
の変更

　飫肥城由緒施設について、施設の管理運営を見直
し、一部の施設を民間の力を借りて再生、利活用を
進めることとしたため、有料施設と入館料の一部を
８月１日より変更します。皆様のご理解とご協力を
お願いします。
■変更日　８月１日(土) ～
■変更箇所
①有料施設をこれまでの７施設から、松尾の丸、飫
肥城歴史資料館、豫章館、国際交流センター小村
記念館の４施設に変更します。　※旧山本猪平

大人
大学生・高校生
中学生・小学生

旧料金
５２０円
４１０円
３１０円

新料金
５２０円
３４０円
１７０円

富土海水浴場
大堂津海水浴場
栄松ビーチ

開設期間
7/5(日)～8/31(月)
7/4(土)～8/31(月)
7/18(土)～8/31(月)

時　間
９時～17時
９時～17時
９時～16時

日南総合運動公園プール（市民プール）
多目的体育館（TJグループ）　☎(22)5050／

観光・スポーツ課　☎(31)1175
鯛取ふれあい公園　河川プール
観光・スポーツ課　☎(27)3315

広渡ダムレイクサイド公園　河川プール
北郷町地域振興センター　☎(55)2112

酒谷キャンプ場　遊水プール
日南ダム　河川プール
本庁農政課　☎(31)1132

防災・気象メールにちなん
　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
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■対象者　65歳以上の方
※職場・病院で検診を受ける機会のない方はぜひ受
けてください。
■費用　無料
■持っていくもの　受診票：受診票のない方は、検
診当日会場で受付します。
■服装　無地のＴシャツ又は、ボタンのない下着を着てお越しください。
■検診結果　約１カ月後精密検査が必要な方のみにお知らせします。注意：異常なしの方にはお知らせしま
せん。
■肺がん検診を申し込まれた方へ　肺がん検診と結核検診を重複して受診する必要はないため、今年度肺が
ん検診を申し込まれた方には結核検診案内（受診票）を通知していません。
〇問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

　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　畜産係　☎(31)1132農　業 畜産農家の皆さんへ

健　康 令和２年度結核検診（北郷・南郷地区）

健　康 各種がん検診

◎医療機関ですでに撮影が済んでいる方は、健康増進課（☎(31)1129）までお知らせください。
■検診月日と会場
【北郷地区】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【南郷地区】

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診できますのでぜひお越しください。
　なお、新たに申し込みをされる方は健康増進課までご連絡ください。受診票を郵送します。
胃・大腸がん検診（東郷・油津会場）
■受付時間　８時～10時（大腸がん検診のみの方は９時～10時）
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、大腸がん検診容器（受診者のみ）、検診料
金、健康手帳
■その他　新型コロナウイルスの状況によっては、検診を中止または
延期する可能性があります。
〇申込・問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

月　日
７/15(水)
７/16(木)
７/17(金)
７/21(火)
７/22(水)

場　　所

東郷公民館

まなびピア
老人福祉センター
風田交流センター

月  日
7月7日
(火)

7月10日
(金)

7月14日
(火)

7月17日
(金)

場　　所
札之尾地区ふれあいセンター
榎原コミュニティーセンター
中講担い手研修所
下講集落センター
西町体育館（南郷団地地区）
外浦自治公民館
栄松Ａ団地集会所
脇本集落センター
潟上小学校入口
原向地区ふれあいセンター
大迫研修集会施設
笹久保営農研修施設
大牟礼地区多目的集会施設
夫婦浦漁民研修施設
贄波地区集落農村集会所
谷之口多目的研修施設
津屋野研修集会施設
上中村公民館
南郷健康福祉センター
旧南郷町総合支所玄関前
目井津海岸（西目井津地区）
旧南郷町総合支所玄関前
南郷健康福祉センター
目井津海岸（東目井津地区）
★夜間検診★
南郷健康福祉センター

検診受付時間
9:30～ 9:35
9:50～10:05
10:20～10:35
10:50～11:05
11:25～11:40
13:30～14:20
14:45～15:10
9:30～ 9:45
10:00～10:15
10:30～10:45
11:00～11:10
11:25～11:35
11:50～12:00
13:30～13:45
14:05～14:20
9:30～ 9:50
10:05～10:25
10:40～11:00
11:15～11:35
13:20～13:50
14:15～14:40
9:30～10:00
10:20～10:35
10:50～11:20

