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【全額給与特別徴収】
■対象者　給与からの差し引き
の方
■発送日　５月12日(火)
※お勤め先の会社など宛に「税
額決定通知書」を送付してい
ます。
【普通徴収】
■対象者
 ・納付書や口座振替で納付する
方
 ・年金特別徴収（年金から差し
引き）の方
■発送日　６月５日(金)予定
※ご自宅などに「納税通知書」
を発送します。
〇問い合わせ　本庁税務課
　市民税係　☎(31)1121

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か月以
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
ごとの納付期限までに、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

５月31日～６月６日は
禁煙週間です
～なくそう！望まない受動喫
煙～

　たばこを吸う人も吸わない人
も、自分や家族の健康を守るた
め、受動喫煙対策にご協力をお
願いします。
■テーマ　「2020年、受動喫煙
のない社会を目指して　～た
ばこの煙から子ども達をまも
ろう～」
【健康増進法の主な改正点（令
和２年４月～）】
①多くの施設で屋内が原則禁煙
②20歳未満の方は喫煙エリアへ
立入禁止
③屋内での喫煙には喫煙室の設
置が必要
④喫煙室には標識掲示が義務付
け
■その他
【禁煙を応援します】
　一定の条件を満たせば、保険
診療で禁煙治療を受けること
ができます。詳しくは、県の
ＨＰ「宮崎県禁煙サポートサ
イト」をご覧いただくか、下
記までお尋ねください。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

６月30日までに
納めましょう

■市県民税１期
■介護保険料１期
■国民健康保険税１期
※６月19日(金)頃までに納付書
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
【市県民税】
　本庁税務課　市民税係
　☎(31)1121
【介護保険料】
　本庁長寿課　介護保険係
　☎(31)1160
【国民健康保険税】
　本庁市民課　保険係
　☎(31)1126
【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

「市県民税税額決定通
知書」・「納税通知書」
発送

　市県民税が課税になる方へ、
「税額決定通知書」または「納
税通知書」を発送します。
　市県民税の納付方法で、通知
書の発送日が異なります。

税　金

健　康
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■費用　無料（抗体検査・予防
接種ともに１回限り）
〇申込・問い合わせ　本庁健康
増進課　☎(31)1129

危険物安全週間
（期間：６月７日(日)～６月
13日(土)）

　危険物とは、消防法で定めら
れている、一般的に次のような
危険性を持った物品（身近なも
のではガソリンや灯油、油性塗
料など）のことです。危険物を
取り扱う場合は、十分に注意し
ましょう。
■危険物
①火災発生の危険性が大きい物
②火災拡大の危険性が大きい物
③消火の困難性が高い物
■標語　「訓練で　確かな信頼
積み重ね」
○問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

戦没者などのご遺族の
皆さまへ
～第11回特別弔慰金の請求
を受け付けています～

　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先順位の
ご遺族お一人に対し、５年償還
の記名国債が支給されます。
■支給対象者
（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）

※戦没者などの死亡時まで引き
続き１年以上の生計関係を有
していた方に限ります。
■請求期間　令和２年４月１日
から令和５年３月３１日まで
の３年間
■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
要なものが変わります。必
ず、下記までお尋ねください)
■その他　今後、本庁以外の支
所などでも受付を行う予定で
す。日程など調整を行ってい
ますので決まり次第ご案内し
ます。
〇問い合わせ　本庁福祉課　管
理係　☎(31)1163

帰国者・接触者相談セ
ンターの変更

　これまで各保健所と県が行っ
ていた新型コロナウイルス感染
症における「帰国者・接触者相
談センター」が、外部に業務委
託され、次のとおり一本化され
ました。
■名称　新型コロナウイルス感
染症健康相談センター
■専用電話番号
　☎0985(78)5670
　　　　　　 （コロナゼロ）
■相談対応時間　24時間対応
■その他　ご不明な点は、問い
合わせ先にお尋ねください。
〇問い合わせ　本庁健康増進課
　地域医療対策室
　☎(31)1129

