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全国へ「春」をお届け

日南のスイートピー

日南市の雇用状況と
企業誘致（第２回）

今月の表紙 スイートピー生産量日本一を誇る日南市。かわい
らしい花びらと多彩で色鮮やかなスイートピーの出荷は４月上
旬まで続きます。贈り物に日南のスイートピーはいかがですか。
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ます。
この度、３期目不出馬の決
断をいたしました。そう考え
るに至った背景は、支えてく

日頃から市民の皆さまには市
政発展のため、ご理解とご協
力を賜り、厚くお礼申し上げ

皆さまには、健やかに新春
を お 迎 え に な ら れ た こ と と、
心 か ら お 慶 び 申 し 上 げ ま す。

明けましておめでとうござ
います。

して発展させられる人を見つ
けること」を、残り２年で必

た。ただし、政策として成し
遂げたいと考えていた「飫肥
城下町の市所有建造物の活
用」と「日南市政を継承、そ

る 昨 年 の 春 で す。 妻 と 両 親、
後援会長、副市長などに「今
期限りとしたい」と伝えまし

す。
そして、実際に、そのよう
に考えたのは、丸６年が終わ

「市長日記」に記しますので、
お読みいただきたいと思いま

下げるなど、病院スタッフの
頑張りもあり、大きな成果と
なりました。
ま た、“ 子 ど も の 貧 困 ” に

部病院の経営改革にも取り組
み、市からの繰入金を大幅に

りました。
地域医療分野にも力を入れ、
地域医療対策室を設置。住民
への啓発のみならず、市立中

油津港の整備も進み、大型
クルーズ船が日南市に入って
くるなど、港の可能性が広が

の道路整備も進み、新規区間
（ 南 区 間： 宮 浦 〜 鵜 戸 ） の 事
業化も成し遂げました。

も事業が進み、南郷地区まで
用地買収が既にスタートして
います。国道２２０号（鵜戸）

整備が進み、日南市初の高速
道路区間が開通、宮崎市まで
繋がることが令和４年度中と
決定しています。南への区間

ニューアルを行います。これ
から、飫肥の町は、これまで
以上に歴史のロマンが感じら
れる素晴らしい町に生まれ変
わると確信しています。
これまでの約８年を振り返
りますと、東九州自動車道の

まな政策実現に取り組むこと
ができました。まずは近くで

しゃったと思います。
しかし、私の考えを理解し
てもらい、形にしてくれた市
職員がいたからこそ、さまざ

が舵取りをすることに不安
を感じた市民の方もいらっ

になられました。
約８年前、市民からの負託
を受け、スタートした﨑田市
政。しかし、弱冠 歳の若者

地方創生のモデルとして評価
をいただき、この８年間で６
人の現職大臣が視察にお越し

える若者が生き生きと働いて
います。
この油津や飫肥での成果は、

して、空き店舗をカッコよく
リノベーションし、 社を超
えるＩＴ企業、１００人を超

て 来 て く れ た 店 主 の 皆 さ ん、
多くのＩＴ企業経営者の皆さ
ん、それを裏で支えた市職員
の奮闘がありました。結果と

年を記念して秦基博さん（日
南市出身）をお招きしてのラ
イブ実現もできました。
そして、油津商店街の再生
にも取り組みました。２人の
民間人登用を基軸に、元々の
商店街の皆さん、新たにやっ

しっかり最後まで全うしてま
いりたいと思います。

ます。改めて市民の皆さまへ
の 心 か ら の 感 謝 を 申 し 上 げ、

の循環こそがコンセプトの
『創客創人』です。
日南市はこれからさらなる
進化をしていくと確信してい

となり、新たな価値を創り上
げていく。まさにこのプラス

であります。日南の人たちが
各分野で立ち上がり、市外か
らもチャレンジをする人財が
集ってきて、それがまた刺激

くりが完成された”と思って
いるわけではありません。今
の日南市の一番の財産は『人』

で支えてくれた両親にも感謝
の気持ちでいっぱいです。
も ち ろ ん、“ 日 南 の ま ち づ

そして、いつも笑顔で支え
てくれた妻と、元気いっぱい
の３人の子どもたち。常に陰

らこそであります。すべての
市民の皆さまと市議会議員の
皆さまに心から感謝を申し上
げます。

自治会、消防団をはじめとす
る市民活動や、産業を支えて
くださった皆さま、地域福祉
やスポーツ・文化など言い尽
くせないさまざまな場面で共
に汗をかいてくださった市民
の皆さまがいてくださったか

そして、何を言いましても、

れる市職員に恵まれ、１年目
から思い切った政策にどんど
ずや実現すると決めました。
飫肥城下町については、民
間投資による利活用事業者を
全国から公募し、ＪＲ九州や
ついては、計画の策定、そし
て、教育委員会では「いのち
支えてくれた市職員に心から
感謝をしています。

周

ん取り組むことができ、私の
中にある引き出しは全て出し
尽くして、自分の持てる能力
は出し切ったという心境に
ＪＡＬからのＪＶの提案を採
択させていただき、来年度の
の教育」が行われています。
その他、ＬＧＢＴの理解を

広げる取り組みや、合併

至ったことです。このことに
ついて、私が尊敬する政治家
開業に向けて動き出しました。
その他、２年以内に小村記念

館と歴史資料館の大幅なリ

の言葉が大きく影響をしてい
ます。詳しくは、別ページの

10

必要とする事業財源に充てる

費のうち、
約８４５万円を新型
コロナウイルス感染症対 策で

いるか、慎重に議論を行って
まいりました。
ま た、議 会 運 営 に 要 す る 経

回にわたる補正予算が市当
局から提案され、真に市民の
皆さまに必要な取組となって

染拡大防止」、「生活支援」、「雇
用維持と事業継続」、「将来を
見据えた取組」に対応すべく、

ないウイルスに対する大きな
不安を感じられたと思います。
また事業者の方々は、活動
自粛の影響による経済活動の
停滞により、今もなお、大変
なご苦労をされていると存じ
ます。
議会では昨年、新型コロナ
ウイルス感染症に対する「感

化や観光振興が期待されます。

とで、更なる地域産業の活性

が向上し、信頼性の高い道路
ネットワークが形成されるこ

よる異常気象時の通行規制や
土砂災害による通行止めが発
生した区間であり、防災機能

式が執り行われるといった明
るい話題もありました。この
区間はこれまで、降雨などに

一方、 月 日には、国道
２２０号日南防災（南区間・
宮浦～鵜戸）の中心杭打ち

昨年末には、第３波とも言
われるほど全国的に感染者が
増加し、現在のコロナ禍で以
前の生活に戻ることがまだま
だ 見 通 せ な い 中 に お い て は、
今年も引き続き、皆さまの生
活を守る有効な施策を、市と
議会が車の両輪となって推し
進めていく所存であります。

いさつといたします。

お祈り申し上げ、新年のごあ

ますよう、皆さま方のますま
すのご多幸とご繁栄を心から

願い申し上げます。
結びに、令和３年が本市に
とって素晴らしい１年となり

から施策提案を行ってまいり
ますので、皆さまの変わらぬ
ご理解とご協力をよろしくお

の役割と責任の重さを議員一
人一人が改めて胸に刻み、英
知を結集してさまざまな観点

議会といたしましても、本
市における総合交通網の整備
について、国県などの関係機
関に対し、引き続きその必要
性を強く訴えてまいります。
我々議会は、今後も市民の
皆さまが安心して暮らし、誇
りを持っていただける日南市
の実現のために、議会として

33

よう市に申し入れた次第です。

新年のごあいさつ

昨年は、世界的な新型コロ
ナウイルス感染症のまん延に
より、私たちの生活を大きく
変えた年でありました。
学 校 の一斉 休 業、不 要 不 急
の 往 来 の 自 粛、祭 り・ イ ベン
ト 等 の 中 止 な ど、市 民 の 皆 さ
まには生活において大変なご
不便を、また、収入減少や見え

10

新年明けましておめでとう
ございます。皆さまにおかれ
ましては、新春を晴れ晴れし
い 気 持 ち で お 迎 え の こ と と、
心 よ り お 慶 び 申 し 上 げ ま す。
旧年中は、市政の発展はもと
より、議会運営にご理解とご
協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。

﨑田 恭平
濱中 武紀
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日南市長
日南市議会議長

10 月

31

日

アーティスト小林達
史氏と安藤宜晃氏を
講師にお迎えし、童
心にかえって思い思
いの絵を描き、個性
的なハロウィンマス
クが完成しました。

10 月

25

日

植物から作る

手漉き和紙のハガキ作り

10 月

17

日

オープニング

アーティスト山中悦郎氏を
講師にお迎えし、原料の楮
の皮はぎから、叩いて、ほ
ぐして、すく、一連の工程
を楽しみ、個性的なハガキ
ができました。

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 さきがけプログラム

11 月

１

日

来場者数

大島のチョウを知ろう！
宮崎昆虫同好会の小松孝寛
氏を講師にお迎えし、大島
を散策して、アサギマダラ
や、ツマベニチョウ、チョウ
の食草などを観察しました。

南郷大島ミュージアム

期間：10月17日土 ～12月６日日
会場：日南市南郷町大島、目井津港周辺

6,000

11 月

海の不思議ないきもの
フラッグ(旗)をつくろう

３

たくさんのご来場
ありがとう
ございました！

日

アーティスト池部貴惠氏を講師にお
迎えし、大島にある流木や落ち葉
を用いて、素材を生かした絵の具
の使用方法や、身近にある物を使っ
た模様の作り方を説明いただき、思
い思いのフラッグを作りました。

11 月

８

日

“旅する蝶”とも呼ばれる

アサギマダラ

海幸山幸
おやこでつくる

11 月

日

日

国文祭・芸文祭さきがけプロ
グラム“南郷大島ミュージア
ム”の開幕。

11 月

遠足
小中学校

11 月

22
12 月

市内の小中学校が遠足で大島を訪れまし
た。探索しながら自然を満喫し、アーティ
ストの作品や秘密基地などを楽しみました。

12 月

６

５

日

オリジナルペイント
額縁を作ろう

アーティスト緒方志郎氏
を講師にお迎えし、思い
思いの絵を描いたり、島
の落ち葉などをスタンプ
にして、オリジナル額縁
を制作しました。

６

小松 孝英さん

クロージング
●問い合わせ
市営旅客船あけぼの３
南郷町地域振興センター ☎
（64）
1114

黒板ボックスで
お絵描きワークショップ

日

来年の ろう
絵馬を作

大島アドベンチャーキャビン・コテージ
㈱コーストライフ ☎
（64）
0002

21

日

枝と毛糸の
モビール作り
11 月

23

12 月

ダンボールアート

総合プロデューサー
コンセプトをノスタル
ジーとすることにより大
島のすべてが作品になり
ます。そこにアートと冒
険・体験が融合し、新た
な価値観が生まれました。

日

願いを込めて、

日
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陶器アートワークショップ
アーティスト中村真由美氏
を講師にお迎えし、釣り針
の形に焼いた陶器に様々
な色を塗ったり絵を描いて、
ドライヤーで乾かしニスを
塗って、思い思いの作品に
仕上げました。