17:30～18:00

月  日
7月3日
(金)

7月6日
(月)

場　　所
坂元公民館（北郷）
宿野公民館
曽和田（バス停付近）
河原谷公民館
大戸野公民館
田代公民館
黒荷田公民館
年見公民館
上郷会館
★夜間検診★
北郷町地域振興センター
内之田公民館
倉迫公民館
大藤公民館
立野公民館
新町公民館
北郷町地域振興センター
平佐公民館
昼野公民館
常明寺公民館
中央公民館

検診受付時間
9:30～ 9:45
10:00～10:15
10:30～10:35
11:05～11:10
11:45～11:50
13:20～13:25
13:40～13:45
14:05～14:10
14:20～14:30

17:30～18:00
9:30～ 9:45
10:00～10:05
10:20～10:35
10:50～11:00
11:15～11:35
11:45～12:00
13:30～13:35
13:45～14:00
14:20～14:35
14:50～15:10

福　祉

観　光

行　政

7/15(水)～7/17(金)
7/20(月)～7/22(水)
7/27(月)
7/29(水)～7/31(金)
8/3(月)～8/4(火)
8/5(水)～8/7(金)
8/20(木)～8/21(金)
8/26(水)～8/27(木)

細田支所
飫肥出張所
榎原支所
南郷町地域振興センター
酒谷支所
北郷町地域振興センター
東郷出張所
鵜戸支所

家、商家資料館、旧高橋源次郎家の３施設は当面
の間無料で入館できます。
②共通券団体料金（20名以上）の一部を変更しま
す。

 ・松尾の丸、歴史資料館、豫章館、国際交流センター
小村記念館４館共通団体券（一人あたり料金）
■その他
 ・その他の入館料、四半的体験料については変更
ありません。
 ・詳細につきましては市ＨＰ、飫肥城由緒施設各
窓口にてご確認ください。
〇問い合わせ　観光・スポーツ課　☎(27)3315
　小村記念館　☎(25)1905

日南市内のプール・海水浴場の運営

　令和２年度夏季中の海水浴場及びプールの運営に
ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、下記のとおりといたします。感染防止対策への
御理解と御協力をお願いいたします。
■プール（開設中止）
　十分な感染防止対策がとれないため、開設中止と
いたします。

■海水浴場（開設）

　富土・大堂津海水浴場に併設された幼児用プール
は閉鎖します。
〇問い合わせ　観光・スポーツ課　☎(27)3315

「第11回特別弔慰金」の受付を支所
などで行います
～戦没者などのご遺族の皆さまへ～

　本庁福祉課以外でも、下記の日程で請求手続きを
行います。
■日程・場所

■時間（全ての場所）　10時～15時30分
■支給対象者　戦没者の死亡当時のご遺族で、令和
２年４月１日（基準日）において、公務扶助料や
遺族年金などを受ける方がいない場合に、一定の
要件に該当するご遺族お一人に対し、次の順番で
５年償還の記名国債が支給されます。
（１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

（２）戦没者などの子
（３）戦没者などの①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
（４）上記（１）～（３）以外の戦没者などの三親等
内の親族（甥、姪など）

※（４）は、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以
上の生計関係を有していた方に限ります。
■請求に必要なもの　来庁者の身分証明、請求者の
印鑑、戸籍抄本など（申請者により必要なものが
異なります。必ず、下記までお尋ねください）
■その他　本庁福祉課では令和５年３月31日まで
受け付けます。
〇手続き・問い合わせ　本庁福祉課　管理係
　☎(31)1163

飫肥城由緒施設の有料施設・入館料
の変更

　飫肥城由緒施設について、施設の管理運営を見直
し、一部の施設を民間の力を借りて再生、利活用を
進めることとしたため、有料施設と入館料の一部を
８月１日より変更します。皆様のご理解とご協力を
お願いします。
■変更日　８月１日(土) ～
■変更箇所
①有料施設をこれまでの７施設から、松尾の丸、飫
肥城歴史資料館、豫章館、国際交流センター小村
記念館の４施設に変更します。　※旧山本猪平

