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　市では、子育て、介護、ひきこもり、ＤＶ被害、生活困窮、成年後見制度などの悩みについて、一元的に相
談を受け付ける窓口を開設しました。また、相談体制を充実するため、従来の窓口・メールの相談に加えて、
無料通信アプリLINEを活用した相談方法を新たに取り入れました。相談は無料です。

福　祉 「まるふく」日南市まるごと福祉相談窓口

■受付時間　月曜日～金曜日　８時30分～17時15分
　　　　　　（祝祭日及び年末年始を除く）
■場所　本庁福祉課窓口（すこやかセンター２階）
〇問い合わせ　本庁福祉課　☎(31)1163

f-kanri@city.nichinan.lg.jp

日南市まるふく
相談ＬＩＮＥ

　　▶秘密は固く守ります！◀
「まるふく」※で相談を受け付けます！
※「まるふく」とは、日南市まるごと福祉相談窓口の略称です。
　気軽に相談できる窓口を目指しています。

③窓口で相談！

②メールで相談！

①LINEで相談！

アドレス

「@nichinan-maruhuku」
で検索又はQRコードから

子育て支援
　介護相談
　　ひきこもり
DV被害
　生活困窮
　　成年後見制度

一緒に解決する
方法を探します

ひとりで悩まない

※この画像はイメージです。
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どの消毒
③外部からの人・車両の進入の
制限
④外部からの導入家畜の隔離
○問い合わせ　本庁農政課
　畜産係　☎(31)1132

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

2020年工業統計調査
を実施します

　この調査は、我が国の工業の
実態を明らかにすることを目的
とした、統計法に基づく報告義
務がある重要な調査です。
　調査結果は、中小企業施策や
地域振興などの基礎資料として
利活用されます。
　５月中旬以降、調査員が訪問
しますので、調査へのご協力を
お願いします。

■調査基準日　６月１日(月)
■調査対象　市内の製造業を営
む事業所
○問い合わせ　本庁総合戦略課
　情報統計係　☎(31)1116

新型コロナウイルス感
染症に関するお願い

　感染した人やその家族、治療
にあたった医療関係者本人やそ
の家族、特定の国の人に対する
誹謗中傷や根拠のない差別的な
書き込みなどがSNSなどで見ら
れます。
　新型コロナウイルス感染症に
関連して不確かな情報に基づく
不当な差別、いじめなどの人権
侵害はあってはならないことで
す。不確かな情報に惑わされて
人権侵害につながることがない
よう、国や地方公共団体が発表
する正しい情報を入手するよう
に努めていただき、冷静な行動
をお願いします。
〇問い合わせ　本庁健康増進課
　地域医療対策室
　☎(31)1129

狂犬病予防集合注射の
延期

　４月15日号の広報紙にてお知
らせしました、５月の狂犬病予
防集合注射については、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のた
め、延期させていただきます。
　次の日程は９月を予定してお
りますので、８月の広報紙にて
お知らせいたします。
　ご迷惑をおかけしますが、よ
ろしくお願いいたします。
〇問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

５月は下水道事業受益
者負担金第１期の納期
です

■納期限　６月１日(月)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。
※「口座振替」の方は、お早め
に口座へご入金ください。
　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

畜産農家の皆さんへ

　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。
①定期的な畜舎・器具の消毒・
清掃の実施
②畜舎に出入りする際の手指な

生　活

消　防

行　政

統計調査

農　業

4月23日現在

　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
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けられる方は、令和２年度の
納税証明書が必要です。
①金融機関などの窓口で納付い
ただいた方
　領収書兼納税証明書継続検査
（車検）用に押印してもら
い、ご利用ください。
②口座振替の方
　納税証明書が必要です。市役
所市民課、北郷町・南郷町地
域振興センター、各支所窓口
でご請求ください。
■その他　６月上旬に車検を受
けられる方は、６月１日に引
落された振替状況が確認でき
るのに数日かかります。事前
に税務課納税管理係までお電
話にて振替状況を確認してい
ただき、確認がとれない場合
は、お手数ですが振替記帳済
みの預貯金通帳を税務課に持
参して、納税証明書を受け
取ってください。
〇問い合わせ　税務課
　市民税係　☎(31)1121

ご存知ですか「ヘルプ
マーク」と「ヘルプカー
ド」

　外見からは分からない障がい
や難病の方が身に着けることに
より、周囲に配慮を必要として
いることを知らせることがで
き、援助が得られやすくなりま
す。このマークを見掛けた方
は、席を譲るなど思いやりのあ
る行動をお願いします。

ヘルプマーク
　ストラップ型になっているの
で、外出する際など、人目に付
きやすい場所（バッグなど）に
着けてください。
■交付対象者
　身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳を有
している方や難病、高次脳機
能障がいなどがあり、周りか
らの援助や配慮を必要として
いる方。
■交付手続
　本庁福祉課障がい福祉係、北
郷町・南郷町地域振興セン
ター住民係、宮崎県障がい福
祉課にある申請用紙に記入の
上、手帳などの確認書類を提
示してください。