11 月

14 15

05

人超

総

集

編

ハロウィン
マスクを作ろう

日

大島満喫
ウォーキング会

う
大島でスケッチをしよ
大島プロジェクト会議
会長

若松 俊二さん

期間中は、たくさんの皆
さまに大島に足を運んで
いただきました。大感謝
で す。 こ れ も 国 民 文 化
祭に携わってくださった
方々のおかげです。
04
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日南のスイートピー

スイートピーの花言葉は「門出」。新たな１年
の始まりにピッタリな花のひとつです。
日南市は、スイートピーの生産量が日本一であ
ることをご存じでしょうか。かわいらしい花びら
と甘い香り漂うスイーピーの魅力を生産者の声と
ともにご紹介します。

最大の魅力は

の 月に高温で雨が続いた
夜がありました。そのたっ

「ス イ ー ト ピ ー を 贈 ら れ
は咲きませんでした。これ

落ち、その後１カ月間、花

た一回の影響で、つぼみが

た人は、まず無意識に顔を
が「高 温 障 害」と い わ れ る

「香りとかわいい花びら」

花に近づけ、鼻からスーッ

と、フリルのようなヒラヒ

この花から漂う甘い香り
です。それは、つまり出荷

茎や花芽に悪影響が出るの

高い日があると、２週間後、

と 香 り を 吸 い 込 む ん だ よ。 もので、生育途中に気温の

ラとしたかわいい花びらが

年働

にどんどん伸びるので、つ

るのだそうです。

が咲き始めると喜びを感じ

かって、育てるのが難しい

「新 型 コ ロ ナ 発 生 前 の 状

圧倒的に繊細な花
スイートピーは、驚くほ
ど 天 候 に 左 右 さ れ る 花 で、
えは最高のコンディション
だといいます。
暑いのは苦手なのに、太
陽の光は必要。加えて、水
分がないと光合成をしない。
その光合成をする時間も決
ま っ て い る の で、 毎 朝 決
まった時間に水分を与えな

贈ってほしい 日本一の
日南のスイートピー
昨 年 の 卒 業 シ ー ズ ン は、
新型コロナウイルスの影響
で大打撃を受け、咲いたス
イ ー ト ピ ー の 半 数 以 上 は、
出荷できずに廃棄処分され
ました。
は「門 出」
「優 し い 思 い 出」

スイートピーの花言葉

いかな」
と西岡さんは話し、 たら新たなウイルスが発生

などで節目にピッタリの花。

「育てるのは大変だけど、 えなくてはならない」と先

新しい栽培や販売方法を考

思っているよ。これからは

知人に贈ってほしい」と話

トピー』を市内外の親戚や

トピーを、『日本一のスイー

喜ばれる色鮮やかなスイー

成人の日
スイートピーの日
愛妻の日
バレンタインデー
３．９DAY
(サンキューデー)
14日 ホワイトデー

最大の喜びは「収穫」

を見据え、ウイルスとの共

１月11日
21日
31日
２月14日
３月 9日

してくれました。

●問い合わせ先
ＪＡはまゆう生活福祉課
☎︎
（21）
1368

やっぱり、最初に花が咲い

花は、誰もが贈られて嬉しい
ものです。下記のような記念日も
間近に迫っています。優しい色合
いの花びらと香りで癒されるス
イートピーを贈ってみませんか。

存方法を模索中です。

とにらめっこするそうです。 スがなくなることはないと 「お 祝 い 事 や 記 念 日 な ど に

一日のうち何度も天気予報

するかもしれない。ウイル

況には戻らない、もしかし

ｗｉｔｈ コロナ

るを下に降ろす誘引作業も
あります。

ということなのです。

ス イ ー ト ピ ー の 魅 力 だ ね」 できず、収入減につながる
そう話すのは、北郷町でス
イートピーを栽培する西岡
久喜さん。
年。日

西 岡 さ ん は、 ス イ ー ト
ピー栽培を始めて
関西で料理人として
い た 後、 両 親 の ス イ ー ト
ピー栽培を手伝うため帰郷
しました。

最大の敵は
「高温と長雨」
現在、西岡さんは、約

嫌な気がする人なんていな

くてはならないという、と

す。成長段階で、ハウス内

いでしょ」と笑顔で話して

㌃で６品種のスイートピー

の花を一本一本見て、巻き

くれた西岡さん。苗を植え

てもデリケートな花なので

つるや脇芽を取ります。マ

て 日でつぼみがつき、花

を栽培しています。２年前

12

花は他にはないんじゃな

「こ ん な に も 手 間 が か

11

南 市 北 郷 町 で 生 ま れ 育 ち、 リスクは、高温と長雨。冷

20
20

メ科のスイートピーは、上

フェイスブック インスタグラム

06
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日南市はスイートピー生産量日本一！

西岡 久喜さん（59歳）

た時は嬉しいよ。花を見て

贈りませんか

❼
❺

60

スイートピーを

❸
❶ ❷

ＪＡはまゆう
花卉部会  部会長
❶ハウス内の様子。西岡さんのハウス
では下に藁を敷き詰め湿度の調整を
行っている。❷マメ科のスイートピー
は、つるがどんどん伸びるため、つる
を下ろして、洗濯ばさみでつるを留め
たり、巻きつるを取ったりと作業が非
常に多い。❸楽しみだという収穫作業。
❹今シーズンの初出荷式の様子。❺❻
❼西岡さんのハウスで育てているマリ
ア・フェアリーピンク・キャロル・ホワ
イト・パープル・ローズピンクの６品種。

日南市管内では、
「優
しい風合い」を大事に
した品種を中心に日照
を生かして、鮮やかに
発色したスイートピー
作りに努めています。

❹

40種類
❻

全 国 へ「春 」を お 届 け!
豊富な品種

日南市の

雇用状況と企業誘致

（全２回）

第２回 企業の声

本市はこれまで、働く場所を増やすためにさまざまな企業を誘致してきました。先月
号では、企業誘致の施策と題し、企業誘致の背景と合わせて、どのような業種をどのよ
うな目的で誘致してきたのかをご紹介しました。今回は、実際に誘致した企業の経営者
や拠点長に取材を行い、誘致企業の現状や課題といった「企業の声」
をご紹介します。

株式会社 協和精機
代表取締役  山下

哲

【平成30年８月北郷地区に工場移転】
事業拡大に伴い、半世紀事業を
続けてきた南郷地区から移転し、
北郷に工場を新設。自動車部品
やタービンブレードなどの精密
金型を設計・製作し県内外の企
業と取引しています。
雇用人数：18人（令和２年12月現在）

🆀 新型コロナウイルス感染症の事業への影響は？
🅰 感染症による売り上げへの影響は軽微でした。
当社は発電用ガスタービンに使う金型を納品し
ているのですが、顧客である精密鋳造メーカー
は、発電インフラを担っておりコロナの影響が
ほぼなかったことが幸いでした。
🆀 コロナ禍の業務で特別に取り組んでいることは
ありますか？
🅰 マスクの配布や換気・こまめな消毒、時間差での

昼食などを実施しています。当社は工作機械を
操作する業務がメインですので、テレワークや
業務のリモート化は難しいです。今後、本市で
の流行状況を見ながら衝立を設置したり、毎朝
の検温や時差出勤など、自社でできる対策を実
施していきます。
🆀 雇用の現状と今後の雇用の見通しは？
🅰 今年度も採用活動は継続して行っており、すで
に４名入社しています。毎年１名程度は継続的
に採用していきたいです。社員の高齢化は喫緊
の課題となっていますが、若い人材の定着が計
画通りに進まないのが現状です。今後は性別・国
籍・年齢問わず、前向き思考の方に入社してほし
いですね。また、Uターン者・Iターン者など県
外で厳しい環境を経験している人材は、自社を
客観的に評価できる感覚が身についているので、
とても貴重です。
外
 国人材の登用も取り組んで
いて、ベトナムからの技能実
習生や技術者も在籍していま
す。こちらも定期的に採用し
ていこうと考えています。
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🆀 人材採用の現状と工夫されていることは？
🅰 ハローワークや

「ふるさと人材バンク」
「日南し
ごと図鑑」に採用情報を掲載してきましたが、た
だ情報を載せるのではなく、こまめに情報を更
新したり、
「応募が多くなる情報の書き方」にも挑
戦しています。
当
 社の良いところを多くの人に知ってほしいと
いう思いもありますので、ホームページ等でも
動画を使って、より魅力を伝えられるようにし
ていきます。
趣
 味であるサーフィンができる環境をきっかけ
に、大都市の有名企業から転職してきた例もあ
ります。このように、地域の魅力が採用につな
がるケースもあります。
🆀 アフターコロナに向けて、今後の考え方や取り組
みを教えてください。
🅰 これまでも取り組んできましたが、社員の仕事

とプライベートのバランスを取っていくことは
大事だと考えています。
ど
 うしてもやらなければならない仕事は別です
が、顧客からの納期が厳しい
場合は交渉して、なるべく時
間外勤務とならないようにし
ています。
こ
 れ は、 今 い る 社 員 が 過 度
なストレスを抱えこまないよ
うに十分な余暇を取って、リ
ラックスできるようにとの考
えからです。社員がしっかり
働けなくなることが最大のリスクですからね。
見
 通しがつかない現状ですが、今いる従業員に
は、満足して働いてもらえるような環境づくり
をこれからもいろいろと実施していきます。
🆀 今後、市に期待していることは？
🅰 定着を目的とした従業員のモチベーションを上
げるような施策を定期的に開催してほしいです。
またハード面では、通行止めの早期復旧と通信
環境の整備もお願いしたいところです。
「地域の人事部事業」

のような、地域の横断的な
つながりを形成できる場を提供してもらえると
ありがたいと思っています。今後の事業展開に
期待しています。

株式会社エスプールリンク
日南エントリーセンター  センター長   谷口
運用部副部長  酒井

奈緒美
麻美

【平成28年10月事業開始】
本社は東京秋葉原にあり、県内では、日南市と西都市
にオフィスを開業。民間企業の人事部に代わり、アル
バイト応募者の面接日程を調整する業務。
雇用人数：25人（令和２年12月現在）

🆀 新型コロナウイルス感染症の事業への影響は？
🅰 直接的な影響よりも、取引先（お客様）への影
響が大きいですね。飲食業界が大きな打撃を受
けていますので、その分受注が減少しています。
ですが、小売店や配送業などの他の業種の受注
が増えてきていまして、そちら側に支えられて
いるといった現状です。業務が制限される中で、
一時は新規の契約が止まったこともありました
が、WEB面談を積極的に導入することで、新規
の取引先（お客様）も少しずつ増えている状況で
す。
🆀 コロナ禍の業務で特別に取り組んでいることは
ありますか？
🅰 東京の本部は営業がメインのため、テレワーク
が進んでいるのですが、日南オフィスは、コー
ルセンター業務のため、なかなか導入はできて
いません。ですが、営業のリモート化や、WEB
面談による業務のオンライン化が進みました。
コロナ禍だからこそ実装できた新しい事業もあ
ります。感染対策の観点でいうと、検温の報告
やこまめな換気、アルコール消毒の徹底、スタッ
フにマスクを配布したりしています。
🆀 雇用の現状と今後の見通しは？
🅰 新型コロナウイルスが県内でも発生し始めた３
〜４月以降は、採用を見送っていましたが、最