大人
大学生・高校生
中学生・小学生

旧料金
５２０円
４１０円
３１０円

新料金
５２０円
３４０円
１７０円

富土海水浴場
大堂津海水浴場
栄松ビーチ

開設期間
7/5(日)～8/31(月)
7/4(土)～8/31(月)
7/18(土)～8/31(月)

時　間
９時～17時
９時～17時
９時～16時

日南総合運動公園プール（市民プール）
多目的体育館（TJグループ）　☎(22)5050／

観光・スポーツ課　☎(31)1175
鯛取ふれあい公園　河川プール
観光・スポーツ課　☎(27)3315

広渡ダムレイクサイド公園　河川プール
北郷町地域振興センター　☎(55)2112

酒谷キャンプ場　遊水プール
日南ダム　河川プール
本庁農政課　☎(31)1132

防災・気象メールにちなん
　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
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05　お知らせ 04　お知らせ

下水道排水設備工事責
任技術者共通試験

　排水設備工事は、下水道の機
能を十分生かすために、責任技
術者が専属する指定店が実施す
ることになっています。資格取
得を目指す方は、ぜひ、受験し
てください。
■日時　11月18日(水)
　14時～16時（受付 13時～）
■場所　宮崎市民プラザ
■受験料　6,000円
■申込方法
　７月１日(水)から下水道課で
配付する申請書に必要事項を
記入の上、直接、下水道課へ
お持ちください。
■申込期間
　７月20日(月)～31日(金)
※土日祝日を除く、８時30分～
17時15分
■その他
　新型コロナウイルス感染症の
影響により、延期または中止
になる場合があります。
○申込･問い合わせ
　下水道課　☎(23)9977
　（日南下水終末処理場内　大
字平野2820番地）

「令和２年度いきいき
合同金婚式」出席者

　結婚50年を迎えられるご夫婦
の合同金婚式を開催します。記
念に、ぜひ、ご出席ください。
■日時　10月13日(火)
　（受付 10時～）
【式典の部】10時30分～12時
 ・アトラクション
 ・記念撮影など
【祝宴の部】12時～13時
■場所　ホテルシーズン日南
■対象者
　昭和45年１月１日～昭和45
年12月31日までに結婚され
たご夫婦
■参加料
　（祝宴）１人につき3,000円
※式典の部のみの出席は無料で
す。
■申込方法　電話
■申込期限　８月20日(木)
■その他
　新型コロナウイルスの感染状
況により、内容の変更や中止
となる場合があります。
○申込・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係
　☎(31)1162

狩猟免許取得に係る費
用を助成します

　有害鳥獣から地域を守るた
め、有害駆除活動・狩猟に興味
のある方の狩猟免許取得費用を
助成します。
■補助対象経費　わな猟や第一
種銃猟免許の取得に係る試験
手数料・登録手数料など
■補助額　補助対象経費に対し
て2/3の金額を補助します。
新規・経験などにより補助金
額が異なります。
■狩猟免許試験日程
 ・第１回試験日
　令和２年９月８日(火)
　（申込期間　７月６日～８月
７日）
 ・第２回試験日
　令和３年１月24日(日)
　（申 込 期 間　11月24日～12
月28日）
※狩猟免許試験申込は南那珂農
林振興局林務課になります。
■その他　詳細については、下
記までお尋ねください。
〇申込・問い合わせ
　本庁水産林政課　林政係
　☎(31)1135

募　集行　政 生　活

国保・後期 医療費の支払いが便利な「限度額適用認定証」
病院・薬局での支払いが、この認定証を提示すると、自己負担限度額までになります。
■申請受付　８月３日(月) ～　※認定証は原則、申請月の１日から適用になります。
国民健康保険加入者の対象となる方
〈69歳以下の方〉
　・国保加入者全ての方（国保税の滞納がある世帯を除く）
〈70歳から74歳までの方〉
　・世帯主および国保加入者全員が市民税非課税世帯の方
　・窓口負担が３割の方（注）
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請受付は郵送での対応といたします。
　窓口での申請は極力お控えください。手続きに関する詳細は、お問い合わせください。
●現在、限度額認定証をお持ちの方のうち、前期高齢者（70歳から74歳までの方）へは、７月中旬に事前
に申請書類などを郵送します。
●現在、長期入院の認定を受けている方は、必ず８月中に申請・更新の手続きを済ませていただき、入院中
の医療機関に提示をお願いします。
後期高齢者医療制度加入者の対象となる方
〈75歳以上・65歳～ 74歳の障害認定者〉
 ・世帯員全員が市民税非課税の世帯の被保険者　・窓口負担が３割の方（注）
●現在、認定証をお持ちの方で、該当になる方には、７月上旬に郵送します。
　（注）平成30年８月から制度改正により、限度額認定証が交付される場合があります。
〇受付・問い合わせ 本庁市民課　保険係　☎(31)1126　北郷町地域振興センター　☎(55)2111
 南郷町地域振興センター　☎(64)1113