風しんの抗体検査・予
防接種

　風しんの感染拡大防止のた
め、これまで公的な風しんの予
防接種を受ける機会がなかった
世代の男性を対象に、風しんの
抗体検査及び予防接種を受ける
ことができる制度（風しんの第
５期の定期接種）が昨年度から
はじまっています。（令和３年
度まで）
　対象者の方には、５月下旬頃
に封書またはハガキでご案内し
ています。まだ受診されていな
い方は、抗体検査を受け、結果
に応じ必要な方は予防接種を受
けましょう。
■対象者・案内方法
①昭和37年４月２日～昭和47
年４月１日までに生まれた男
性で受診されていない方（詳
細は封筒参照）
②昭和47年４月２日～昭和54
年４月１日までに生まれた男
性で、受診されていない方（詳
細はハガキ参照）
■その他
 ・現在お手持ちのクーポン券は
期限切れのため使用できませ
ん。新たに発行する新しい
クーポン券が必要ですので健
康増進課までご連絡くださ
い。
 ・①②いずれも受診日当日に日
南市に住民票がある方が対象
になります。
 ・生年月日によって案内方法が
違いますので、詳細は個別通
知の案内文をご覧ください。
■実施方法・実施医療機関
　個別郵送の案内文、または市
ホームページで確認してくだ
さい。なお、市が実施する特
定健診や事業所などでの健診
の機会に同時に受けられる場
合があります。詳しくは各健
診機関にお尋ねください。

健　康

消　防

福　祉

行　政

　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

区分

開示の請求

任意的開示の申出※

合計

件数
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0
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部分開示
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7
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1
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1

1

1
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1

1

開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ

市　
　

長

請求等のあった
実施機関

決定の内訳請求に
対する
決定の件数

行　政
各種がん検診

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診で
きますのでぜひ受診してください。
　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（細田・酒谷会場）
■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

肺がんX線検診（東郷・細田・飫肥会場）
■受付時間　９時～９時30分
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、検診料金、健康手帳
※特定・後期高齢者健診同時実施（国保・後期高齢
者医療保険加入者対象）

■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

健　康

議会傍聴に関するお願い

　新型コロナウイルス感染症対策として、本会議な
どの傍聴については、当分の間、極力ご遠慮いただ
きますよう、ご協力をお願いいたします。なお、傍
聴にお越しの際には、次のことにご留意ください。
１．手洗い、うがい、咳エチケット（マスク着用など）
にご協力をお願いいたします。
２．受付にアルコール消毒液を設置しておりますの
で、手指の消毒をお願いいたします。
　また、本会議（一般質問など）は、インターネッ
トでもご覧いただけますので、ご活用ください。
〇問い合わせ　本庁議会事務局　☎(31)1142

議　会

■個人情報の開示などの請求

○問い合わせ
　本庁総務・危機管理課　総務係　☎(31)1113

令和元年度情報公開制度・個人情報
保護制度の運用状況

　日南市情報公開条例（平成21年条例第17号）第19
条及び日南市個人情報保護条例（平成21年条例第18
号）第34条の規定により、各実施機関の運用状況を
次のとおり公表します。
■情報公開   
①公文書の開示の請求等件数

※「任意的開示の申出」とは、合併以前の公文書の開
示申出のことです。
②公文書の開示の請求などに対する決定件数

③公文書の開示の請求などに対する実施機関別決定
の状況

月　日
６/16(火)
６/18(木)
６/19(金)
６/22(月)
６/23(火)
６/25(木)

場　　所
JAはまゆう細田支所
下方営農研修センター
酒谷コミュニティセンター
下塚田公民館
大窪公民館
大堂津漁協

月　日
６/23(火)
６/26(金)
６/30(火)

場　　所
東郷公民館
大窪公民館
飫肥公民館

総合戦略課

総務・危機管理課

職員課

地域自治課

農村整備課

水産林政課

建設課

建築住宅課

下水道課

水道課

　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
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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

肺がんX線検診（東郷・細田・飫肥会場）
■受付時間　９時～９時30分
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、検診料金、健康手帳
※特定・後期高齢者健診同時実施（国保・後期高齢
者医療保険加入者対象）

■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

健　康

議会傍聴に関するお願い

　新型コロナウイルス感染症対策として、本会議な
どの傍聴については、当分の間、極力ご遠慮いただ
きますよう、ご協力をお願いいたします。なお、傍
聴にお越しの際には、次のことにご留意ください。
１．手洗い、うがい、咳エチケット（マスク着用など）
にご協力をお願いいたします。
２．受付にアルコール消毒液を設置しておりますの
で、手指の消毒をお願いいたします。
　また、本会議（一般質問など）は、インターネッ
トでもご覧いただけますので、ご活用ください。
〇問い合わせ　本庁議会事務局　☎(31)1142