今回、２社に取材を行いました。
製造業・IT関連企業と業種は異な
りますが、コロナ禍の現在でも、
社員に満足して働いてもらえる環境作りや、継
続的な採用活動など共通している部分も多くあ
りました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る企業も数多く存在する中、
「今の雇用を守るこ
と」
「新たな事業へのチャレンジ」などの各企業
が努力している取り組みへの後押しが必要です。

まとめ

近になって少しずつ採用活動を再開しつつあり
ます。今年度は、10名ほどの採用を目指してい
て、今後も事業の拡大に合わせて雇用を増やし
ていければと考えています。順調にスタッフが
増えれば、もっと大きなオフィスに移って仕事
ができればとも考えていますね。
🆀 人材採用の現状と工夫されていることは？
🅰 基本的には、日南ハローワークに採用情報を掲
載しています。あとは、
日南市が運営している
「し
ごと図鑑」
にも記事を載せてもらっていますね。
実
 は、スタッフの
紹介による採用も
意外に多いんです。
スタッフが同級生
や知人に紹介して
そのまま雇用する
と、職場の雰囲気
企業紹介サイト 日南しごと図鑑
にも早く慣れるし、
定着しやすいといったメリットもあります。
🆀 アフターコロナに向けて、今後の考え方や取り組
みを教えてください。
🅰 売上の拡大もそうですが、何よりも今あるサー
ビスをしっかりと続けていくことが大事だと
思っています。地方で雇用を生み出すことが会
社の方針でもありますので、ITを駆使して、今
働いている方々の雇用を守ることができればと
思っています。また、若い人材の受け皿として
も機能していけたらと思います。
🆀 今後、市に期待することはありますか？
🅰 今働いている社員の定着率を上げるような取り
組みに期待します。他に誘致しているIT企業の
方や、他の業種の方との合同研修会や交流会が
あれば、そこでお互いの仕事について意見交換
ができますよね。
一緒に日南で働
く仲間がどんど
ん増えていけば、
定着率アップに
つながると思い
ます。

その中で、まずは地元企業を従来の姿に戻して
いくこと、そして、現場の声に耳を傾けて必要
な支援策を行っていくことが重要だと考えてい
ます。特に、社員の「定着」に向けた取り組みは、
企業の成長・人口の社会減抑制として期待され
ているところであり、本市としても「定着率アッ
プ」に向けたさまざまな施策を展開していきな
がら、市内企業の魅力発信に努めていきます。
●問い合わせ
商工・マーケティング課 ☎︎
（31）
1169
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Photo scrap in NICHINAN
ＡＲの種別

無 料

で
アプリ

まちのわだいを

もっと見る！

スマートフォンなどで無料アプリ「COCOAR2」
を起動後「AR」マーク付きの写真にかざすと、
詳しい記事や動画を見たり、イベントで撮影し アプリをおとして，かざすだけ。
た写真を閲覧・保存したりすることもできます。 iPhone/iPad/Android 対応（無料）

そ の 他 の 写真

「こんな日南になったらいいな～」

市内の小中学生が提案発表

11月17日

クルーズ船の久しぶりの寄港

港は大いににぎわう

FREE APP
※アプリケーショ
ンの利用は無料
ですが、ダウン
ロードには別途
通信料がかかり
ます。

11月10日

Photo scrap in NICHINAN

小・中学生がお仕事体験

プロに仕事の魅力を学ぶ

まちのわだい

11月７日

県防災士ネットワーク日南支部と日南警察署が

防災相互協力協定締結

11月５日

詳しい記事
ホームペー ジ
動画
アプリのダウンロードは上のＱＲコードを読み取るか、「ＣＯＣＯＡＲ２」
で検索してください。※一部対応していない機種もあります。
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まなびピア

油津港

小村記念館

日南警察署

「こんな日南になったらいいな〜提案発表会」があ
り、応募総数315件中、書類審査で選ばれた市内の小
中学生10組が、市関係者らを前に提案。市長賞を受賞
した福島遥音くんは「ありがとうの気持ちをあわにの
せて」
と題して、手洗いのオリジナル曲を発表しました。

国内の乗客約200人を乗せた「飛鳥Ⅱ」が寄港。岸壁
では物産展が開催され、地元の焼酎や飫肥杉製品など
の特産品がずらり。また、鵜戸神宮や飫肥城へのバス
ツアーも開催されるなど、久しぶりのクルーズ船に、
天候にも恵まれた油津港は大いににぎわっていました。

市内事業所のさまざまな仕事を体験できる「グッ
ジョブフェスタ」があり、市内の小学５・６年生と中
学１年生の合計65名が参加。会場に設置された14事
業所のブースの中から興味ある事業所を選択し体験。
仕事の魅力、楽しさ、難しさなどを学びました。

宮崎県防災士ネットワーク日南支部と日南警察署
は、防災対策に関する相互協定を締結しました。警察
署との防災に関する協定締結は、高千穂、日向、延岡
などに続き県内で８例目。地域の防災力を向上させる
ため、協力して啓発活動や各種防災訓練を実施します。

新ブランド魚の発掘へ

日南市漁協と南郷漁協

人の温もりや笑顔がないと人は生きていけない

日南学園高校３年生に感謝状

試食会開催

11月21日

豊富な魚種が水揚げされる目井津港で、新たなブラ
ンド魚を発掘しようと試食会が開かれました。試食会
は「ハガツオ」
「カマスサワラ」
「オオニベ」の３種類の
魚の刺身が一切れずつ100人分用意され、試食後に一
番おいしかった魚などのアンケートが実施されました。

創立10周年を祝う

11月21日

にじ色の海こども園
にじ色の海こども園が創立10周年を迎え、
「にじ色
オーシャンカーニバル」と題し記念式典を開催。オープ
ニングセレモニーでは園児たちがフォレストドラム＆和
太鼓を披露。園内は園児の元気な声と、にぎやかな雰囲
気に包まれながら、参加者全員で10周年を祝いました。
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伊勢えびの水揚げ状況を市に報告

日南市役所

港の駅めいつ

にじ色の海こども園

11月12日

日南市漁協と南郷漁協の関係者が、今年の伊勢えびの
水揚げ状況を市に報告しました。今年は、例年より水揚
げ量が多かったことと、新型コロナの影響で魚価低迷が
懸念されたが、国や市の支援により消費拡大や漁業者
の生活の安定にもつながったとお礼を述べられました。
11月14日
国道220号日南防災
（南区間・宮浦～鵜戸）で中心杭打ち式

鵜戸小中学校
今年、国の事業で新規事業化が決定された国道220
号日南防災（南区間・宮浦～鵜戸1.7㌔）の中心杭打ち
式（宮崎河川国道事務所、宮崎県、日南市主催）が開
催され、出席した住民や関係者で祝福しました。今後
は、道路整備の基準となる測量作業に着手されます。

11月７日

～笑い楽しみ感動を共有する人生講座～

創客創人センター

迷子の幼児を保護

11月５日

日南学園

コスプレ美魔女講演家キャサリン（相良照代）氏を
講師に迎え、
「人生笑ったもん勝ち！～気が滅入りそ
うになるこのご時世を笑ってのりこえよう〜」をテー
マに人生講座を開催。笑うことの大切さ、人と関わる
ことの意義について、講演が行われました。

捜索願いが出ていた幼児を、日南学園高校３年生の
松本朱里さんが発見・保護し、事件・事故を未然に防
ぐことができたとして日南警察署から感謝状が贈ら
れました。贈呈式は、同校であり迎修二署長より松本
さんに感謝状が手渡されました。

鵜戸神宮周辺の国道

宮崎海上保安部

花植え・清掃作業を実施

11月８日

旧鵜戸小学校周辺道路（国道沿い）
鵜戸山をかっとしやる協議会は、国道沿いの美化整
備と鵜戸神宮への参拝者を迎えるために、周辺国道で、
清掃活動や花壇の花植えなどを行いました。今回は、国
道事業に係る県内の建設業協会の会員、宮崎大学の学
生、地元住民が参加。約1時間の作業に汗を流しました。

11月６日

鞍埼灯台３D模型寄贈に感謝状贈呈

「道の駅」なんごう
宮崎海上保安部は、南郷町大島にある鞍崎灯台を３
Dプリンタで自主制作した、日南市在住の水口卓さんに
感謝状を贈呈。贈呈式は、
この模型が展示されている
「道
の駅」なんごうであり、大島と鞍埼灯台をバックに宮崎
海上保安部の岡光豊部長より感謝状が手渡されました。
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Shittoku Nattoku

し

知っ
なっ

とく

都市みらい推進機構理事長賞を受賞

▪先進的まちづくり大賞について

先進的まちづくり大賞は、他の地域のモデルと
なるような先進的まちづくりの取り組みを表彰し、
国内外に広く情報共有、発信することにより、先
進的なまちづくり事例の普及や取り組みの一層の
促進支援を図るものです。
主催：コンパクトなまちづくり推進協議会、
一般財団法人都市みらい推進機構
後援：国土交通省

●問い合わせ 商工マーケティング課 ☎︎
（31）1169

い

11月27日

不知火の収穫始まる

も

り

豊かな森林を未来へ「水と緑と森林づくり」

11月21日

県民ボランティアの集い㏌日南

1,128
通行量が

2.5～３倍に増加

315

H23.8 H24.8 H25.3 H25.8 H26.3 H26.8 H27.3 H27.8 H28.3 H28.8 H29.3

飫肥

猪崎鼻園地

年末年始の贈答用として人気の高いかんきつ類
「不知火」の収穫が始まりました。不知火は皮がむきや
すく、まろやかな甘さとみずみずしい果肉が特徴で
す。JAはまゆうによりますと、ハウス栽培の不知火
の収穫は来年２月頃まで続くということです。ご自
宅・贈答用にいかがですか。
し ら ぬ い

地域の安全・安心のために

11月27日

北郷まちづくり協議会が交通安全看板を設置
アブラツコーヒー

多世代交流施設

ワカメ養殖始まる 外浦港

11月25日

あぶらつ食堂

ゲストハウス

油津商店街

一人ひとりが森林を守り、みどりの資源を大切にし
も り
ていくことを目的に「水と緑と森林づくり」県民ボラ
ンティアの集いが開催されました。来賓者、一般参加
者、市内の協力団体など、約150人が作業に参加。記
念植樹などが行われた後、３班に分かれ草刈りなどに
汗を流しました。

子育て支援施設

ＩＴ企業オフィス

油津商店街の新たな機能を中心に
多様なコミュニティが生まれた
北郷町内

新規出店者
起業家

日南市公認
アイドル

子育て世代

ＩＴ企業の
若者

スポーツ
ファン

こども
学生

外浦港

地域連携組織・北郷まちづくり協議会は、安全運転
と交通事故防止を図るため、県道などの危険箇所や通
学路に、交通安全看板を設置しました。同協議会の安
心安全部会員と北郷町地域振興センター職員10人で
作業を実施。北郷地域内10カ所で看板設置に汗を流
しました。