■日南市初期夜間急病センター　☎(23)9999
■救急医療電話相談(24時間対応)　☎(31)1111急な病気で困ったとき、ご利用ください

後　期 後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し

■これまでの特例軽減が、本来の７割軽減に変わります

（注）医療機関を受診する際の、負担割合のことではありません。
保険料均等割の軽減特例は、世代間の公平を図るため、介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支
給にあわせて制度本来の仕組みに戻すこととされていました。医療保険を将来にわたり安心できる制度にす
るための見直しであることをご理解ください。
■保険料を年金からの引き落としで納めている皆さまへ
　年度の前半（４・６・８月）は前年度の
２月の引き落とし額と同額となり、後半
（10・12・２月）で年間の保険料を調整
します。　※引き落とし額への影響は、基
本的に10月からです。
○問い合わせ
　本庁市民課　保険係　☎(31)1126
　北郷町地域振興センター　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター　☎(64)1113

2,300円
2,300円
2,300円
900円
900円
900円

～引き落とし金額の一例～
令和元年度　年額9,600円　　  令和２年度　年額14,500円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

900円
900円
900円
4,000円
3,900円
3,900円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

30年度以前

９割軽減

8.5割軽減

令和元年度

８割軽減

8.5割軽減

令和２年度

７割軽減

7.75割軽減

令和３年度

７割軽減

７割軽減

■試験日　令和２年８月９日(日)　・会場　まなびピア（日南市木山二丁目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。
　◎採用予定日　【看護師】【理学療法士】【言語聴覚士】　令和３年４月１日採用（※有資格者は、それ以前
に採用もあり)
　【医療ソーシャルワーカー】　令和２年10月１日採用
■試験申込みについて
◎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、中部病院、各支所、各出張所など
 ・配布開始日　令和２年７月１日(水)　 ・受付場所　本庁職員課人事研修係（保健福祉センター３階）
 ・受付期間　令和２年７月１日(水)～７月17日(金)
 ・受付時間　平日（土曜・日曜・祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細については、試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用試験（中部病院）案内」をご
覧ください。また、市ホームページからもダウンロードができます。
○問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 令和２年度日南市職員採用試験（中部病院勤務）
■試験区分など

昭和60年４月２日以降に生まれた人で、看護師の免許を有する又は、看護師国家試験（令
和２年度実施）に合格し、当該免許を取得見込みの人
平成２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又は、理学療法士
国家試験（令和２年度実施）に合格し、当該免許を取得見込みの人
平成２年４月２日以降に生まれた人で、言語聴覚士の免許を有する又は、言語聴覚士
国家試験（令和２年度実施）に合格し、当該免許を取得見込みの人

平成２年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人

試験区分 受　験　資　格採用予定人員

看護師

理学療法士

言語聴覚士

医療ソーシャル
ワーカー

３人程度

１人程度

１人程度

１人程度
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05　お知らせ 04　お知らせ

下水道排水設備工事責
任技術者共通試験

　排水設備工事は、下水道の機
能を十分生かすために、責任技
術者が専属する指定店が実施す
ることになっています。資格取
得を目指す方は、ぜひ、受験し
てください。
■日時　11月18日(水)
　14時～16時（受付 13時～）
■場所　宮崎市民プラザ
■受験料　6,000円
■申込方法
　７月１日(水)から下水道課で
配付する申請書に必要事項を
記入の上、直接、下水道課へ
お持ちください。
■申込期間
　７月20日(月)～31日(金)
※土日祝日を除く、８時30分～
17時15分
■その他
　新型コロナウイルス感染症の
影響により、延期または中止
になる場合があります。
○申込･問い合わせ
　下水道課　☎(23)9977
　（日南下水終末処理場内　大
字平野2820番地）

