
Let’s　カギかけ
盗難被害の多くは無施錠によるものです。

面倒がらずに…カギをかけて守ろう！
●わが家を出るときは玄関ドアを施錠！
・�戸建の２階やマンションの上階の窓、浴室やトイレ
の小窓なども施錠。
・朝のゴミ出しなど短時間の外出でも施錠！
・在宅中も玄関ドアを施錠！チェーンも忘れずに。
●愛車を離れるときはドアをロック！
・明るく監視の行き届いた駐車場を利用。
・�防犯ブザーやイモビライザーなど、防犯装置を取り
付ける。
・貴重品を車内に残さない！窓は必ず閉めましょう。
●自転車を止めたら２（ツー）ロック！
・２つ目のカギは開錠方法が異なるタイプを利用。
・管理された駐輪場に止める。
・バイクを駐車するときも２ロック！
●個人情報にもカギかけを！
・ウイルス感染防止に…セキュリティソフトを活用！
・アプリを容易にダウンロードしない！
・�オンラインゲーム機やスマートフォンにはフィルタ
リングを。
　��串間警察署　☎７２－０１１０　警察安全相談　♯９１１９問

I n f o r m a t i o n
ＢＯＸ

5
情報

①遺言などの無料相談
●�相談対象＝遺言、相続、高齢者な
どの財産管理、離婚時の契約など
●�日時＝９月13日（日）・10月４日（日）�
午前８時～正午まで

●�場所＝日南公証役場（日南市戸高１
丁目3 ‐ 2）
●�その他＝予約制のため、平日に事
前の電話予約が必要です（午前８時
半～午後５時）。
　��日南公証役場☎23 ‐ 5430

②行政相談
● 相談対象＝行政に対する意見や要
望、相談など
●�日時＝９月28日(月)午前９時～正午
●�場所＝市役所１階Ｂ会議室
　��市民生活課生活環境係☎72 ‐ 1356

無料相談

問

問

③法律相談
● 相談対象＝ご近所トラブル、離婚、
相続、債務整理、労働問題、交通
事故、会社経営など
●�日時＝９月18日(金)午後１時半～終
了次第(要予約)
●�場所＝市総合保健福祉センター
　��串間市社会福祉協議会�
☎72 ‐ 6943

④人権相談
●�相談対象＝セクハラ、パワハラ、
家庭内暴力、体罰、いじめ、誹謗
中傷、差別など
●�日時＝９月14日（月）午前10時～午
後３時
●�場所＝大束支所
　��総務課総務係☎72 ‐ 4557

問

問

⑤年金相談
●�相談対象＝老齢、障害、遺族など
の年金請求および相談
●�日時・場所
�①�９月３日（木）午前10時～午後３時�
市役所３階大会議室

　②�10月１日（木）午前10時～午後３時�
市役所１階Ａ会議室

●�その他＝事前に都城年金事務所へ
予約（１カ月前から可）が必要です。
予約の際、持参するものの確認を
お願いします。
※�予約受付時間＝平日午前８時半～
午後５時15分
　��市民生活課市民係☎72 ‐ 1117�
都城年金事務所�
☎0986 ‐ 23 ‐ 2571

⑥消費者生活巡回相談
● 相談対象＝消費者トラブル（商品、
訪問販売、契約など）に関する相談
●�日時＝９月15日(火)午前10時～午後
３時
●�場所＝市役所１階市民生活課相談室
　��市民生活課生活環境係�
☎72 ‐ 1356

問

問

月／日 医療機関 診療科 電話番号
９／６ 岡村クリニック 整形外科 72-7710
９／13 吾社クリニック 内科 71-3411
９／20 ゆうゆうの森クリニック 内科 55-9111
９／21 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181
９／22 県南病院 神・精・内科 72-0224
９／27 のだ小児科医院 小児科・アレ 71-1112
＊�休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関
もしくはテレフォンサービス（☎23-9999）にて必ずご確認ください。