外浦港で、今シーズンのワカメの養殖が始まりまし
た。この日は、外浦漁協小型船組合の組合員など約
15人が、ワカメの種付け作業を実施。ワカメの元と
なる種糸をロープに挟み込み、外浦湾に設置しまし
た。今シーズンは昨年の２倍にあたる2.5㌧の収穫を
予定しています。

12

日南市長

﨑田恭平

10

10

市長
日記

本紙の巻頭に
新年の挨拶を書
かせていただき、その中
で尊敬する政治家の言葉
が今回の決断に大きな影
響を与えたと書きました。
私が尊敬する政治家は、五ヶ
瀬 前 町 長 の 飯 干 辰 己 さ ん で す。
県庁に入庁して２年目のまだ
代の頃に、飯 干 町長（ 当 時 ）の
講演を聞く機会があり、衝撃に
近い感 銘を受け、それ以来、何
度も五ヶ瀬に足を運び、学ばせ
ていただいていま す。その方 か
ら頂いた言葉が「変わる時には
１ 年 目 か ら 変 わ る。 変 え ら れ
ない人は何 年やっても変 えられ
ない」
「 年 や って 変 え る こ と
ができなかったものを、同じ人
がそれ以上やっても変 えられな
い」というものです。これを胸に、
１年目から全力で市政に取り組
んできました。
しかし、 年の区切りは首長
にはないので「２期８年」か「３
期 年」です。根底の考えとし
て長く同じ人がトップに居続け
るのは 良 く ないと思っていまし
た。幸い私は、市職員に恵まれ、
１年目からかなり思い切った政

2021.1.5. vol.142

ぬ

店 舗 21
事業所 8

29

20

策をどんどん打ち出すことがで
きました。そして、その恵 まれ
た環 境の中で、自分の中にある
「引き出し」は全て出し切ったと
思っていま す。これ以上続 けて
も現状維持の４年になるのでは
ないかと思い、初めての選 挙で
「現状維持は停滞の始まり」と訴
えた私 としてはこのタイミング
だと思い、決断をしました。
また、私と同じく２期限りと
した首長に鳥取県の前知事であ
る片山善 博さん（現・早 稲田大
教 授）がいます。先日、片山前
知 事の新 聞のインタビュー記 事
を読まれた県内の大学教授の方
が「 﨑田 市 長が言っていること
は片山前知事の考え方と同じだ」
と教 えてく ださいました。その
記事が次の内容です。

―

なぜ３期目を目指さなかっ
たのですか。
最初から８年だろうと思って
いました。最初から「２期８年」
というのも変だから、
「まあ 年
が限度かな」と言って３選の含
み を 持 たせた。一生 懸 命、精 魂
込めて８年やれば、自分の全力
を尽くしてできることはできる
し、できないことはそれ以上やっ
てもできないと思いますよ。

自分の全てを出し尽くした８
年でした。最 後まで頑 張りたい
と思います。

10

ら

内訳

成果

目標

事業開始 H25.7

概要・受賞内容：主に、以下の取り組みが高く
評価を受けました。
・油津商店街の活性化に向けて中心となる人材
の公募による登用。
・地方公共団体との役割分担のもと、新たな施
設の整備、運営などを担う地元主体の株式会
社による取り組みの独自性。
・商店店舗のみならず、IT企業の事務所誘致や
若者チャレンジを後押しする創業支援型の新
規出店などの成果に結びつけていること。
・商店街の空間などを活用した市民自発型の企
画・運営イベントの増加。

し

日南市公式フェイスブック

日々の出来事や行事のお知
らせ、市長・副市長の動きな
どを紹介しています。

▪油津商店街の状況 新規出店数（H25→H28）

商店街の通行量（事業期間中）

受賞者：日南市

イベントやグルメ、宿泊な
どの情報のほか、一般投稿
フォトアルバムもあります。

市内企業の採用情報・U I J
ターン情報・市広報誌発行
などをお知らせします。

「油津商店街の取組」が

取組名：油津商店街の取組

観光にちなんの旅

日南市公式LINE

先進的まちづくり大賞において

第２回先進的まちづくり大賞において、
本市の油津商店街の空き店舗や空き地など
を活用した店舗、事業所の誘致による活性
化への取り組みが「都市みらい推進機構理
事長賞」
を受賞しました。
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Photo scrap in NICHINAN
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f r o m

t h e

毎週月曜日、1 月 17日
（日）

休館日

休館中の本の返却は、
各館備え付けの返却ポストへ投函してください。

l i b r a r y

ぶらり旅

市立図書館 飫肥 ☎
（25）
0158／まなびピア図書館 ☎（22）5666／北郷図書館 ☎（55）2469／南郷図書館 ☎（64）
0924

こざる温泉

かげ

影に対して 母をめぐる物語

たい

ふく だ
ゆき ひろ

もの
がたり

蔵書点検による
休館日のお知らせ

う ーしあわせ・・・・・
長野県地獄谷野猿公苑のニホン
ザルをとらえた写真集です。

「旅する読書」
100冊達成
おめでとうございます!
くろ き

み

ゆ

こう だ

せ

な

くろ き

2月15日㈪から22日㈪まで

甲田 星南さん

※五十音順に掲載
しています。

11月に達成されました♪

ヤ

私たちは、読み語り団体GAYAです。
「本って楽しいなぁ」そう感じる子ど
もが増えるようにと思って、小学校や
中学校で読んだり語ったりしています。
子どもの成長に合わせて本を選び、
内容をよく把握してから子どもに向
かっています。子どもはお話も大好き
で、想像しながら楽しく聞いています。
一人ひとりの反応を感じながら、楽
しい時間を子どもとともに過ごしてい
ます。
会員募集中

ゆめ か

黒木 心結さん 黒木 夢叶さん

休館します。
ご不便をおかけし
ますが、
よろしくお願いします。

読み語りの会「GAYA」
ガ

読み語りの仲間を増やして、活動を
もっと広げたいと思います。興味のあ
る方は、代表 菊地☎（23）1920まで

め本

新着おすす

一般書

一般書
きょく ち ぜっ けい

極地絶景

ひ

New!

かわ しま あきら

広大な無人の大地、オーロ
ラ、氷河、荒々しい動物たち
の姿・・・。美しくも苛烈な
極北の絶景が広がります。

川嶋 朗 監修

しょう がく せい

あっごきぶりだ！

小島 洋祐 監修

塚本 やすし 作

こ じま よう すけ

New!

法律って何？自分には関係
ない？実はとても身近にある
大切なもの。子どもの疑問に
わかりやすく答えるシリーズ。

図書館の最新情報

最新の図書館の情報や様子を
インターネットで発信しています。
ホームページ URL

http://nichinan.milib.jp/toshow/index.asp
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ホームページ フェイスブック インスタグラム

New!

最近は男性や子どもでも悩
んでいる「冷え」。家族ででき
る温活健康法で、この冬は「冷
え」を克服しましょう。

小学生からの
ほう りつ そう だん
かん
なんでも法律相談（１～３巻）
児童書

おし

冷えとりの専門医が教える
びょう き
ふせ
あたた
かた
病気を防ぐカラダの温め方

クント・フェアラーク 編

15

せん もん い

児童書
つか もと

No.17

マスクと未来

おん せん

しゅうさく

福田 幸広 写真
ゆうきえつこ 文

はは

えん どう

遠藤 周作 著／新潮社

あの時、私は本当に母を棄て
たのだろうか・・・。
幼時に父と離婚した亡母の生
きざまに強く影響を受ける主人
公。遠藤自身の自伝的作品。新
発見小説。

おはなしグループ紹介 その❶

ケイトが紡ぐ
の

N e w s

復活

図書館だより

このコーナーでは、市内の隠れた
名所やスポットを体験し、
体感したことをレポートします。

輪

開館時間 平日 9時～18時／土・日・祝 9時～17時

New!

楽しい夕食の時間、とつぜ
んあいつはあらわれた！へや
をとび回り、かぞくは大さわ
ぎ！大わらいの絵本です。

南郷漁協地方卸売市場の

せり」を見学してきました

「

11 月下旬、南郷漁協地方卸売
市場の「せり」を見学してきま
した。南郷では地魚フェアが開催
中だったので、どんな地魚が水揚
げされるのだろうと思いながら向
かいました。朝 5 時 30 分に水揚
げ場（荷捌き所）に着くと、すで
に大量の魚が種類と重さに仕分けされ並べられていまし
た。その魚の種類と数の多さにビックリ。市場を見渡す
と、魚だけではなく水揚げを終えたばかりの漁業者、南
郷漁協職員、仲買人、小売業者の人の多さにも驚きまし
た。中には全国的に有名な仲買人の姿も。それぞれお目
当ての魚に目星をつけている様子でした。せりの開始前
に、並べられた魚たちを興味津々に見ていると「この魚
はね～今、脂が乗ってて美味しいよ～」と声をかけて教
えてくださる方がいらっしゃいました。
時刻は７時、せりが開始。まずはサイズごとに水槽に
入れられた伊勢えびから始まり、並べられた魚たちはあっ
という間に競り落とされていきました。せりが終わると
トラックに積み込まれて行く光景に、こ
の新鮮な魚をたくさんの方に食べてもら
いたいと思いました。日南にこんなにも
魅力的な魚と活気ある光景が見られる場
所があることを実感し元気をもら
うことができました。

子どものころから私は病気がち
な タ イ プ で す。 毎 年 ひ ど い 風 邪
やインフルエンザに何回も感染し、
学校と仕事を休まざるを得なくな
ります。しかし今年は、全世界的
に流行病が広まる中、皮肉なこと
ですが、すごく健全でほとんど病
気になりませんでした。２月から
真面目にマスクをしているからだ
と思います。大学生の頃は「３密」
の学生寮に住んでいました。あの
頃も、毎日マスクをしていれば健
康をもっと維持できたことでしょ
う。
このご時世で、マスクをしない
アメリカ人が多いことを本当に残
念に思います。日本人の友達に「な
ぜアメリカ人はいまだにマスクし
ないの？」と聞かれます。マスク
をしないアメリカ人の一番平凡な
言い訳は、「免疫力があるから必要
ない」または「面倒くさい自由の
邪魔だ」です。このような科学者
を無視した行為や発言には、あき
れるばかりです。
私は、コロナが収束した後でも、
マスクをし続けるつもりです。
コロナが収束すれば、多くのア
メリカ人がすぐにマスクを捨てる
でしょうが、アメリカでも現在の
アジアのような「マスク文化」が
根付いてほしいと心から思います。
アメリカでは、健康を守るためだ
けではなく、ファッションとして
マスクを活用する若者も多いです。
彼らを見ると、少し
希望を感じます。

クイズ

正月 なぜ
めでたいのか？
答えは24ページ下

このセリの様子は

でも紹介してます。
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「僕たちのチームは、こんなもんじゃ
ない。目標は全国大会に出場して、ベ