「令和２年度いきいき
合同金婚式」出席者

　結婚50年を迎えられるご夫婦
の合同金婚式を開催します。記
念に、ぜひ、ご出席ください。
■日時　10月13日(火)
　（受付 10時～）
【式典の部】10時30分～12時
 ・アトラクション
 ・記念撮影など
【祝宴の部】12時～13時
■場所　ホテルシーズン日南
■対象者
　昭和45年１月１日～昭和45
年12月31日までに結婚され
たご夫婦
■参加料
　（祝宴）１人につき3,000円
※式典の部のみの出席は無料で
す。
■申込方法　電話
■申込期限　８月20日(木)
■その他
　新型コロナウイルスの感染状
況により、内容の変更や中止
となる場合があります。
○申込・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係
　☎(31)1162

狩猟免許取得に係る費
用を助成します

　有害鳥獣から地域を守るた
め、有害駆除活動・狩猟に興味
のある方の狩猟免許取得費用を
助成します。
■補助対象経費　わな猟や第一
種銃猟免許の取得に係る試験
手数料・登録手数料など
■補助額　補助対象経費に対し
て2/3の金額を補助します。
新規・経験などにより補助金
額が異なります。
■狩猟免許試験日程
 ・第１回試験日
　令和２年９月８日(火)
　（申込期間　７月６日～８月
７日）
 ・第２回試験日
　令和３年１月24日(日)
　（申 込 期 間　11月24日～12
月28日）
※狩猟免許試験申込は南那珂農
林振興局林務課になります。
■その他　詳細については、下
記までお尋ねください。
〇申込・問い合わせ
　本庁水産林政課　林政係
　☎(31)1135

募　集行　政 生　活

国保・後期 医療費の支払いが便利な「限度額適用認定証」
病院・薬局での支払いが、この認定証を提示すると、自己負担限度額までになります。
■申請受付　８月３日(月) ～　※認定証は原則、申請月の１日から適用になります。
国民健康保険加入者の対象となる方
〈69歳以下の方〉
　・国保加入者全ての方（国保税の滞納がある世帯を除く）
〈70歳から74歳までの方〉
　・世帯主および国保加入者全員が市民税非課税世帯の方
　・窓口負担が３割の方（注）
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請受付は郵送での対応といたします。
　窓口での申請は極力お控えください。手続きに関する詳細は、お問い合わせください。
●現在、限度額認定証をお持ちの方のうち、前期高齢者（70歳から74歳までの方）へは、７月中旬に事前
に申請書類などを郵送します。
●現在、長期入院の認定を受けている方は、必ず８月中に申請・更新の手続きを済ませていただき、入院中
の医療機関に提示をお願いします。
後期高齢者医療制度加入者の対象となる方
〈75歳以上・65歳～ 74歳の障害認定者〉
 ・世帯員全員が市民税非課税の世帯の被保険者　・窓口負担が３割の方（注）
●現在、認定証をお持ちの方で、該当になる方には、７月上旬に郵送します。
　（注）平成30年８月から制度改正により、限度額認定証が交付される場合があります。
〇受付・問い合わせ 本庁市民課　保険係　☎(31)1126　北郷町地域振興センター　☎(55)2111
 南郷町地域振興センター　☎(64)1113

■日南市初期夜間急病センター　☎(23)9999
■救急医療電話相談(24時間対応)　☎(31)1111急な病気で困ったとき、ご利用ください

後　期 後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し

■これまでの特例軽減が、本来の７割軽減に変わります

（注）医療機関を受診する際の、負担割合のことではありません。
保険料均等割の軽減特例は、世代間の公平を図るため、介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支
給にあわせて制度本来の仕組みに戻すこととされていました。医療保険を将来にわたり安心できる制度にす
るための見直しであることをご理解ください。
■保険料を年金からの引き落としで納めている皆さまへ
　年度の前半（４・６・８月）は前年度の
２月の引き落とし額と同額となり、後半
（10・12・２月）で年間の保険料を調整
します。　※引き落とし額への影響は、基
本的に10月からです。
○問い合わせ
　本庁市民課　保険係　☎(31)1126
　北郷町地域振興センター　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター　☎(64)1113

