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東九州自動車道の
早期全線開通に向けて
「串間市土地開発公社」を設置

路の整備に必要な用地などの取得を
国から委託を受けて実施するもので
す。
同公社による事業用地の先行取得
に取り組むことで、東九州自動車道

から役員に任命書を交付し、理事会
では事業計画や東九州自動車道の進
捗状況などについて確認しました。

「奈留ＩＣ（仮称）～県境」間の早期
本市は、東九州自動車道の早期全 開通に寄与するとともに、未事業化
線開通の実現に向けて、事業用地の 区間である「南郷ＩＣ（仮称）～奈留
先行取得を行う「串間市土地開発公
社」
を今年度設置しました。
事業用地の先行取得は、事業の円
滑かつ効率的な執行を図るため、道

設立理事会を実施。任命式では市長

無料相談
①遺言などの無料相談

●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＝６月20日(月)午後１時～終
了次第(要予約)
●場所＝市総合保健福祉センター
問 市社会福祉協議会☎72 ‐ 6943

●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＝６月５日（日）午前８時～
正午
●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）。
問 日南公証役場☎2 3 ‐ 5 4 30

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＝６月27日(月)午前９時～正午
●場所＝市役所１階Ｂ会議室
問 市民生活課生活環境係
☎7 2 ‐ 1 3 5 6
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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・場所＝
①６月１日（水）午前10時～午後３時
市役所地下Ｄ会議室
②７月11日（月）
午前10時～午後３時
都井支所
問 総務課総務係☎72 ‐ 4557
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串間市営プール監視員
などの募集

身体障害者補助犬の
給付について

串間市営プールの受付・監視員を
募集します。

宮崎県では、身体障がい者の自立
と社会参加を促進するため、身体障

●募集内容＝受付１名、監視員４名 害者補助犬を給付しています。
●勤務場所＝串間市営プール
●給付対象者
（金）
～８月３１日
（水） ①県内におおむね１年以上居住する
●勤務期間＝７月１日
●勤務時間＝午前８時～午後５時
１８歳以上の方で次のいずれかの状
●時給＝830円～900円
態にある方
●休 日＝毎週火曜日（悪天候時も休 ・視覚障がい１級の身体障害者手帳
日になる場合があります）
の交付を受けている方またはこれ
●年齢＝１８歳以上（高校生不可）
に準ずる方

ＩＣ（仮称）」間の早期事業化も期待
できます。
４月１日、市役所で役員任命式、

③法律相談
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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＝
①６月２日（木）午前10時～午後３時
市役所１階Ａ会議室
②７月７日（木）午前10時～午後３時
市役所地下Ｃ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
問 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

●応 募方法＝履歴書を串間市民ス
ポーツセンターへ持参または郵送
してください。
応・問

串間市民スポーツセンター
（市民総合体育館事務所）
〒８８８－０００１ 串間市大字西方9050
☎72 - 5262
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税務職員採用試験
受験者募集
人事院九州事務局と熊本国税局で
は、税務職員採用試験（高卒程度）
の受験者を募集します。
税務職員採用試験に合格し採用さ
れますと、全員が税務大学校に入校
し、１年間、税務職員として必要な
専門知識を修得するための研修を受
けることになっています。
その後、税務署に配属され、国税

●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＝６月21日(火)午前10時～午

の仕事に従事することになります。
申込受付期間は、６月２０日（月）から
６月２９日（水）までです。受験資格な
どおよび受験申し込みの詳細は、人

●そ の他＝事前（前週金曜日の午後
４時まで）に電話予約が必要です。
問 日南串間消費生活センター
☎23 - 4390

か、以下へお問い合わせください。
問 １ 人事院九州事務局
（☎092-431-7733）
 本国税局人事第二課試験研修係
２熊
（☎096-354-6171 内線6046）
３ 日南税務署総務課
（☎22 - 3671）
※自動音声案内が流れますので「２」を選択

後３時
●場所＝市民生活課市民相談室

事院ホームページ（国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩ）をご覧いただく

・肢体不自由１、２級の身体障害者
手帳の交付を受けている方または

これに準ずる方
・聴覚障がい２級の身体障害者手帳
の交付を受けている方またはこれ
に準ずる方
②所定の訓練を受け、身体障害者補助
犬を適切に利用し、飼育できる方
③身体障害者補助犬を使用すること
により、就労など社会活動への参
加に効果があると認められる方
※その他、詳細につきましてはお問
い合わせください。
●申し込み期限＝７月２９日（金）
まで
※身 体障害者補助犬とは、盲導犬、
介助犬、聴導犬の３種の犬のこと
をいいます。
問 宮崎県障がい福祉課
☎0985 - 32 - 4468

贈
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せて安全を確保してほしい」と話し
ていました。

■ランドセルカバー

串間地区交通安全協会は、今年度
入学した市内の新小学１年生にラン
ドセルカバー 150個を贈呈しまし
た。安全に登下校できるようにと毎
年実施。
４月５日、市役所教育長室で贈呈
式が行われ、同協会の井手徳康会長
らが出席。井手会長は「黄色いラン
ドセルカバーは運転者から見ると目
立ち、事故防止につながる。ぜひ使っ
てほしい」と話していました。
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労働保険のお知らせ
令和４年度労働保険（労災保険・
雇用保険）の年度更新期間は、６月

小学新１年生に防犯ブザー・
ランドセルカバーを贈呈

１日（水）～７月11日（月）です。
最寄りの労働局・労働基準監督署・

た。通学時の安全確保につなげても
らおうと毎年実施。
４月５日、市役所教育長室で贈呈
式が行われ、同組合の村中弘行理事

るパンフレットなどをご参照くださ

金融機関で申告・納付をお願いしま
■防犯ブザー
す。
串間地区生コン事業協同組合は、
年度更新申告書の書き方および申
今年度入学した市内の小学新１年生 告・納付方法などの詳細につきまし
に防犯ブザー 150個を贈呈しまし ては、年度更新申告書に同封してい

長らが出席。村中理事長は「もしも
のときは使用して周囲に危険を知ら

い。厚労省ホームページでもご覧い
ただけます。
問厚
 生労働省基準局労働保険徴収課
業務係☎03 - 5253 - 1111
（内線：5 1 6 3 ）
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