武家屋敷 伊東邸
インスタグラム

「コロナ禍でお客さまも少なくなって
いましたが、最近は市外の修学旅行生

開催された春高バレー宮崎県予選で、
準優勝という素晴らしい成績を収めた

が飫肥に来てくれて、お店もにぎやか
になりました。店内がお客さまでにぎ

わい、笑顔で仕事ができることにとて
も喜びを感じます」とニッコリ。
土、日が勤務になるため、平日の空

いた時間は、できるだけ三人の子ども
とのスキンシップは欠かさないように
していますと話をしていました。将来
は、飫肥でお店を出店したいと笑顔で
夢を語ってくれました。
や

けい

こ

関谷 慶子

昭和61年生 飫肥地区
※日南市飫肥８丁目６番10号
さん
☎（55）8010

生まれ育った目井津の

座右の銘

冬は必ず春となる

村浦 佑樹
2021.1.5. vol.142

受けて、自分の熱意を行動から見ても
らうことで、チームを引っ張っていこ

うと決意。練習や試合中に、一番大き
な声を出すことが自分の役割だと自覚
し、率先してチームを盛り上げます。
将来の夢

スポーツ関係の仕事

昭和59年生 南郷地区
※南郷町中村乙4614-3
さん
☎（64）1155

自分をチェンジ
「今まで誰かの後ろでしか行動して
こなかった自分を変えたかった」と話
す、りなさん。もっと積極的に行動し

育ち、父は、鰹一本釣り漁師でした。
地元の基幹産業である水産業と漁業者

が先頭に立って、
指示を出す。みんなが、
ついてきているか不安に感じながらも、

無事に団長をやり遂げることができま
した。その後の自分は、達成感で満た
され、自信もつき、笑顔も増えました。

港には、近海カツオ一本釣漁獲量日本
一を誇る鰹船が１月末まで停泊中です。

感じながら現在も活動しています。今
後は、
「大勢の人の前で堂々と話せるよ

座右の銘

弘法筆を選ばず

日南振徳高校
２年生

や

の

たく ろう

矢野 拓郎さん

何事も積極的に行動

たいことを先輩に相談し、挑戦したの
が体育大会の団長でした。初めて自分

のために、誇りを持って仕事に取り組
んでいます」と意気込みを語ってくれ
ました。

迫力ある光景が広がる港の駅めいつに、
お越しください」と話していました。
き

れず、完敗でした」と、悔しい思いを
語ってくれました。
小学生の時に出会った監督の助言を

南郷漁協※で外国人漁業実習生や漁
船保険を担当している佑樹さん。昨年
は、漁業実習生の受け入れ事業がコロ

休日の楽しみは、「ゴルフと１歳の
息子と遊ぶこと」と笑顔に。
「目井津

ゆう

ものの、あと一歩のところで全国大会
への切符を逃してしまい「力を出し切

水産業発展と漁業者のために

ナ禍の影響で例年とは異なり、その対
応に追われました。「目井津で生まれ

むら うら

スト４以上を目指します！」と力強く
目標を掲げる拓郎さん。昨年 11 月に

踊ることが好きで、小学３年から始
めたエイサー。後輩に教える楽しさも

うになりたい」と笑顔で話してくれま
した。
将来の夢

保育士

細田中学校
３年生

すず

高校生以下の児童・生徒を対象にして、趣味や特技を持っている子どもにスポットを当て、青春時代の子どもたちの輝きを紹介します。

職業や年齢などに関係なく、地域のために活動している人や特技を持っている人々をリレー形式（先月号に登場した人からの紹介）で紹介します。

飫肥の伊東邸※で３年前のオープン
当初からホールスタッフとして働く

慶子さん。ご主人は、店長兼料理長と
してご夫婦でお店を盛り立てています。

せき

全国で通用するプレイヤーになる！

店を盛り上げていきたい

輝 く青春

日南 の輪
17

「飫肥に伊東邸あり」を目指して

き

鈴木 りなさん
16

02 お知らせ

金

行

市県民税申告相談は
２月１日㈪ から３月15日㈪ まで
令和３年度

育

総合教育会議を傍聴しませんか
■会議  日南市総合教育会議

■日時  １月26日（火）
  13時30分～
■場所  市役所  プレハブ会議室（北
301号室）
■出席者   市長、市教育委員会（教
育長、委員）
■申込方法  電話
■申込期限  １月21日（木）
⃝申込・問い合わせ 本庁総務・危機
管理課 総務係 ☎（31）1113

教育委員会の定例会議を
傍聴しませんか
■日時  １月26日（火）  15時～
■場所  日南市役所別館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 FAX（24）0987

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、 デリバリーサービスや
徴収（納税）の猶予を受けられることがあります。申請が受理された場合、
キッチンカー事業に
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。
取り組む皆さんへ
■対象となる方
現在、
「感染症拡大防止対策店舗
令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）において、事業や給与などに
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 等改修補助金」にて、店舗・事業所
などにおける設備の改修や備品など
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
の購入に係る経費について補助を
行っていますが、新たに、デリバリー

２月１日までに納めましょう

■市県民税４期 ■国民健康保険税８期 ■介護保険料８期
■後期高齢者医療保険料７期
※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 【納税に関すること】本庁税務課 納税管理係 ☎（31）1122

償却資産の申告は期限内に！

１月は償却資産の申告期間です。令和３年１月１日現在の事業用資産（償
却資産）の申告をお願いします。
■申告期限  ２月１日（月）
■申告に必要なもの ・償却資産申告書 ・印鑑 ・種類別明細書
・個人番号または法人番号のわかるもの ・委任状
（代理人が申告する場合のみ）
固定資産税の軽減制度について（新型コロナ関連）
■対象者 事業収入が減少した中小事業者など
■対象となる資産 償却資産と事業用家屋
■軽減特例の要件
①事業収入の一定以上の減少（※１）
②商工会議所などから減収の確認（※２）
※１  令和２年２月から10月までの任意の連続する３カ月間の事業収入が、
前年の同期間に比べて30％以上減少した場合。
※２  商 工会議所、商工会、税理士などから減収の確認を受け、期限まで
に特例の申告書を市役所税務課へ提出した場合。
■提出期限  ２月１日（月）
※提出期限を過ぎると軽減措置を受けることができなくなります。
■軽減割合 30％以上減少  ２分の１軽減
50％以上減少  全額免除
※詳しくは市ホームページまたは、下記までお問い合わせください。
⃝提出・問い合わせ  本庁税務課 資産税係 ☎（31）1120

行

政

サービスおよびキッチンカーに係る
車両購入費やリース料、改造経費を
補助対象とします。

※詳細につきましては、日南市公式
ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
⃝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

安

全

感電事故に
注意しましょう
凧揚げの季節となりました。万一、
凧が電線などにかかった場合は、自
分で取ろうとせずに、九州電力送配
電までご連絡ください。
■感電事故防止のために
①電線付近では、凧揚げをしない。
②電柱や鉄塔に昇ったりしない。
⃝問い合わせ
九州電力送配電㈱
日南配電事務所
☎0120（986）964

談

談
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政

相

相
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・第一次産業従事者事業継続支援金
・中小企業等事業継続支援金
３月31日（水）までのもの
・感染症拡大防止対策店舗等改修補助金
・新型コロナウイルス雇用継続社会
保険料補助金
・新型コロナウイルス離職者雇用奨励金
・新型コロナウイルス離職者研修補助金
※詳細につきましては、日南市公式
ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
⃝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

行

災

災

（23）
7584
●問い合わせ 消防本部 警防課 ☎

締切が次のとおりとなっております
ので、対象の方で申請がお済みでない
場合はお早めの申請をお願いします。
■申請期限  
２月26日（金）までのもの

新型コロナウイルスにより、
納税が困難な方へ

防

防

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
ていただきます。

日南市独自の新型コロナウイルス
感染症に関する補助金・支援金の申請

金

イベント

イベント

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

新型コロナに関する補助金・
支援金の申請はお済みですか

税

集

集

防

政

お知らせ 01

募

募

令和３年度市県民税の申告が始まります。税の申告は、市県民税をはじ
め、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを算定する
上で基礎となる大切なものです。
また、所得課税証明書の交付や、保育料、公営住宅入居などの判定にも
必要になりますので、必ず期間内に申告してください。
なお、税務署で確定申告をする方は、市県民税の申告をしたものとして
取り扱いますので、改めて市の申告会場へ来る必要はありません。
■申告に必要なもの
①共通
・印鑑
・マイナンバーカード（またはその両面写し）
※マイナンバーカードの交付を受けていない場合は、マイナンバー通知
カードまたはマイナンバー記載の住民票と運転免許証などの本人確認
書類（またはその写し）
・控除がわかる書類
 社会保険料、生命保険料などの控除証明書、医療費控除を受ける場合
は領収書、高額療養費や生命保険会社などから補てんがあった場合は補
てん金額がわかる書類、身体障害者手帳など
※医 療費控除を受ける場合は、領収書を個人ごと、病院ごとに集計し、
明細書を作成してください。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、医薬品の領収書、
自身の健康管理の取り組みがわかるもの（予防接種や健康診断の領収
書など）
を添付または提示してください。
※医療費控除とセルフメディケーション税制は重複して控除できません。
・所得税の還付を受ける方は本人名義の通帳
②事業（営業などや農業）、不動産所得があった方
収支内訳書、収入や経費がわかる帳簿、証明書や領収書、通帳など
※収入がわかる証明書や経費がわかる領収書などは項目別・月別に振り
分けて集計し、帳簿に記帳の上、収支内訳書にまとめておいてください。
③給与収入があった方
給与所得の源泉徴収票（源泉徴収票がない方は給与明細書など）
④公的年金などの収入があった方    公的年金などの源泉徴収票
⑤その他の収入があった方    収入や経費がわかる証明書類など
※申告へ来られる皆様へ（お願い）
・申告会場でのマスクの着用、手指消毒、検温にご協力をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症の状況によっては、相談会場を閉鎖する場合
があります。
⃝問い合わせ 本庁税務課 市民税係 ☎（31）1121

消

2021年１月５日 好きです にちなん

お知らせ

お知らせ

税

2021年１月５日 好きです にちなん

「マイナンバーカード」
作りませんか

本庁市民課・北郷町地域振興センター・南郷町
地域振興センターでは、マイナンバーカードの申
請サービスを実施しています。タブレットを使っ
て、顔写真を撮影させていただきます。
手数料は、無料ですので、ぜひ、ご利用くださ
い。所要時間はお一人当たり５分～ 10分程度です。
■時間外・休日開庁のお知らせ（本庁市民課のみ）
時間外：毎週火曜日  17時15分～ 19時30分
休 日：第２日曜日  ９時～ 12時
■必要なもの   運転免許証、健康保険証などの身
分証明書

出 張

サービスします!