2,300円
2,300円
2,300円
900円
900円
900円

～引き落とし金額の一例～
令和元年度　年額9,600円　　  令和２年度　年額14,500円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

900円
900円
900円
4,000円
3,900円
3,900円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

30年度以前

９割軽減

8.5割軽減

令和元年度

８割軽減

8.5割軽減

令和２年度

７割軽減

7.75割軽減

令和３年度

７割軽減

７割軽減

■試験日　令和２年８月９日(日)　・会場　まなびピア（日南市木山二丁目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。
　◎採用予定日　【看護師】【理学療法士】【言語聴覚士】　令和３年４月１日採用（※有資格者は、それ以前
に採用もあり)
　【医療ソーシャルワーカー】　令和２年10月１日採用
■試験申込みについて
◎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、中部病院、各支所、各出張所など
 ・配布開始日　令和２年７月１日(水)　 ・受付場所　本庁職員課人事研修係（保健福祉センター３階）
 ・受付期間　令和２年７月１日(水)～７月17日(金)
 ・受付時間　平日（土曜・日曜・祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細については、試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用試験（中部病院）案内」をご
覧ください。また、市ホームページからもダウンロードができます。
○問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 令和２年度日南市職員採用試験（中部病院勤務）
■試験区分など

昭和60年４月２日以降に生まれた人で、看護師の免許を有する又は、看護師国家試験（令
和２年度実施）に合格し、当該免許を取得見込みの人
平成２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又は、理学療法士
国家試験（令和２年度実施）に合格し、当該免許を取得見込みの人
平成２年４月２日以降に生まれた人で、言語聴覚士の免許を有する又は、言語聴覚士
国家試験（令和２年度実施）に合格し、当該免許を取得見込みの人

平成２年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人

試験区分 受　験　資　格採用予定人員

看護師

理学療法士

言語聴覚士

医療ソーシャル
ワーカー

３人程度

１人程度

１人程度

１人程度
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「健康ポイント事業」参
加者
～健(検)診受けて、健
康をゲット！地元特産品
もゲット！～

　各種健（検）診を受診し参加
申し込みをすると、抽選で豪華
な地元特産品などが当たる「健
康ポイント事業」を実施します。
ぜひ、ご参加ください。
■対象者
　市内に在住する20歳以上の方
■ポイントの対象となる活動
　【市が実施する健(検)診】　国
保特定健診、後期高齢者健診、
若年者健診、各種がん検診（胃
がん、大腸がん、肺がん、子
宮頸がん、乳がん）、結核検診、
肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症
検診、歯周疾患検診
　（受診対象期間）令和２年４月
～令和３年１月
　【その他】個人や職場などで受
診する健(検)診など（人間ドッ
クも含む）
　（受診対象期間）令和２年１月
～令和２年12月

※１つの健(検)診受診につき１ポ
イントとなり、１ポイントにつ
き１回分の抽選となります。
■記念品（賞品）
　3,000円から20,000円相当の
地元特産品詰め合わせなど（合
計50本）

■申込方法
　本庁健康増進課、北郷町・南
郷町地域振興センター住民係
で配布する申込書に必要事項
を記入の上、健(検)診を受診し
たことが分かるもの（結果通
知など）を添えて、各申込書
配布窓口へ提出してくださ
い。

※市が実施する健(検)診での申
し込みは、結果通知などの提
出は不要です。この場合は、
郵送、ファクスまたはメール
でも申し込めます。

※申込書は市公式ホームページ
からダウンロードできるほ
か、次号「好きですにちなん（７

月15日発行）」の回覧で、各世
帯に配布します。

■申込期間
　７月１日(水)～令和３年２月１
日(月)
■抽選結果
　令和３年２月に抽選し、当選
者に「当選通知」を郵送しま
す。
○申込・問い合わせ
　本庁健康増進課
　☎(31)1129　FAX(31)1966
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1
　メール：k-zoushin@city.nichinan.lg.jp

初心者パークゴルフ教
室受講生

　市民を対象に、初心者向けパー
クゴルフ教室を開催します。興
味のある方は、ぜひ、参加してみ
ませんか。
■日時　９月２日(水)～10月28
日(水)　毎週水曜日　８時30
分～11時30分