議　会

■個人情報の開示などの請求

○問い合わせ
　本庁総務・危機管理課　総務係　☎(31)1113

令和元年度情報公開制度・個人情報
保護制度の運用状況

　日南市情報公開条例（平成21年条例第17号）第19
条及び日南市個人情報保護条例（平成21年条例第18
号）第34条の規定により、各実施機関の運用状況を
次のとおり公表します。
■情報公開   
①公文書の開示の請求等件数

※「任意的開示の申出」とは、合併以前の公文書の開
示申出のことです。
②公文書の開示の請求などに対する決定件数

③公文書の開示の請求などに対する実施機関別決定
の状況

月　日
６/16(火)
６/18(木)
６/19(金)
６/22(月)
６/23(火)
６/25(木)

場　　所
JAはまゆう細田支所
下方営農研修センター
酒谷コミュニティセンター
下塚田公民館
大窪公民館
大堂津漁協

月　日
６/23(火)
６/26(金)
６/30(火)

場　　所
東郷公民館
大窪公民館
飫肥公民館

総合戦略課

総務・危機管理課

職員課

地域自治課

農村整備課

水産林政課

建設課

建築住宅課

下水道課

水道課

　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
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〇問い合わせ　本庁こども課
　こども健康係　☎(31)1131

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
　６月３日(水)
　９時～９時45分
②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）

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

悪質な下水管の点検・
清掃業者にご注意くだ
さい

　最近、「下水管の点検に来ま
した」などと言って、強引な営
業活動を受けたなどの苦情が寄
せられています。
　下水道課では、業者に依頼し
て個人宅の下水道管点検・清掃
をすることはありません。
　疑問に感じたら、身分証明書
の提示を求めて確認していただ
くか、下水道課までお問い合わ
せください。
☆ご注意ください☆
 ・宅地内の排水設備は本人が管
理するもので、市が業者に依
頼して、個人宅の下水管など
を点検・清掃することはあり
ません。
 ・業者から勧められても、その
場で１人で決めずに家族など
に相談してください。
 ・清掃を頼む場合は、訪問して
きた業者だけでなく、他の業
者とも比べてください。
 ・訪問販売などで契約した場
合、クーリング・オフ制度を
利用できる場合があります。
契約上のトラブルなどは、消
費生活センターへご相談くだ
さい。
○問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977
【契約上のトラブルの場合】
　消費者ホットライン　☎188
　日南串間消費生活センター
　☎(23)4390

造血幹細胞移植後の定
期予防接種ワクチン再
接種費用の助成

　骨髄移植などにより免疫が低
下または消失した場合の定期予
防接種の再接種費用の助成を令
和２年度より開始します。再接
種を受ける日に20歳未満の方が
対象です。費用の助成を受ける
には、接種をする前に申請する
必要があります。申請方法につ
いてはお問い合わせください。
〇問い合わせ　本庁こども課
　こども健康係　☎(31)1131

任意予防接種の費用助成

【ロタウイルスワクチン】
　令和２年度よりロタウイルス
ワクチン接種費用の助成を開始
します。対象となる方には個別
にご案内します。
■対象者　令和２年４月２日か
ら令和２年８月19日生まれ
※令和２年８月１日以降生まれ
の10月１日以降の接種につい
ては定期接種となります。
■助成額　全額助成
【流行性耳下腺炎（おたふくか
ぜ）ワクチン】
　令和２年度から令和４年度の
間、これまでの対象者（１期：
１歳、２期：就学前の１年間）
に加え、２期の年齢となる前
の１期の未接種者についても
費用助成の対象となります。
対象となる方には個別にご案
内します。
■対象者
①１期：１歳から２歳未満
②２期：小学校就学前の保育園・
幼稚園の年長児
③接種を受けずに２歳を迎えた
２期の対象となる前の子ども
■助成額　2,500円（医療機関
で2,500円を差し引いた残り
が自己負担）

