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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＝６月６日（日）午前８時～正午／�
７月４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）。

　��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＝６月28日(月)午前９時～正午

無料相談

問

串間インターチェンジ周辺 
道路の都市計画変更に関する

説明会延期のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、宮崎県独自の緊急事態
宣言が発令されたことを鑑み、５月
26日（水）に予定していました説明

告　知

●�場所＝市役所１階Ｂ会議室
　��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＝６月21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
　��串間市社会福祉協議会�
☎72 ‐ 6943

④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�６月３日（木）午前10時～午後３時�
市役所１階Ａ会議室

問

問

会を下記日程に延期いたしました。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の
ほどよろしくお願いいたします。
●�日時＝６月24日（木）午後６時～
（１時間程度を予定）
●�場所＝市総合保健福祉センター２
階研修室（〒888‐0001�串間市大字
西方9365 ‐ 8）
●�都市計画変更する施設
・�都市計画道路日南串間線（自動車

　②�７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

⑤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＝６月15日(火)午前10時～午後３時
●�場所＝市役所１階Ｂ会議室
　��市民生活課生活環境係☎72 ‐ 1356

問

問

専用道路）
・都市計画道路串間インター線
※�日南串間線は、東九州自動車道（日
南～志布志）のうち宮崎県側の都市
計画道路名であり、串間インター線
は日南串間線へのアクセス道路です。
　��・�東九州道・中心市街地対策課�

☎55 ‐ 1145
　�・�宮崎県県土整備部都市計画課��

計画担当☎0985‐26 ‐7192

問

地球の
message

　��市民生活課生活環境係�
☎72 ‐ 1356

問

マイクロプラスチック汚染
　世界の海では、マイクロプラスチッ
クというプラスチックが粉砕され５ミ
リメートル以下の微細になったものが
漂っており、食物連鎖を通して汚染が
生態系全体に広がっています。
　マイクロプラスチックは、生き物や人
体への影響も研究で明らかになってき
ています。日常生活の中で使用するプ
ラスチックは長期間放置されると、マイ
クロプラスチックになってしまいます。

　このような状況を変えるためにはプ
ラスチックに依存しすぎない社会を目
指していかなければなりません。まず
は身近なプラスチック利用をできるだ
け少なくし、廃棄する際には分別する
ことを心掛けることが大切になってき
ます。
　きれいな海を守るためにも一人ひと
りが意識して生活しましょう。

　６月、７月の休日在宅医

月／日 給 油 店 名
6／ 6 井手産商串間店・井手都井店
6／13 酒井串間店・井手都井店
6／20 津曲北方店・三協西小路店・井手都井店
6／2７ 片平本町店・井手都井店
７／ 4 井上仲町店・井手都井店
７／11 坂元串間店・井手都井店
７／18 井手産商串間店・三協西小路店・井手都井店
７／25 酒井串間店・井手都井店

　６月、７月の日曜給油店

人口のうごき（令和３年５月１日現在）

人口��16631人（前月比�‐25人）
［男性��7833人　女性��8798人］世帯数��7581世帯
※平成27年度国勢調査からの推計人口です。

月／日 医療機関 診療科 電話番号
6／ 6 吾社クリニック 内科 71-3411
6／13 県南病院 神・精・内科 72-0224
6／20 のだ小児科医院 小児科・アレ 71-1112
6／2７ とめのファミリークリニック 内科・小児科 76-1425

７／ 4 はなぶさ消化器・内視鏡クリニック 内・消化器内科・
内視鏡内科 74-1187

７／11 にいな内科・循環器科 内・循・呼 71-1711
７／18 岡村クリニック 整形外科 72-7710
７／22 アイレHDクリニック串間 内科・透析内科 55-8181
７／23 ゆうゆうの森クリニック 内科 55-9111
７／25 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181

※�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。

　��串間警察署☎７２－０１１０�
警察安全相談♯９１１0

問

還付金名目の 
不審電話が連続発生！
県内複数の市町村において、市役所
職員をかたった還付金名目の「うそ
電話詐欺」と思われる不審電話が連
続発生しています。
●内容
・介護保険の過払いがあります。
・還付金があります。
・�還付金の手続きはコールセンターから電話があり
ます。
・ＡＴＭに手続きに行ってください。
などと電話があったものです。

●�ＡＴＭで還付金が戻ってくることは絶対にありません。
●�不審な電話があった場合は、絶対に応じることな
く、最寄りの警察署や交番・駐在所または警察安
全相談電話（♯９１１０）に電話してください。

　所得の申告は、収入の有無に関わらず、原則
として全ての方が手続きを取らなければいけま
せん。市県民税の課税に関する資料（公的年金
支払報告書、給与支払報告書など）の無い方や、
収入が無い方で、申告がお済みでない方（未申
告の方）は、市県民税申告書を提出してください。
　なお、未申告の状態だと、
・�所得の証明書が発行されない。
・�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介
護保険料に正しく反映されない。
・�限度額適用認定証の交付ができない。
などがあります。お早めにご確認ください。
※�所得によっては、税務署への確定申告が必要
な場合があります。
　�税務課　�・市民税係� ☎72 ‐ 1112�

・国保・介護賦課係� ☎72 ‐ 1114
問

チャンネル税
申告を忘れていませんか？

長年の功労への叙勲を伝達－令和３年春の叙勲

　令和３年春の叙勲において、本市から田上俊光さん
が旭日双光章（地方自治功労）を受章され、５月14日
（金）、市役所で叙勲伝達式が行われました。
　旭日双光章は国家または公共に対して功労のある方
のうち、顕著な功績を挙げた方を対象に贈られます。

　今回受章された田上さんは、平成５年から連続５期
20年にわたり串間市議会議員を務められ、平成25年か
ら２年間は議長として串間市議会の円滑な運営に尽力
されました。また、市町村合併調査特別委員会委員長
や議会運営委員会委員長などを歴任し、市の教育およ
び福祉の向上、農林水産業の発展などに多大な貢献を
されました。
　現在は串間エコツーリズム推進協議会会長として、本
市のエコツーリズム推進における中心的な役割を果たさ
れています。田上さんは「栄誉ある叙勲をいただけて大
変光栄。これも市民の皆さまの力添えがあったからこそ
だと思う。今後は串間の観光資源などをさらにＰＲして
いき、活性化に貢献していきたい」と話していました。
　��総務課総務係☎72 ‐ 4557問
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