■場所  北郷大藤パークゴルフ場
■費用　１回あたり利用料金が
必要です。
   （プレイ料金）240円
   （クラブ・ボール借用料）50円
■申込方法　電話
○申込・問い合わせ
　日南市パークゴルフ協会
　☎090(4485)1641
　（会長　日高）
　☎090(7387)3645
　（事務局　木村）

「宮崎いのちの電話」電
話相談員ボランティア

　いのちの電話は、24時間365
日活動するボランティアの電話
相談機関です。相談員の活動は、
すべて無償です(交通費の支給は
あります)。一人でも多くの人が、
生きる喜びを見いだせる手助け
をしてみませんか。
■応募資格
 ・20歳以上で、電話相談を担当
できる心身の健康を有する方
 ・宮崎市内の事務所に通うこと
ができる方

募　集 ■養成研修
　約１年間・60時間以上
　受講料20,000円（自己負担）
■申込方法　電話連絡後、関係
書類を送付します。

■申込期限
　令和３年１月15日(金)
■選考方法　書類審査と面接
■その他
 ・相談員認定後も、継続研修が
あります。
 ・月に２、３回程度、当番（深夜
当番と早朝当番あり）になり
ます。
○申込・問い合わせ
　宮崎いのちの電話事務局
　☎0985(33)9557（平日９時
～17時）

ジュニアゴルフ教室・
レディースゴルフ教室
参加者

　子どもたちや女性の方にゴル
フの楽しさを知ってもらうた
め、ゴルフ教室を開催します。ぜ
ひ、参加してみませんか。
■日時
　８月１日(土)　10時～12時
■場所　サンキョウゴルフセン
ター（隈谷）
■対象者　市内の小学生、中学
生と女性の方

■内容　マナー・ルールの説明、
ゴルフレッスン
■定員　20人（先着順）
■参加料　500円
■申込方法
　サンキョウゴルフセンターに
設置の申込書に記入の上、日
南市ゴルフ協会事務局に提出
してください。
※申込書が必要な方は、お届け
します。
■申込期限　７月20日(月)
■その他　事故の賠償責任は、
ゴルフ場加入の傷害保険の範
囲内とします。
○申込・問い合わせ　日南市ゴ
ルフ協会事務局（満崎）
　☎(22)4736・FAX(22)4748
　携帯090(8661)4283
　〒889-2536
　日南市吾田西５番32号

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）の使い方などの、
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）、
　ＡＥＤの使用法
　７月８日(水)、８月５日(水)、
９月９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
　７月22日(水)、９月23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
　８月19日(水)　９時～12時

■場所　消防本部
■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)

日南こども食堂

■日時　７月11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　市内どなたでも利用
可能。

※風邪症状のある方はご遠慮く
ださい。

■費用　無料（事前申込不要）
■その他
 ・提供できる食事が無くなり次
第終了となります。
 ・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。

募　集  ・会への寄付金や食材提供も受
け付けています。
　銀行名：宮崎銀行油津支店
　種別：普通　口座：198801
　名義：NPO法人日南こども食
堂　理事長　佐藤泰信
○問い合わせ　NPO法人日南こ
ども食堂（理事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

市内のコンビニ全店舗
（24時間営業のみ）に
ＡＥＤを設置しています

　各店舗の協力によりＡＥＤを
設置しています。誰でも24時
間・365日使用可能です。
※緊急時は、コンビニ店員から
ＡＥＤを借り、使用してくだ
さい。操作は、借用者本人に
していだだきます。
○問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584

イベント

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

■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　７月21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
○申込・問い合わせ　司法書士会日南支部
　（立山）　☎080(1725)2391
※相談内容は事前に確認の上、前日までに予約を
お願いします。（予約時間：平日10時～16時）

こころの健康相談

■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　７月16日(木)
　13時30分～15時30分　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○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。

消費生活相談

■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
○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）

消　防
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○申込・問い合わせ
　本庁健康増進課
　☎(31)1129　FAX(31)1966
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1
　メール：k-zoushin@city.nichinan.lg.jp