企業や自治会など（５名以上）で
申し込みすると、職員が会場まで
出向き、マイナンバーカード申請
の出張サービスを実施します。お
気軽にお申し込みください。

●申込・問い合わせ 本庁市民課 ☎︎（31）1124
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04 お知らせ

敷地内漏水にご注意を

2/2 火

2/17 水

2/28 日

飫

3/8 月
吾
田

■その他

3/9 火
3/10 水
3/11 木

全地区

3/12 金
3/14 日
3/15 月

贄波地区集落農事集会所
飫肥公民館

畦の丸公民館

談

談

3/5 金

脇本
贄波・夫婦浦
山ノ口・楠原・原之迫・下板敷
前鶴・小川・大手
今町・上新町・下新町・本町
鳥居下・山川・十文字・上板敷
板敷１区
永吉・倉掛・瀬田尾・西ノ村・畦ノ丸・徳之峯・
つづら八重・大平・中角
9：00～11：30
仮屋講 ※
13：00～15：30
中央団地 ※
9：00～11：30
南平・中隈谷・二の丸団地・上隈谷 ※
13：00～15：30
免税牛受付
（日南地区）※
9：00～11：30
上平野・下隈谷 ※
13：00～15：30
中浦・星倉住宅・桜ヶ丘 ※
9：00～11：30
釈迦尾ヶ野・後河内 ※
13：00～15：30
中央区・戸高山瀬 ※
9：00～11：30
中平野 ※
13：00～15：30
向原・日後谷・川向・吾田団地・隈谷団地 ※
9：00～11：30
星倉山瀬 ※
13：00～15：30
横通・東光寺・松原団地・王子社宅 ※
9：00～11：30／13：00～15：30 指定日以外
（全地区）※
9：00～11：30／13：00～15：30 指定日以外
（全地区）※

相

肥

相

9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30
3/2 火
13：00～15：30
9：00～11：30
3/3 水
13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
3/4 木
9：00～11：30／13：00～15：30
3/1 月

災

金
月
水
木
金

対象区域
申告会場
岩上・材木・木山
園田・西町・春日
まなびピア
瀬貝・岩下・上町・下西
瀬西・梅下・梅上・下東
内之田 ・倉迫・大藤 ※
宮鶴・猪八重・一之瀬・年見 ※
太夫・蓑崎・鵜之木 ※
北郷福祉センター
2階会議室
立野・新町 ※
中央・伊十川・常明寺 ※
免税牛受付
（北郷地区 ）※
坂元・宿野・昼野・平佐  
坂元公民館
黒荷田・谷合・河原谷・曽和田・大戸野・田代・山仮屋   黒荷田公民館
酒谷1区・酒谷2区・酒谷3区・酒谷4区・酒谷5区   酒谷支所
酒谷6区・酒谷７区・酒谷８区・酒谷９区・酒谷10区  酒谷7区公民館
松永・甲東  
殿所・益安  
東郷公民館
平山・乙東
風田
小目井・宮浦・鵜戸・小吹毛井・大浦 ※
鵜戸支所
富土・富土河内・伊比井・鶯巣
富土集落センター
大堂津1区・大堂津2区
大堂津津波
緊急避難施設
大堂津3区・塩鶴
下方・上毛吉田・下毛吉田・上塚田・下塚田
都市農村交流センター
東下中・川下・西寺・仏坂・上方
通水・茶円・仮屋・寺村・南平・宿之河内
大窪公民館
上講・札之尾・中講・下講
榎原地区公民館
原向地区ふれあいセンター
潟上上・潟上中・潟上下
上中村
上中村公民館
谷之口・津屋野  
目井津
目井津漁民センター
栄松
中央町
外浦
南郷
ハートフルセンター
免税牛受付
（南郷地区）
生涯学習館２階
9：00～11：30／13：00～15：30 指定日以外
（全地区）  

防

2/19
2/22
2/24
2/25
2/26

全地区 南郷

郷

災

2/18 木

受付時間
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：30～15：30
9：00～11：30
13：30～16：00
13：30～16：00
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：30～15：30
13：30～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
13：30～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30
13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30
9：00～11：30／13：00～15：30

●問い合わせ
本庁税務課 市民税係 ☎︎
（31）
1121

イベント

2/16 火

住民税申告相談日程表

集

2/15 月

令和３年度

募

2/12 金

南

防

が利用できます。どちらもマイルートアプリから
専用アプリ「my route（マイルート）」
（※1）をダウ
予約・利用が可能です。
ンロードしていただくことで、出発地から目的地まで
※3  シェアサイクル「pippa 」は、宮崎、南宮崎、
のバスや鉄道など複数の交通手段の最適な経路検索や
青島、木花の各駅に設置。
予約、決済などをまとめて行うことができ、期間限定
※4  トヨタのカーシェアは、宮崎、南宮崎、青島、
でお得なデジタルチケットの購入ができます。
飫肥、日南、油津、南郷の各駅に設置。
※1  
「my route（マイルート）」はトヨタ自動車・トヨ
■お得なデジタルチケット
タファイナンシャルサービスが開発・提供するス
（１）ＪＲ＆宮交バス 「日南１デーフリーパス」 ・・・
マートフォンアプリです。
2,000円
■ポイント
・内容  日 南市から宮崎市の対象区間で、ＪＲと宮崎
（１）
乗車券をスマートフォン上で購入できるので、窓
交通バス、どちらも１日乗り放題のお得なチ
口に行く必要がありません。
ケットです。
（２）
周辺の商業施設や観光地の情報を入手できます。
・期間  ３月12日（金）まで
（３）
列車の運行情報やバスロケーションシステムと連
・区間  
【ＪＲ】宮崎～南郷、田吉～宮崎空港
携し、バスの位置情報や遅延情報をリアルタイム
で確認できます。
【宮交】宮崎駅～飫肥、飫肥～幸島入口、日南（ひ
（４）
日南駅～宮崎駅を日南線で往復利用する場合、普
な）めぐり号
通の切符に比べ260円もお得に乗れます。
（２）ワンコインパス・・・500円
（５）
マイルートアプリでいつでもチケットが購入でき、 ・内容  土 日祝日限定で宮崎市近郊エリアの路線バス
近くの駅、バス停からいつでも乗車できます。
が500円で乗り放題となるお得なチケットで
（６）
ＪＲ日南線、宮交バスのどちらも乗車でき、予定
す。
に合わせて、ご利用いただけます。また、時刻の
⃝問い合わせ
検索もマイルートアプリを使えば簡単です。
本庁総合戦略課 地域政策係
（７）
シェアサイクル「pippa 」
（※3）、カーシェア（※4）
☎(31)1128

2/9 火
2/10 水

田

スマホアプリを使えば
公共交通がもっと便利にお得に利用できます

2/8 月

細

ご使用水量等のお知らせ

2/5 金

鵜戸

表示
箇所

2/4 木

郷

活

メーター

東

生

パイロット

酒谷

イベント

⃝問い合わせ 本
 庁水道課 営業係 ☎（31）1149

2/1 月

2/3 水
北 郷

集

■長期間、水道を使用しないときは
長期的に水道を使用しない場合でも、契約期間中
は基本料金をお支払いいただくことになります。
転居などにより長期間、水道を使用しない場合に
は、契約中止のご連絡をお願いします。

金

地区 期日 曜
津

募

毎月１回、水道メーターを検針し、検針結果を「ご使
用水量等のお知らせ」でお知らせしています。お知らせ
の備考欄に【漏水の可能性があります】と記載がある場
合は、メーターの確認をお願いします。
■メーターの確認方法
水道を使用していない状態で、メーター内にある銀
色のパイロットが回転していると漏水です。
なお、漏水の場合には、市指定の水道業者に修理を
お願いしてください。

税

お知らせ 03
お知らせ

活

2021年１月５日 好きです にちなん

油

お知らせ

生

2021年１月５日 好きです にちなん

文化センター
※駐車場は東九州石油
横の市役所駐車場を
ご利用ください

◎対象区域のうち※がついている区域は申告会場が昨年と変わっています。ご注意ください。また、午前と午後の
会場が異なる日は、移動・設営時間の都合上、午後1時30分から受付開始いたします。
◎申告期間中は、本庁税務課および地域振興センターでは受付しませんので、必ず申告会場にお越しください。
21
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06 お知らせ

集

県下一斉無料相談会
宮崎地方法務局及び宮崎県司法書
士会では、不動産の相続登記、会社・
法人の登記、成年後見などに関する
無料相談会を開催します。
■日時  ２月７日（日）10時～ 15時

【８時30分～受付  ９時～開会式
９時30分～競技開始】
■場所  
日南市総合運動公園  芝生広場

■参加資格  
健康な日南市民で、グラウンド・ゴ
ルフを行っている方

新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止になる場合があります。
「発達障害 様々な支援のヒント」
⃝申込・問い合わせ  
発達障害の方と向き合うためには、
障害特性の正しい理解と、それに応
じた支援が必要です。長年臨床や福
祉の現場でご活躍中のお二人の先生
方に、さまざまなヒントを教えてい
応急手当講習会
ただきます。多数の関係者の皆さま
いざという時に慌てず適切な応急 のご参加をお待ちしています。
処置ができるように、正しい心肺蘇 ■日時   ２月21日（日）10時～ 12
生法やＡＥＤ（自動体外式除細動器） 時30分（受付９時30分）
の使い方など、知識や技術を学んで ※ＺＯＯＭによるオンラインでの実
みませんか。１人からでも受講でき
施になります。
ますので、気軽にお申し込みくださ ■講師  
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）、ＡＥ
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よこはま発達クリニック
児童精神科医師  宇野 洋太 先生
社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会
笠合 竜明 先生
■対象者   自閉症など発達障害の支

援にあたる方、保護者、一般の方
Ｄの使用法
■定員  15人
１ 月６ 日（水）、 ２ 月３ 日（水）、 ■参加費  2,000円（資料代）
３月３日（水）  ９時～９時45分
■申込方法   下記申込みフォームよ
②救命入門コース
りお申込みください。
 肺蘇生法（人工呼吸あり）、Ａ
心
ＥＤの使用法

１月20日（水）、３月17日（水）
９時～ 10時30分
③普通救命講習
（健康増進課立ち会い）により参加
心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、異
チームを決定します。抽選結果は、 物除去法、止血法

■参加定員  
250人（１チーム４～５人編成）
※申込み多数の場合は各地区で抽選

～共に楽しく暮らすために～

https：//ws.formzu.net/fgen/
S84056464/
⃝問い合わせ   ＮＰＯ法人サザン
ウィンド ☎/ＦＡＸ（22）2330
携帯 080（5259）2268
メール：minamikaze2010＠yahoo.
co.jp

淡い緑の封筒

⃝問い合わせ ねんきんダイヤル ☎0570（05）1165（ナビダイヤル）
宮崎年金事務所
☎0985（52）2111
市民課年金係
☎（31）1127

！

⃝手続きが遅れると年金機構が請求
書（はがき）を受け付けた月の翌
月分からのお支払いになり、
令 和２年８月分からの給付金を
遡って受け取れなくなります。
⃝請求書を紛失された方、世帯構成
などに変更があった方は左記お問
い合わせ先にご相談ください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

