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月／日 医療機関 診療科 電話番号
11／ 1 岡村クリニック 整形外科 72-7710
11／ 3 英医院 内科 74-1187
11／ 8 ゆうゆうの森クリニック 内科 55-9111
11／15 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181
11／22 県南病院 神・精・内科 72-0224
11／23 吾社クリニック 内科 71-3411
11／29 とめのファミリークリニック 内科・小児科 76-1425
12／ 6 のだ小児科医院 小児科・アレ 71-1112
12／13 英医院 内科 74-1187
12／20 にいな内科・循環器科 内・循・呼 71-1711
12／27 岡村クリニック 整形外科 72-7710
12／31 吾社クリニック 内科 71-3411
＊�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。

　11月、12月の休日在宅医

月／日 給 油 店 名
11／ 1 津曲北方店・井手都井店
11／ 8 片平本町店・三協西小路店・井手都井店
11／15 井上仲町店・井手都井店
11／22 坂元串間店・井手都井店
11／29 井手産商串間店・井手都井店
12／ 6 酒井串間店・井手都井店
12／13 津曲北方店・三協西小路店・井手都井店
12／20 片平本町店・井手都井店
12／27 年末期間中のため各店舗にお問い合わせください。

　11月、12月の日曜給油店

人口のうごき（令和２年10月１日現在）

人口��16,869人（前月比�‐44人）
［男性��7,925人　女性��8,944人］世帯数��7,607世帯

＊平成27年度国勢調査からの推計人口です。

　納税者の皆さまの利便性向上の観点から、市内各申告
会場で作成する「令和２年分の所得税および復興特別所
得税の確定申告書」につきましては、従来の書面提出に
代えて、電子申告（ｅ-Ｔax）による提出が可能となります。
　これに伴い、今後、市内の申告会場で確定申告をさ
れる場合、「利用者識別番号」を取得する必要があります。
　「利用者識別番号」をお持ちでない場合、申告会場で
取得できますが、受付に時間を要します。会場での待
ち時間短縮など「３密」を避けるため、ぜひ事前取得に
ご協力ください。
　具体的な取得方法など、ご不明な点がございました
ら、日南税務署までお問い合わせください。
　なお、マイナンバーカード（署名用および利用者証明用
電子証明書の有効なもの）をお持ちの方、既に利用者識別
番号を取得済みの方は、パソコンやスマートフォンからご
自宅で電子申告できます。こちらもぜひご利用ください。
　��日南税務署�個人課税部門�☎22-3673�
税務課市民税係�☎72-1112

問

チャンネル税
確定申告のための「利用者識別番
号」の事前取得をお願いします！

はじめましょうエコドライブ
　11月はエコドライブ推進月間です。
　エコドライブとは、ふんわりアクセル「ｅスター
ト（最初の５秒で、時速20㎞程度が目安です）」、
加速・減速の少ない運転、アイドリングストップ
などの環境に配慮した運転のことです。また、燃
料消費の削減で経済的な運転につながるだけで
なく、交通事故の減少などの効果も期待できます。
　心にゆとりをもって走ること、時間にゆとり

をもって走ること、これもまた大切なエコドラ
イブの心がけです。
　誰にでも今すぐに始めることができるアク
ションです。小さな意識を習慣にすることで、
あなたの運転がよくなり、きっと社会もよくな
ります。
　まず、できることからはじめてみましょう、
エコドライブ。

地球の
message

　��市民生活課生活環境係
　☎７２-１３５６
問

なりすましメールにご注意を！
～マルウェア（コンピュータウイルス

など）による犯罪が多発～

● マルウェア（コンピュータウイルスなど）による犯罪
　最近では、Emotet（エモテット）というマルウェ
ア（コンピュータウイルスなど）による被害が国内で
400件以上確認されており、感染が心配されています。
　Emotetは、パソコンなどに不審なメールが送ら
れ、添付ファイルを開いたり、Wordなどのマクロ
（プログラム）機能を有効化すると感染し、個人情報
が盗まれるだけでなく、コンピュータを乗っ取られ、
さまざまな犯罪に利用されてしまうことがあります。
●主な対策方法
・�ウイルス対策ソフトやソフトウェアを最新の状態
にする。
・�メールの違和感を見逃さない（普段あまり連絡を
取らない人からのメールは、相手に電話で確認す
るのも効果的）。
・�不審なメールは開かない。
・�不審なメールの添付ファイルを開いたり、本文中
のリンク（URL）をクリックしない。
・�Wordなどのマクロ（プログラム）の自動実行を無
効化する。
　��串間警察署　☎７２－０１１０　警察安全相談　♯９１１９問

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＝12月６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・場所
・11月16日(月)午前９時～正午
　市役所１階Ｂ会議室

無料相談

問

　��市民生活課生活環境係�
☎72 - 1356

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＝11月24日(火)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＝11月9日（月）午前10時～午
後３時

●�場所＝市木支所
　��総務課総務係☎72‐4557

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

問

問

問

●�日時・場所
　①�11月5日（木）午前10時～午後３時�
市役所１階Ａ会議室

　②�12月３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＝11月17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

　　　　　　　　　　～100歳到達の皆さんおめでとうございます～
　９月24日、長寿をお祝いするため、
市内最高齢の方と今年度100歳を迎
えられる方にお祝い状とお祝い金を
贈呈しました。
　今年度は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、自宅で生活さ
れていて、訪問を希望された２人の
方の元を、福添副市長が訪問しました。
　本市では、「老人週間」に合わせ、
本年度末までに88歳、100歳になら
れる方と、最高齢の方を対象に長寿
祝い金をお渡ししております。

　今年度の市内最高齢者は、104歳
の西村ミエさん。その他88歳を迎え
られる方は244人で、100歳を迎え
られる方は13人でした。また、100
歳以上の長寿者は35人（男性８人、
女性27人）です。
　100年という長い人生を、たくま
しく生きてこられた皆さんの歩んで
こられたその人生に敬意と感謝を込
めて、ご長寿をお祝いいたします。
　��福祉事務所社会福祉係�
☎72 - 1123

百光年の輝き

問

上平�上平��清水�れいさん�清水�れいさん 高則��高則��深江�巖さん深江�巖さん

令和２年度長寿祝金支給事業
対象者一覧

（最高齢および100歳到達者）
№ 氏　名 地　区
1 西村�ミエさん 西小路1区
2 大下�ヒルミさん 大藤
3 河野�ツヨさん 下中園
4 清水�れいさん 上平
5 岩切�サチエさん 迫
6 中山�保さん 内ノ畑
7 中嶋�フサエさん 有明1区
8 匹田�スナさん 西今町
9 清水�フヂエさん 高則
10 三神�チエコさん 矢床
11 深江�巖さん 高則
12 武田�ナルさん 徳間
13 塗木�本吉さん 上園田
14 井黒�ミネさん 小路
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