こども

消　防

生　活

類提出時に説明します。
〇申込・問い合わせ　本庁総合
戦略課　総合戦略係
☎(31)1116

宮崎県防災士養成研修
（基礎コース）参加者

　大切な命を守る防災士を目指
し、一緒に学んでみませんか。
■日時　７月５日(日)
　９時30分～17時
　（受付９時～）
■場所　日南市テクノセンター
■研修内容　地域の自主防災活
動、本県の災害対応、日南市
の防災対策など
■定員　30人（先着順）
■その他　募集要項などの詳細
は、県のホームページをご覧
ください。受講希望の方は、
問い合わせ先まで、申し込み
方法などをご確認ください。
※新型コロナウイルスの影響
により、変更や中止となる可
能性があります。
〇申込・問い合わせ
　本庁総務・危機管理課　危機
管理係　☎(31)1125
　NPO法人宮崎県防災士ネッ
トワーク　☎0985(55)0447

市営旅客船「あけぼの
３」会計年度任用職員

■採用人数　１人
■雇用期間　令和２年８月１日
～令和３年３月31日

■業務内容　市営旅客船の操船・
運航管理などに関する業務
※基本的に旅客船は年中無休の
運航となるため、勤務体系が
特異です。
　詳細については、お尋ねくだ
さい。
■応募資格
 ・健康で熱意のある方
 ・１級又は２級小型船舶操縦士
　免許取得者

 ・船舶操船経験が２年以上
■勤務場所　市営旅客船「あけ
ぼの３」
■賃金　月額179,000円
■社会保険　船員保険(雇用保
険なし)
■申込方法　市指定の履歴書
（写真は３カ月以内撮影）に
必要事項を記入の上、小型船
舶操縦士免許証（１級又は２
級）の写し、一般健康診断書
（１通）を添えて直接ご提出
ください。
■募集期間　６月１日(月)～６
月15日(月)　  ８時30分～17
時まで（土・日を除く）
■試験の方法　書類審査と面接
により決定いたします。※日
程は別途通知いたします。
〇申込・問い合わせ　南郷町地
域振興センター　地域振興係
　☎(64)1114

日南訓練校で学べる
『ニチイの医療事務講
座』受講生

　訓練校で初開催となる医療事
務講座です。医療事務はライフ
スタイルに合わせて働きやす
く、人気のお仕事です。ベテラ
ン講師が修了までしっかりサ
ポートします。この機会に、学
んでみませんか。
■受講期間・時間　６月26日(金)
～９月18日(金)　全11回
　９時30分～15時30分（初回の
み12時まで）
■場所　日南高等職業訓練校
■受講料　64,295円（教材費込
み・税込み）
■申込期限　６月25日(木)まで
■募集人員　20人（先着順）
　（５人以上で開講）
○申込・問い合わせ
　ニチイ学館宮崎支店（担当：
白石・川﨑）
　☎0120(781)252（平日９時
～17時15分）

日南市緊急雇用非常勤
職員の追加

　新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、離職や休業に追い込
まれ収入が減少した市民を対象
に、市の非常勤職員（会計年度
任用職員）の追加募集を行いま
すので、お気軽にご相談くださ
い。
■追加募集人員　10人程度
■任用期間　１回の任用期間
（雇用契約期間）が会計年度
内（最長令和３年３月31日ま
で）。
■給料など
　【時給】925円～1,119円
※業務内容によって決定しま
す。
　【各種手当】通勤手当（通勤
に要する費用弁償）　※短時
間の場合は日割りで支給。
　【支給日】翌月の15日に支給
します。※15日が土日の場合
は変更になります。
■受付期間　随時受付中です。
※受付時間は８時30分～17時
15分まで（土、日曜日及び祝
日を除く）
■その他
 ・兼業も可能です。
 ・登録を行っていただき、希望
される勤務日、時間で勤務い
ただきます。(ただし、原則
週27.5時間を上限)
 ・業務内容は、提示するものの
中から相談のうえ、資格や経
験などに応じ、それぞれ可能
なものを選択いただく予定で
す。(事務補助業務、草刈り
等の環境整備業務など)
 ・地方公務員法の服務に関する
規定が適用されます。
 ・地方公務員法適用で免職、休
職などの分限処分の対象とな
ります。
 ・その他の詳細については、書

募　集
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〇問い合わせ　本庁こども課
　こども健康係　☎(31)1131

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
　６月３日(水)
　９時～９時45分
②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）