付きの「法定相続情報一覧図の写 【その他】
個人や職場などで受診する健（検）
し」を無料で交付。
③各種相続手続きの際は、この証明 診など（人間ドックも含む）
相続登記はお済ですか
書を提出（戸籍書類一式の提出を （受診対象期間）
令和２年１月～令和２年12月
家族が亡くなったときには、預貯
省略可）。
金、土地・家屋などの相続に関する ※詳 細は、宮崎地方法務局ホーム ※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
複雑な手続きが発生します。法務
ページで「法定相続情報証明制度」
１回分の抽選となります。
局では、相続手続の負担を軽減でき
と検索してください。
■記念品（賞品）
る便利な制度がありますので、ぜひ、 ⃝問い合わせ  
3,000円から20,000円相当の地元
ご利用ください。
宮崎地方法務局日南支局
特産品詰め合わせなど（合計50本）
■相続登記をしない場合の問題
☎（25）9125
■申込方法
・相 続人のうちの一人が亡くなり、
本庁健康増進課、北郷町・南郷町
更に二次、三次の相続が発生する
地域振興センター住民係で配布する
と、相続人が増え、手続きがます
「健康ポイント事業」
への 申込書に必要事項を記入の上、健
ます難しくなります。
申し込みはお済ですか （検）診を受診したことが分かるもの
・土地・建物の売却やローンの手続
～健
（検）診を受けたら応募しよう～ （結果通知など）を添えて、各申込書
きに時間がかかります。

相

続

募

・防災・災害復旧の取り組みの妨げ
になります。
※詳細は、法務省ホームページで「未
来につなぐ相続登記」と検索して
ください。

■法定相続情報証明制度
以前はさまざまな相続手続きのた
びに、戸籍謄本などの束をそろえ、
それぞれの機関に提出する必要があ
りました。この制度を利用すると、

集

各種健（検）診を受診して申し込

配布窓口へ提出してください。

みをすると、抽選で豪華な地元特産 ※市 が実施する健（検）診での申し
品などが当たる「健康ポイント事業」
込みは、結果通知などの提出は不
を実施しています。申込期限が２月
要です。この場合は、郵送、ファ
１日（月）となっています。お早め
クスまたはメールでも申し込めま
に申し込みください。
す。
■対象者
市内に在住する20歳以上の方

※申込書は市公式ホームページから
もダウンロードできます。

にした図「法定相続情報一覧図」 骨粗鬆症検診、歯周疾患検診
（受診対象期間）
を作成し、法務局へ提出。
②法務局の登記官が確認後、認証文 令和２年４月～令和２年12月

〒887-8585 日南市中央通1-1-1
メール：k-zoushin＠city.nichinan.
lg.jp

談

談

■日時  ２月25日（木）
※雨天の場合  ３月４日（木）

発達障害連続セミナー
2020
（公開講座）

令和３年
２月１日必着！

お早目に請求書（はがき）を
ご提出ください

相

相

健康づくり
グラウンド・ゴルフ大会
参加者を募集します！

氏名などを
記入して
ポストに投函!

■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

至急！

災

災

日南市国民健康保険

２月７日（日）  ９時～ 17時

所へ出向いて、講習をします。
⃝申込・問い合わせ
き、発熱や体調不良の場合は、参加 消防本部 警防課 ☎（23）7584
をお控えください。また、マスクの （平日の８時30分～ 17時15分）
着用をお願いいたします。

日南グラウンド・ゴルフ協会事務局
濱田 正人 宛
☎090（8668）3018
〒889-2522 日南市大字東弁分甲
886番地１

⬇対象者には10月に送付されています！

防

防

☎0985
（28）
8538

■申込期限  １月25日（月）必着
■その他
当日、自宅にて検温をしていただ

年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく！

イベント

イベント

③延 岡地区   延岡市川中コミュニ
ティセンター（延岡市桜小路360
番地２）
■申込方法   事前予約（予約された
方のみ相談をお受けします）
■受付期間
１月４日（月）～１月29日（金）
■その他  
新型コロナウイルス感染予防対策
をとって司法書士が無料で相談を受
けますが、発熱や咳、体調不良など
の方については相談をお断りする場
合があります。
⃝申込・問い合わせ
宮崎県司法書士会

番号をご記入ください）
④参加者氏名、年齢、性別、打順（全
員をご記入ください）

年金・給付金

集

②都城地区   都城市総合文化ホール
（会議室１）
（都城市北原町1106
番地100）

下記の必要事項を記入の上、郵送
にて申し込みください
①チーム名  ②代表者氏名
③代 表者電話番号（確実につながる

２月17日（水）  ９時～ 12時
④上級普通救命講習
普
 通救命講習内容、小児・乳児の心
肺蘇生法など

お知らせ 05

募

募 集

■場所
①宮崎地区  宮崎県立図書館
（宮崎市船塚三丁目210番地１）

チーム代表者に電話連絡します。

■申込期間   
１月５日（火）～１月25日（月）
■申込方法  

2021年１月５日 好きです にちなん

お知らせ

お知らせ

募

2021年１月５日 好きです にちなん

■ポイントの対象となる健（検）診
■抽選結果
【市が実施する健（検）診】
令和３年２月に抽選し、当選者に
その手間が省略でき手続きが簡単に 国保特定健診、後期高齢者健診、若 「当選通知」を郵送します。
年者健診、各種がん検診（胃がん、 ⃝申込・問い合わせ  
なります。
大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳 本庁健康増進課
■仕組み
①戸籍書類一式と、相続関係を一覧 がん）、結核検診、肝炎ウイルス検診、 ☎（31）1129 FAX（31）1966

22

08 お知らせ

2021年１月５日 好きです にちなん

日南こども食堂
■日時  １月９日（土）
  
11時30分～ 13時30分

紙刺繍で
ギフトカード作り

司法書士会による
無料法律相談会

紙に刺繍をしてみましょう。
■日時  １月21日（木）
  10時～ 12時

■相談対象
相続・売買などの不動産登記、商

今月は折り紙です。

北郷図書館 ☎
（55）2469

■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 １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。

■勤務時間（予定）
８時30分～17時30分
※練習内容などにより、就労時間が

前後する場合があります。
■勤務場所  天福球場
■応募資格  
55歳までの健康・体力に自信の
ある方（ただし、高野連所属の野球
部に在籍する３年生は除く）
※キャンプ期間中を通じてアルバイ
トのできる方が優先採用となりま
す。
■募集人員・賃金（予定）
①
【グラウンド整備】
１ 月25日～１月30日   ７人程度
6,800円／日（昼食なし）
②
【グラウンド整備】  
２ 月１ 日 ～３ 月１ 日   20人 程 度  
6,800円／日（昼食あり）
③
【庶務】
  
２月１日～３月１日   ２人（女性）
6,400円／日（昼食あり）
※規定就労時間を超過した場合は別
途対応いたします。
※従事期間についてはシフト編成し
ます。ご希望に添えない場合もご
ざいますのでご了承ください。
※① ② は ト レ ー ニ ン グ ウ ェ ア（期
間中制服貸与）を必ず着用するこ
と！（グローブ必須）
■申込方法  
観光協会に設置の規定申込用紙に
必要事項を記入の上、お申し込みく
ださい。
（証明写真必須）
※電話での申し込みは受け付けでき
ません。
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2021埼玉西武ライオンズ
南郷春季キャンプ
アルバイト

局（（一社）
日南市観光協会内）
日南市材木町１-13
☎
（31）
1134

■勤務内容
①グラウンド整備、設備設置、撤去

などの業務（トレーニングウェア
着用）
②案 内所での観光案内（屋外仮設テ
ント内）、週末イベント補助、来
場者の検温・消毒など新型コロナ
ウイルス感染防止に関わる業務
■期間  ２月１日
（月）
～２月21日
（日）
  
※予定   ※休日は未確定（決まり次
第ホームページなどで案内します）
■勤務時間
①９ 時～ 17時／ 10時～ 18時の２
交代制
②８時～ 16時45分
■勤務場所  
南郷中央公園（南郷スタジアム）
■応募資格
①年齢50歳位まで、健康・体力に自
信のある方（ただし、高野連所属の

農産物加工機器の
取扱研修会と加工体験
（白だし作り）
市内には地元農産物を使って加工
体験ができる特産加工施設がありま
す。個人でもグループでも使用する
ことができますので、正しい機器の
取扱方法を学んで農産物加工にチャ
レンジしてみませんか。
■日時  ２月５日（金）
  13時～ 16時
■場所   都市農村交流センター   体
験加工実習室

■対象者  市内在住者
■定員  20人
※申込み多数の場合は、抽選します。
■参加料  500円

高校野球部に在籍する方は除く）
②日 南市内の観光に興味のある方、 ■申込方法
住所、氏名、年齢、電話番号を電
接客が好きな方歓迎します。
※キャンプ期間中を通じてアルバイ 話またはファクスでお知らせくださ
い。
トのできる方を優先します。
■申込期限  １月20日（水）
■募集人員
■その他
①10人程度／②10人程度
新型コロナウイルス感染状況に
■賃金  
①6,500 ／日（昼食有り）
②6,200 ／日（昼食有り）

■申込方法
観光協会に設置の規定申込用紙に

必要事項を記入の上、日南市観光協
会（日南市観光案内所内）に申し込
むこと。
（証明写真必須）

談

談

■申込  不要
■参加料  無料
■対象・定員  成人・５人
⃝問い合わせ  

消費生活相談

染防止に関わる業務）
■期間  
１月25日（月）～３月１日（月）

に電話連絡します。
⃝申込・問い合わせ  
埼玉西武ライオンズ南郷協力会事務

相

相

■日時  １月13日（水）
  10時～ 11時
■場所  北郷図書館

～秘密は守られますので
お気軽にご相談を～

日南市観光協会内）
③球場内の庶務（来場者対応、検温・ （（一社）
（31）
1134
消毒などの新型コロナウイルス感 日南市材木町１-13 ☎

１月22日（金）17時必着
■結果通知
採用者にのみ１月22日（金）まで

災

災

「憩いの森」

までに予約をお願いします。
（予約時間：平日10時～ 16時）

■勤務内容
①②球場グラウンド整備、施設設置、 ⃝申込・問い合わせ  
広島東洋カープ日南協力会事務局
撤去などの業務

※電話での申し込みは受け付けてお
りません。
■申込期限  

防

防

図書館イベント

無料相談案内

⃝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

でに電話連絡します。
※働きによってはアルバイト期間の
途中に関わらず、辞めていただく
場合もあります。

※日南市観光協会ホームページでも
ダウンロード可能です。

イベント

イベント

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

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

2021広島東洋カープ
春季日南キャンプ
アルバイト

■申込期限  １月15日（金）
■結果通知  
採用者にのみ、１月18日（月）ま

集

集

・提供できる食事が無くなり次第終 ■対象・定員  成人・５人
了となります。
■準備物 裁縫道具   刺しゅう針、
・会員やボランティアを随時募集中。 お持ちでしたら刺しゅう糸
興味のある方は、ご連絡ください。 ⃝問い合わせ
・会への寄付金や食材提供も受け付 北郷図書館 ☎（55）2469
けています。

業登記、多重債務問題、成年後見な
ど
■日時・場所 １月19日（火）  

集

募

募

■場所  北郷図書館
■場所  旧日南カトリック幼稚園
■申込方法   お近くの図書館の申込
■対象者 市内どなたでも利用可能。 用紙に記入して、カウンターに提出
※風邪症状のある方はご遠慮ください。 してください。
■費用  無料（事前申込不要）
■参加料  無料
■その他
■申込期限  1月16日（土）

募

お知らせ 07
お知らせ

お知らせ

イベント

2021年１月５日 好きです にちなん

よっては、開催を中止する場合があ
ります。
⃝申込・問い合わせ  
農政課農業振興係
☎（31）1132
ＦＡＸ（24）0080

15ページの答え： 昔、季節は、穀物の種をまく春と収穫の秋のふたつでした。春の初めが「立春」で生命の誕生を喜び祝いました。
「めでたい」は「芽出度い」=目が出る、からきていると言われています。
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いかがでしたか？
Q1 見
 やすさ・読みやすさは、
旬の味覚をご紹介

Q2 関心があるコーナー名を○で囲んでください。

今が旬

（いくつでも）

◦ぶらり旅
◦図書館だより
◦輝く青春
◦日南の輪
◦おしらせ
◦健康にちなん21
◦今が旬
◦広告
◦うちの宝まちの宝

t's

Le

取り上げてほしい特集は？
Q3 今後、

自由にご記入ください。
Q4 ご意見・ご感想など、

広報誌への意見を聞かせてください!