　今月の休日在宅医

月／日 給 油 店 名
９／６ 井手産商串間店・井手都井店
９／13 酒井串間店・三協西小路店・井手都井店
９／20 津曲北方店・井手都井店
９／27 片平本町店・井手都井店

　今月の日曜給油店

人口のうごき（令和２年８月１日現在）

人口��16,944人（前月比�‐12人）
［男性��7,953人　女性��8,991人］世帯数��7,627世帯

＊平成27年度国勢調査からの推計人口です。

守ろうオゾン層
　９月はオゾン層保護対策推進月間です。
これは、1987年９月16日に「オゾン層を
破壊する物質に関するモントリオール議
定書」が採択されたことにちなんで行わ
れているものです。
　フロンガスは、冷蔵庫やエアコンの冷
媒などに使用され、大気中に放出される

と紫外線を吸収するオゾン層を破壊し、
人体や動植物にも影響を及ぼします。ま
たCO₂より強力な温室効果ガスのため大
気中に漏らさないようにしなければなり
ません。
　これらの製品を廃棄する時のフロンの
回収・適正処理は法律により義務づけら
れています。
　オゾン層を保護するためにも、家電の
リサイクルに取り組みましょう。

地球の
message

●タイヤロックを行います。
　タイヤロックとはタイヤに特殊な機械を装着し、
走行できない状態にし、差し押さえをすることで
す。その後も完納されない
場合は、インターネット
オークションなどで公売し、
滞納税に充てます。
●捜索を実施します。
　滞納が続く場合に、居宅などを家宅捜索し、生
活状況の把握や換価価値のある財産の差し押さえ
を実施します。その後も完納されない場合は、イ
ンターネットオークションなどで公売し、滞納税
に充てます。
　期限内納付が困難な場合は、税務課において納
税相談を行ってください。
　��税務課�収納係　☎７２－１１１６問

チャンネル税
滞納が続いたら 
どうなるの？

　��市民生活課生活環境係
　☎７２‐１３５６
問

新型コロナウイルス感染症
に関する傷病手当金の 

手続きについて
　この傷病手当金は、新型コロナウ
イルス感染症による病気休業により、
収入の減少があった世帯の生活を保
障するために行う給付金です。
●�対象者＝被用者のうち、新型コロ
ナウイルス感染症に感染した方、
または発熱などの症状があり感染
が疑われる方となります。

●�支給額＝「直近の継続した３月間
の給与収入の合計額を就労日数で
除した金額×２／３×日数」で算
出します。

○�支給額の算定に用いる日数は、感
染または感染が疑われ、仕事を休
んだ日から連続して３日間の後、

国　保
４日目以降の仕事に就けなかった
日数です。

●�対象期間＝国の基準により、令和
２年１月１日から12月31日までの
間（入院が継続する場合などは最
長１年６月まで延長）で、左記「支
給額の算定に用いる日数」に該当す
る療養のため労務に服することが
できない期間（※今後変更になる
場合があります）となります。まず
は電話にてお問い合わせください。
　��医療介護課医療保険係�
☎72 ‐ 0333（内線513）

「就職に生かせる 
パソコン・ビジネス科」 
職業訓練受講生募集

　エクセル、ワード、パワーポイン
ト、インターネットなどを基本操作

問

募　集

から職場で活用できる実践的なスキ
ルまで学習します。また、就職に効
果的な、IT関連知識、モバイル管理
技術、テレワーク技術やビジネスマ
ナーも学習し、幅広い職種での再就
職に必要な能力を習得できます。
●�訓練期間＝10月23日（金）～令和
３年１月22日（金）毎週月～金曜
日午前９時半～午後４時半

●�場所＝株式会社プライムワークス
（鹿児島県志布志市志布志町志布志３丁目
16番８号☎099 ‐ 472 ‐ 5020）
●�対象者＝再就職を目指す方
●�募集定員＝24名
●�応募期間＝８月17日（月）～ 10月
５日（月）

●�受講料＝無料。ただし、教材費
１万4,000円程度が必要です。

　��ハローワーク日南☎23 ‐ 8609�
鹿屋高等技術専門校☎0994 ‐
44 ‐ 8674

問
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