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

悪質な下水管の点検・
清掃業者にご注意くだ
さい

　最近、「下水管の点検に来ま
した」などと言って、強引な営
業活動を受けたなどの苦情が寄
せられています。
　下水道課では、業者に依頼し
て個人宅の下水道管点検・清掃
をすることはありません。
　疑問に感じたら、身分証明書
の提示を求めて確認していただ
くか、下水道課までお問い合わ
せください。
☆ご注意ください☆
 ・宅地内の排水設備は本人が管
理するもので、市が業者に依
頼して、個人宅の下水管など
を点検・清掃することはあり
ません。
 ・業者から勧められても、その
場で１人で決めずに家族など
に相談してください。
 ・清掃を頼む場合は、訪問して
きた業者だけでなく、他の業
者とも比べてください。
 ・訪問販売などで契約した場
合、クーリング・オフ制度を
利用できる場合があります。
契約上のトラブルなどは、消
費生活センターへご相談くだ
さい。
○問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977
【契約上のトラブルの場合】
　消費者ホットライン　☎188
　日南串間消費生活センター
　☎(23)4390

造血幹細胞移植後の定
期予防接種ワクチン再
接種費用の助成

　骨髄移植などにより免疫が低
下または消失した場合の定期予
防接種の再接種費用の助成を令
和２年度より開始します。再接
種を受ける日に20歳未満の方が
対象です。費用の助成を受ける
には、接種をする前に申請する
必要があります。申請方法につ
いてはお問い合わせください。
〇問い合わせ　本庁こども課
　こども健康係　☎(31)1131

任意予防接種の費用助成

【ロタウイルスワクチン】
　令和２年度よりロタウイルス
ワクチン接種費用の助成を開始
します。対象となる方には個別
にご案内します。
■対象者　令和２年４月２日か
ら令和２年８月19日生まれ
※令和２年８月１日以降生まれ
の10月１日以降の接種につい
ては定期接種となります。
■助成額　全額助成
【流行性耳下腺炎（おたふくか
ぜ）ワクチン】
　令和２年度から令和４年度の
間、これまでの対象者（１期：
１歳、２期：就学前の１年間）
に加え、２期の年齢となる前
の１期の未接種者についても
費用助成の対象となります。
対象となる方には個別にご案
内します。
■対象者
①１期：１歳から２歳未満
②２期：小学校就学前の保育園・
幼稚園の年長児
③接種を受けずに２歳を迎えた
２期の対象となる前の子ども
■助成額　2,500円（医療機関
で2,500円を差し引いた残り
が自己負担）

こども

消　防

生　活

類提出時に説明します。
〇申込・問い合わせ　本庁総合
戦略課　総合戦略係
☎(31)1116

宮崎県防災士養成研修
（基礎コース）参加者

　大切な命を守る防災士を目指
し、一緒に学んでみませんか。
■日時　７月５日(日)
　９時30分～17時
　（受付９時～）
■場所　日南市テクノセンター
■研修内容　地域の自主防災活
動、本県の災害対応、日南市
の防災対策など
■定員　30人（先着順）
■その他　募集要項などの詳細
は、県のホームページをご覧
ください。受講希望の方は、
問い合わせ先まで、申し込み
方法などをご確認ください。
※新型コロナウイルスの影響
により、変更や中止となる可
能性があります。
〇申込・問い合わせ
　本庁総務・危機管理課　危機
管理係　☎(31)1125
　NPO法人宮崎県防災士ネッ
トワーク　☎0985(55)0447

市営旅客船「あけぼの
３」会計年度任用職員

■採用人数　１人
■雇用期間　令和２年８月１日
～令和３年３月31日

■業務内容　市営旅客船の操船・
運航管理などに関する業務
※基本的に旅客船は年中無休の
運航となるため、勤務体系が
特異です。
　詳細については、お尋ねくだ
さい。
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ください。
■募集期間　６月１日(月)～６
月15日(月)　  ８時30分～17
時まで（土・日を除く）
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07　お知らせ 06　お知らせ

調理師試験準備講習会
受講生

■対象者　①宮崎県内のひとり
親家庭の母または父、寡婦の
方で調理実務経験が２年以上
あり県で行われる調理師試験
を受験する方
②講習会の全日程出席できる方
■開催日時　８月22日(土)、８
月23日(日)　９時～16時20分