切り取っていただき、お買い物や献立作成にお役立てください。

◦表紙
◦特集①（新年あいさつ）
◦特集②（南郷大島ミュージアム）
◦特集③（日南のスイートピー）
◦特集④（日南市の雇用状況と企業誘致）
◦まちのわだい
◦市長日記
◦知っ得 なっ得
◦ケイトが紡ぐ日米の輪

必要事項を記入し、裏面に63円切手を貼って投函してください。

（切手を貼らずに近くの市職員に渡したり、市内の公共施設な
どにある「ご意見箱」に入れたりしていただいても結構です）

ＰＶチャンネル

１人分

ほうれん草と
ひじきのサラダ

最新動画のご紹介

（日南市役所 好きぃ～部 269）

材 料 ４人分
・ほうれん草 ………200ｇ
・乾燥ひじき …………８ｇ
・ツナ缶（水煮）………60ｇ
・コーン（缶）
…………30ｇ
マヨネーズ
・
……大さじ１
・濃口しょうゆ…大さじ２/３
・すりごま……………４ｇ
・砂糖 …………ひとつまみ

１日の食塩
摂取目標量

基本セット
会葬礼状
（30名様分）
会葬品1,100円（30名様分） 祭壇一式
出立て膳
（15名様分）
お棺
（15名様分）
法事膳
ご安置準備料
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ご遺影写真
骨壷・位牌セット
葬儀資材・運営料
受付セット

お泊りセット
ドライアイス
納棺セット
霊柩車

ほうれん草は、サラダ、汁物、
炒め物など、いろいろな料理
に活用できます。

食生活改善推進員は、地域で料理教室や食生
活改善活動をボランティアで実施しています。

男性
7.5g未満

ご提示する金額はご葬儀に必要な
内容が全て含まれております。
ご希望を伺いながら明確な料金を
ご提示いたします。

女性
6.5g未満

高血圧の方
6.0g未満

まずはお気軽にお電話ください

㈱日南葬祭

（0987）
23

90台

!

⃝問い合わせ
本庁総務・危機管理課
危機管理係 ☎
（31）
1125

ホームワイド
ケーズ電器

吾田東小学校

ホームプラザ
ナフコ

以内

以下

圧が急降下します。その後も血圧の変化を繰り返
すことで、体力の衰えた高齢者や持病がある人に
は命の危険もあり、十分な注意が必要です。
●問い合わせ 長寿課 ☎︎（27）3154

急な病気で困ったとき、
ご利用ください
日南市初期夜間急病センター

（23）9999
☎

パソコン
スマートフォン

まちのうごき
現在、国勢調査の集計中のた
め、しばらくの間お休みします。
集計結果が公表される来年６月
頃から再開します。

フィーチャーフォン
（ガラケー）

診療科目
内科
小児科

診療日
診療時間
毎
日
19時～
日曜日・祝日
22時
年末年始

安心できる家づくりのために欠かせない地盤チェック。
忠建では
「品質」
「健康」
「財産」
の３つの視点でお客様の大切な土地の地盤を守ります。
まずは
お問合せ
ください!

救急医療電話相談

（31）
1111
☎
24時間対応

医師や看護師が医療
相談に応じます。

※日曜日・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）
。
※発熱がある場合は、事前に電話での連絡をお願
いします。

リフォーム・注文住宅

・ ・ ・

急な病気で困ったら…

安 心と信 頼 の家 造 り

広告

モスバーガー

いちき
歯科 GS
タイヨー 小玉
共立外科

10分 41℃

防災・気象情報をメールで配信中。
登録は右記QRコードから。

4100

見聞読タナカ

浴槽のふたを置
いておくと、い
ざというときに
寄りかかれる

防災・気象メールにちなん

日南葬祭
セブン
イレブン

入浴中に同居家
族が声をかける

温まりすぎは危
険！入浴時間は
10分 以 内、 湯
温は41℃以下。

たとえば、入浴するために暖かい部屋から寒い
脱衣所や浴室に移動して裸になると、体が冷えて
血管が収縮し、血圧が急上昇します。その直後に
浴槽に入ると体が温まって血管が拡張し今度は血

かんぽの宿
日南

スーパーとむら

浴槽につかる前
にかけ湯をして
体を慣らす。

■
「血圧」
の急変が原因です。

日南市吾田東10‑4‑10
FAX：
（0987）
23‑4114

駐車場
完備

シャワーで湯は
り、浴槽のふた
を 開 け る な ど、
湯気で浴室を温
める。

いいお湯だよ

!

佐土原さん
橋本さん

お客様のご希望・ご予算に合わせ
最適なプランをご提案します。

わかりやすい料金

担当者のコメント

食生活改善推進員

家族や親しい人を中心とした
少人数でのお葬式

（会員様価格）
（税別）

❶ほ
 うれん草は茹でて水気
を切って絞り、３～４セ
ンチ幅に切る。ひじきは
お湯で戻して水気をきっ
ておく。
❷混
 ぜ合わせておいたAと
ほうれん草、ひじき、ツ
ナ、コーンを混ぜ合わせ
る。
A

線
２号
２２
国道

56万円

作り方

入浴は浴室全体
が温まってから。

脱衣所を暖房器
具で20度以上に
温めておく

大丈夫ですか？

4.8g
3.3g
6.4g
1.0g

（左から）

事前相談

シンプル プラン

・たんぱく質
・脂質
・炭水化物
・食塩相当量

栄養・特徴 ビタミンAが豊富
で皮膚や髪の健康維持に役
立ちます。カリウムも豊富で、
むくみの予防や高血圧の改善
効果も期待できます。

家族葬 24 万円〜

一般葬・家族葬まで
真心こめて 安心ご葬儀

１人分の栄養成分

ほうれん草

かまぼこ ２切…
食塩相当量 0.8ｇ

「目井津の
地魚が好きぃ～♥」

広告

エネルギー

数の子 １本…
食塩相当量 0.3ｇ

QR コードを読み取ってアクセスするか、動
画配信サイト YouTube で「好きぃ」と検索
すると、動画広報をお楽しみいただけます。
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■入浴中のヒートショックを防ぐために…

k

o
co

食品に含まれる
食塩量

にちなん大好き

にちなん

急激な温度変化によっておこるヒートショックは、特に寒暖
差が大きい冬場の入浴時に発生します。高齢者の脳や心臓にダ
メージを与え、関連する入浴中の死者は交通事故をはるかに上
回ります。

69 kcal

食材

健康

寒い時の入浴に気をつけましょう！

□良かった      □悪かった      □どちらとも言えない

TEL：090‑4981‑9745

〒889‑2402

宮崎県日南市北郷町郷之原乙2012‑2

固定電話 0987‑55‑2634
営業時間 7：00〜22：00
忠建 日南

検索

注文住宅
住宅リフォーム
耐震改修
26

8 8 7 8 5 8 5

メールでも受け付けます

63円切手

氏名、年齢、住所、電話番号と、裏面のQ １〜 Q
４への回答を記入。件名に「広報誌への意見」と入力
して送信してください。

日南市役所 秘書広報課
広報広聴係 行

E-mail：koho@city.nichinan.lg.jp

左の QR コードを読み取ると、送付先の
メールアドレスが表示されます。

令和３年１月５日発行  January 2021  No.142

ふりがな

氏名

うちの宝 まちの宝
皆さまからの投稿を
お待ちしています

電話番号

（写真左から）

（４歳）

（２歳）

ごう

肝付 剛くん

※連絡先がない場合は、商品の発送
ができませんのでご注意ください。

きて
生まれて とう♥
りが
くれてあ ってね
育
に
元気

い
いっぱ
元気
れ
な～
と
大きく姉ちゃん
お
愛
♥
結
くね
仲良
の

（イメージ）

令和３年２月10日
（水）
必着

父：広樹さん
母：未来さん
（吾田）

だ

－

【応募締切】

（５歳）

はま

）

ハガキに必要事項を記入後、
応 募いただいた方の中から、
抽選で２名さまに
「宮崎牛
（３千
円相当）
」をプレゼント！

ゆい

肝付 結ちゃん
きも つき

（

る!
「宮崎牛」当た

れん

肝付 蓮くん
きも つき

歳代）

住所

仲良し
３きょう
だい♥
ばぁば、
いつも
ありがと
う(^^)

きも つき

年齢（

飫肥と榎
原の
じぃ
じ
、
ば
これから ぁば
も
遊んでね たくさん

■発行・編集 宮崎県日南市総合政策部 秘書広報課 広報広聴係   
☎0987-31-1117 http://www.city.nichinan.lg.jp/   印刷：㈱新生社印刷日南支店

◀

POST CARD

あ

濵田 乃愛ちゃん

（１歳）

父：秀樹さん、
母：愛さん
（飫肥）

つち

「うちの宝 まちの宝」では、未就学児のお
子さんの写真を募集しています。お子さんの
名前と保護者名、生年月日、住所（自治会名）
、
電話番号、コメント（ 30文字以内）を記入し
て、お子さんの写真を一緒に送付してくださ
い（Ｅメール可）
。

秘書広報課 広報広聴係

〒887-8585 日南市中央通 1-1-1

☎
（31）
1117 ℻（31）
1190
E-mail：hishokoho@city.nichinan.lg.jp

ゆう

ご

父：将志さん、
母：春菜さん（吾田）

まつ

お

しょう

松尾 昇くん（９カ月）

父：星児さん、
母：千明さん
（東郷）
シャッタ
ー
チャンス
！

でとう♪
１歳おめ ぱい
元気いっ スク
スク
藍之介、 ね★
育って

下のQRコードを読み取ると、送付先のメールアドレス
が表示されます。

※掲載前に確認の電話をしますので、
必ず連絡先を記入してください。
※Eメールの場合は、件名に「うちの
宝 まちの宝」と入力して送信して
ください。

や

土屋 勇悟くん（７カ月）

なか たけ

あい

の

すけ

中武 藍之介くん（１歳）
父：孝介さん、
母：麻衣子さん
（油津）