初心者パークゴルフ教
室受講生

　市民を対象に、初心者向けパー
クゴルフ教室を開催します。興
味のある方は、ぜひ、参加してみ
ませんか。
■日時　９月２日(水)～10月28
日(水)　毎週水曜日　８時30
分～11時30分

■場所  北郷大藤パークゴルフ場
■費用　１回あたり利用料金が
必要です。
   （プレイ料金）240円
   （クラブ・ボール借用料）50円
■申込方法　電話
○申込・問い合わせ
　日南市パークゴルフ協会
　☎090(4485)1641
　（会長　日高）
　☎090(7387)3645
　（事務局　木村）

「宮崎いのちの電話」電
話相談員ボランティア

　いのちの電話は、24時間365
日活動するボランティアの電話
相談機関です。相談員の活動は、
すべて無償です(交通費の支給は
あります)。一人でも多くの人が、
生きる喜びを見いだせる手助け
をしてみませんか。
■応募資格
 ・20歳以上で、電話相談を担当
できる心身の健康を有する方
 ・宮崎市内の事務所に通うこと
ができる方

募　集 ■養成研修
　約１年間・60時間以上
　受講料20,000円（自己負担）
■申込方法　電話連絡後、関係
書類を送付します。

■申込期限
　令和３年１月15日(金)
■選考方法　書類審査と面接
■その他
 ・相談員認定後も、継続研修が
あります。
 ・月に２、３回程度、当番（深夜
当番と早朝当番あり）になり
ます。
○申込・問い合わせ
　宮崎いのちの電話事務局
　☎0985(33)9557（平日９時
～17時）

ジュニアゴルフ教室・
レディースゴルフ教室
参加者

　子どもたちや女性の方にゴル
フの楽しさを知ってもらうた
め、ゴルフ教室を開催します。ぜ
ひ、参加してみませんか。
■日時
　８月１日(土)　10時～12時
■場所　サンキョウゴルフセン
ター（隈谷）
■対象者　市内の小学生、中学
生と女性の方

■内容　マナー・ルールの説明、
ゴルフレッスン
■定員　20人（先着順）
■参加料　500円
■申込方法
　サンキョウゴルフセンターに
設置の申込書に記入の上、日
南市ゴルフ協会事務局に提出
してください。
※申込書が必要な方は、お届け
します。
■申込期限　７月20日(月)
■その他　事故の賠償責任は、
ゴルフ場加入の傷害保険の範
囲内とします。
○申込・問い合わせ　日南市ゴ
ルフ協会事務局（満崎）
　☎(22)4736・FAX(22)4748
　携帯090(8661)4283
　〒889-2536
　日南市吾田西５番32号

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）の使い方などの、
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）、
　ＡＥＤの使用法
　７月８日(水)、８月５日(水)、
９月９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
　７月22日(水)、９月23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
　８月19日(水)　９時～12時

■場所　消防本部
■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)

日南こども食堂

■日時　７月11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　市内どなたでも利用
可能。

※風邪症状のある方はご遠慮く
ださい。

■費用　無料（事前申込不要）
■その他
 ・提供できる食事が無くなり次
第終了となります。
 ・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。

募　集  ・会への寄付金や食材提供も受
け付けています。
　銀行名：宮崎銀行油津支店
　種別：普通　口座：198801
　名義：NPO法人日南こども食
堂　理事長　佐藤泰信
○問い合わせ　NPO法人日南こ
ども食堂（理事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

市内のコンビニ全店舗
（24時間営業のみ）に
ＡＥＤを設置しています

　各店舗の協力によりＡＥＤを
設置しています。誰でも24時
間・365日使用可能です。
※緊急時は、コンビニ店員から
ＡＥＤを借り、使用してくだ
さい。操作は、借用者本人に
していだだきます。
○問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584

イベント

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

■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　７月21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
○申込・問い合わせ　司法書士会日南支部
　（立山）　☎080(1725)2391
※相談内容は事前に確認の上、前日までに予約を
お願いします。（予約時間：平日10時～16時）

こころの健康相談

■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　７月16日(木)
　13時30分～15時30分　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○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。

消費生活相談

■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
○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）

消　防



8 

08　お知らせ

○問い合わせ　本庁健康増進課　地域医療対策室　☎(31)1129

令和２年６月24日現在

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報については、下記ホームページをご覧ください。