ヘルプカード
　緊急連絡先や必要とする支援
内容などを記載し、お持ちく
ださい。
■交付対象者
　身体・知的・精神などに障が
いのある方。高齢者、妊産婦、
けがや病気などで周りからの
援助や配慮を必要としている
方。
■交付手続
　申請は不要です。交付窓口で
お申し出ください。また、県
公式ホームページからダウン
ロードもできます。
※詳細は、県公式ホームページ
をご覧になるか各窓口へお問
い合わせください。
○交付窓口・問い合わせ
　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

５月は自動車税の納付
月です

■納期限　６月１日(月)
※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。
※諸事情により、納期限内納付
が困難な方は、早めの納税相
談をお願いします。
○問い合わせ
【軽自動車税】
　本庁税務課　市民税係
　☎(31)1121
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122
【普通自動車税】
　日南県税・総務事務所
　☎(23)3771

軽自動車税（種別割）
納税通知書を発送しま
した

　５月１日(金)に令和２年度軽
自動車税（種別割）納税通知書
を発送しました。
■納期限（口座振替日）
　６月１日(月)
※納税通知書に記載されている
最寄りの金融機関などで期限
内に納めてください。
※口座振替での納付の方は、預
金残高の確認をお願いしま
す。
■車検用納税証明書
　平成31年度の納税証明書の有
効期限は令和２年５月31日で
す。６月１日以降に車検を受

税　金

福　祉

　心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、
異物除去法、止血法
　６月17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)

「まさか！」の火事
火災報知器で、助かる
命があります

〇問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

第39回日南市美術展
開催中止のお知らせ

　５月16日(土)より開催予定の
「第39回日南市美術展」につい
ては、新型コロナウイルス感染
症対策の観点から、誠に残念で
はありますが、「中止」が決定
しました。
　出品を予定していた皆様や、

鑑賞を楽しみにしていた皆様、
次回の日南市美術展にてお待ち
しております。
〇問い合わせ
　生涯学習課　☎(31)1145

「憩いの森」

　大人の方を対象としたぬり絵
や折り紙、脳トレなどを毎月第
２水曜日に開催しています。
　５月は脳トレクイズです！
■日時　５月13日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者・定員　大人・なし
■参加料　無料
○問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

青少年国際交流キャン
プ参加者

■期間　８月４日(火)～８月８
日(土)　４泊５日
■場所　静岡県立朝霧野外活動
センター
■定員　日本人　70人
　外国人　20人
■対象
　小学３年生～小学６年生
■内容　富士山登山、テント生
活体験、野外炊飯体験など
■締切　７月10日(金)
〇問い合わせ　公益財団法人　
国際青少年研修協会
　担当：高田
　☎03(6417)9721

救急車の適正利用をお
願いします

　限りある救急車は、本当に必
要としている人のために！
　救急車の適時・適正な利用に
ご協力ください。

〇問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584

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
　５月13日(水)、６月３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27日(水)
　９時～10時30分
③普通救命講習

消　防

募　集

イベント

救急車は

地域の
限られた救急資源

連動型の住宅用火災警報器が安心です
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税　金

福　祉
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消　防

募　集

イベント

救急車は

地域の
限られた救急資源

連動型の住宅用火災警報器が安心です
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07　お知らせ 06　お知らせ

国勢調査の調査員を
募集します

　本年10月１日を基準日として
全国一斉に行われる国勢調査
は、日本国内に居住する全ての
人を対象とする国の最も重要な
統計調査です。本市では、約
2.4千世帯、約５万人が調査対
象となり、約340人の調査員が
必要です。活動期間は、８月下
旬から約２か月間となり、国の
基準に基づいた報酬が支払われ
ます。ぜひ、あなたの力をお貸
しください。
■主な仕事内容
　説明会への出席→担当調査区
の確認及び地図作成→調査票
の配布・回収→回収した調査
票を点検・整理して市へ提出
■応募期間
　５月１日(金)～６月19日(金)
　※土日・祝日は除く
■応募方法　市役所総合戦略課
（ふれあい健やかセンター３
階）にて受付けます。簡単な
面接と写真撮影を行いますの
で、ご本人が直接お越しくだ
さい。
■応募要件
 ・原則20歳以上の調査活動が
できる健康な方で選挙に直接
関係していない方
 ・調査で知り得たことなど秘密
を漏らさず、最後まで責任を
持っていただける方
 ・国勢調査の研修会や説明会な
どに参加できる方
〇問い合わせ　本庁総合戦略課
　情報統計係　☎(31)1116