■開催会場　宮崎県中央保健所
（宮崎市）
■受講料　無料（但し、テキスト
代は受講生負担、県内保健所
にて購入下さい）
■応募締切　７月31日(金)締切
※定員になり次第締め切りま
す。

■申込方法　受講希望の方は、
事前に下記にご連絡くださ
い。申込用紙を送付します。
○問い合わせ　宮崎県母子寡婦
福祉連合会
  ☎0985(22)4696
　〒880-0007 宮崎市原町2-22
　宮崎県福祉総合センター内

交通遺児育英会奨学生

■対象者　保護者が交通事故で
死亡・重度後遺障害となった
家庭の高校生以上の生徒・学
生

■貸与額　月額２万～10万円（無
利息・大学などは一部給付あ
り）入学一時金20万円～80万
円（１年次１回限り）
■その他　進学前の予約募集と
進学後に申し込む在学募集が
あります。詳細は、下記までお
問い合わせください。
〇問い合わせ　公益財団法人交
通遺児育英会　交通遺児育英
会奨学課
　☎03(3556)0773（直通）

　フリーダイヤル0120(52)1286
　ホームページアドレス
　https://www.kotsuiji.com

あしなが育英会

■対象者　保護者が病気や災害
などで死亡・障害認定を受け、
経済的な援助を必要としてい
る家庭の高校生以上の生徒・
学生

■月額　この奨学金は「無利子
貸与＋給付」型です。貸与の
み、給付のみの選択はできま
せん。
　例：国公立校生＝月額45,000
円（うち貸与25,000円、給付
20,000円）
■その他　進学前の予約募集と
進学後に申し込む在学募集が
あります。詳細は、お問い合わ
せください。

〇問い合わせ　一般財団法人あ
しなが育英会　学生事業部奨
学課　☎03(3221)0888
　ホームページアドレス
　https://www.ashinaga.org

図書館イベント

『ゴーゴースペシャルおはなし
会』
　たのしいおはなしがいっぱい
です。
■日時　６月20日(土)　14時～
■対象・定員　なし
〇場所・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469
『お守り刺しゅう』
　合格祈願、交通安全、安産祈
願などのワンポイント刺しゅう
で、心のこもった手作りお守り
を作ってみませんか。
■日時
　６月18日(木)　10時～12時
■場所　まなびピア工作室
■費用　なし

募　集

イベント

■申込期限　６月14日(日)
■対象・定員　一般・５人
■準備物　裁縫道具、刺しゅう
枠（小）
〇申込・問い合わせ　まなびピ
ア図書館　☎(22)5666

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
“日南たいげん！舞台公演
【舞台発表の部】”

　市内で活動する舞台芸能愛好
家30団体及び個人が、「日南の四
季」をテーマとして、日南の文化・
歴史を体現した舞台発表を披露
します。例年開催する日南市総
合文化祭とは一味違う、特別な
演技・演出をお楽しみください。
■日時　11月１日(日)
　（開場）９時30分～
　（開演）10時
　（終演）15時（予定）
■場所　日南市文化センター
ホール
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
習課内）　☎(31)1145

油津港まつり2020花火
大会開催中止のお知らせ

　７月18日(土)開催予定の「油
津港まつり2020花火大会」に
つきましては、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策の観点
から、参加者および関係者の健
康と安全を最優先に考慮し、役
員会で協議した結果、まつりの
開催を中止をすることといたし
ました。
〇問い合わせ　（一社）日南市観
光協会　☎(31)1134

5月24日現在※国・県の方針により、今後内容が変更になる可能性があります。

①マスク着用など、咳エチケットの徹底をお願いします。
②帰宅後、２週間は可能な限り自宅で過ごしてください。
③毎日、体温を測ってください。(検温の実施 )
④発熱などの症状がでたら、新型コロナウイルス感染症健康相談センター
　（☎0985(78)5670）へ相談してください。

〇市在住者でやむを得ず「特定警戒都道府県」に滞在した方へお願い 感染対策にご協力ください。
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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　６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
○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　６月25日(木)
　14時～16時　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　午前10時～午後５時（平日）
■費用　無料
○申込・問い合わせ　0120-397-864（宮崎）　0120-397-868（都城）　0120-397-869（延岡）