緑の募金事業（グリー
ンプラン）の実施団体

　市内で植樹や花壇づくり、森

林整備などの緑化活動を実施す
る事業に、原材料費などの補助
をします。
■補助額　１事業あたり対象事
業費の1/2（上限額５万円）
■応募要件
①自治会やＰＴＡなど市内に住
所がある住民で構成する団体
や組織の活動であること
②使途目的が、市内の住宅地、
商店街、学校、公園、道路な
ど公共性のある施設で実施す
る緑化活動または緑化推進イ
ベントなどであること
③交付金の使途条件を守り、自
主的に事業を完遂できること
④交付決定から令和３年３月末
までに事業を完了すること
■申込方法　本庁水産林政課や
各支所・出張所にある「緑の
募金事業認定申請書」に必要
事項を記入の上、水産林政課
に提出。
■申込期限
　５月11日(月)～令和３年２月
26日(金)まで
※先着順で受付け、予算額に達
した時点で終了します。
■その他　食糧費は補助の対象
になりません。
○申込・問い合わせ
　日南市みどり推進会議事務局
（本庁水産林政課内）
　☎(31)1135

『パソコン初心者夜間
クラス』受講生募集

　初心者向けに、パソコンの基
礎・タイピングから学びます。
60時間で文書作成ソフト・表計
算ソフトの検定受検が出来るま
での内容です。検定までは考え
ていない方も、気軽に受講して
いただけます。
■受講期間
　５月14日(木)～９月３日(木)

募　集 (お盆･祝日休み)
　毎週月曜日・木曜日　19時
30分～21時30分（全30回）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　45,000円（教材費込
み・税込み）
■申込期限　５月13日(水)
■募集人員　５人以上で開講。
定員になり次第締め切りま
す。
■その他　ファミリーサポート
を利用して、校内で託児もで
きます。
〇申込・問い合わせ
　日南高等職業訓練校
　☎(22)2633

『パソコン中級者土曜
クラス』受講生募集

　パソコン経験者の基礎の見直
しから応用までのクラスです。
ワードで図や罫線の挿入・段組
みの機能など実務で汎用性の高
い機能を学びます。
■受講期間
　５月16日(土)～７月18日(土)
　毎週土曜日　９時10分～11
時40分（全10回）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　40,000円（教材費込
み・税込み）
■申込期限　５月13日(水)
■募集人員　５人以上で開講。
定員になり次第締め切りま
す。
■その他　ファミリーサポート
を利用して、校内で託児もで
きます。
〇申込・問い合わせ
　日南高等職業訓練校
　☎(22)2633

　松原第８アパートはリノベーション工事を行い、令和元年８月に完成。最初の入居者の方を随時募集して
います。玄関・内装・設備などを新しい製品と取替え、間取りを変更することにより、新築アパート同様の
機能性を確保しました。

 ・申込み要件については、他の市営住宅と同様ですので、詳しくはお尋ねください。
○申込・問い合わせ　本庁財産マネジメント課　住宅係　☎(31)1140

住宅名

松原第８アパート

募　集

イベント
第35回国民文化祭・みやざき2020、
第20回全国障害者芸術・文化祭みや
ざき大会日南市分野別フェスティバ
ル事業“日南みんなの作品展”

　子どもから大人、障がいのある方まで、さまざ
まな作品を一堂に展示します。秋には、ぜひ会場
へおいでください。
■展示構成
●一般の部（サブテーマ「日南の彩（いろ）・風・人」
を表現した作品）

●生け花の部●保育園（所）・認定こども園の部
●小・中学校の部●高校生の部●障がい者の部
※次回、参加予定の方々を紹介します。
■開催（展示）期間　10月25日(日)～11月１日(日)
　９時～17時（最終日は、12時まで）
■開催（展示）場所
　日南市生涯学習センターまなびピア
■入場料　無料
■その他　今年度は、例年開催している市総合文
化祭（作品展を含む）は行いません。
〇問い合わせ　第35回国民文化祭、第20回全国障
害者芸術・文化祭日南市実行委員会事務局
　（日南市教育委員会生涯学習課）　☎(31)1145

松原第８アパート入居者募集中！

間取り
広さ
２DK
56.4㎡

家賃

13,800円～
27,100円

階数
募集戸数
４～５階
３戸

建設年度

S50

単身入居

不可

小学校区

油津小

風呂釡給湯器

ガス給湯器

トイレ

水洗

間取り キッチン 洋間から和室
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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

■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　５月19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）

ひきこもり相談

■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（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。
○申込・問い合わせ
　宮崎県ひきこもり地域支援センター
　☎①0985(27)8133　☎②0985(44)2411
　宮崎市霧島1-1-2

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）

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　５月28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。

ライフサポートセンターをご存知ですか？

内容　ライフサポートセンター宮崎は、県内３地区で、様々な暮らしに関する不安や悩みの相談を無料で
お受けしています。どなたでもご利用いただける“暮らし全般に関する総合相談所”です。

日時　10時～17時（平日）
申込・問い合わせ　0120-397-864（宮崎）　0120-397-868（都城）　0120-397-869（延岡）
費用　無料


