
宮崎 

民事調停制度について
　民事調停とは、お金の貸し借り、売
買代金の支払い、賃金の未払い、交通
事故の損害、近隣トラブルなどについ
て、話し合いによりお互いが合意する
ことで紛争の解決を図る手続きです。
●�民事調停の特徴
①手続きが簡単
　特別な法律知識は必要なく、申立
用紙に記入し、提出していただきます。
②円満な解決が可能
　裁判官と民間から選ばれた調停委
員２人で構成される調停委員会のも
とで、当事者同士の話し合いにより、
実情に合った解決を目指します。
③費用が低額
　裁判に比べて手数料が低額です。
④秘密厳守と早期解決
　調停は非公開で行われ、おおむね
３カ月で終了します。
　��日南簡易裁判所☎25 ‐ 1188（午
前９時～午後４時半【土日祝日、年末年始を除く】）

民事調停

問

　この宝くじの収益金は、
市町村の明るいまちづくりや
環境対策、高齢化対策など
地域住民の福祉向上のため
に使われます。
　ハロウィンジャンボは、パ
ソコンやスマートフォンからも
ネット購入できます！

☆ 今年のハロウィンジャンボ
は、１等・前後賞合わせて５億円！
・１等　３億円×11本　　　・前後賞各　１億円×22本
※�当せん本数は発売総額330億円・11ユニットの場合
☆ 同時発売のハロウィンジャンボミニは、１等・前後賞合わせて5,000万円！
・１等　3,000万円×20本　・前後賞各　1,000万円×40本
※�当せん本数は発売総額150億円・５ユニットの場合
● 発売期間＝９月22日（水）～10月22日（金）　　●�金額＝各１枚300円
●�抽せん日＝10月29日（金）
※�昨年のハロウィンジャンボ宝くじ（第855回全国自治宝くじ）およびハ
ロウィンジャンボミニ（第856回全国自治宝くじ）の時効は令和３年11
月１日（月）です。

　��公益財団法人�宮崎県市町村振興協会企画課☎0985 ‐ 31 ‐ 9590問

　高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資
制度です。
●�融資額＝お子さま１人あたり350万円以内
● 金利＝年1.66％�固定金利
※�「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内の方」ま
たは「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得356万円）以内の
方」は年1.26％（令和３年６月１日現在）
●�返済期間＝15年以内
※�「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132
万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所
得356万円）以内の方」は18年以内
●�使い道＝入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
●�返済方法＝毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
●�保証＝（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
　詳しくはホームページ（「国の教育ローン」で検索）または下記問い合わ
せ先までお問い合わせください。
　��教育ローンコールセンター�
☎0570‐008656（ナビダイヤル）／ 03 ‐ 5321 ‐ 8656

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�
延長のお知らせ

　この「傷病手当金」は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染などによる病気休業に
より収入の減少があった世帯の生活を保
障するための給付金です。対象期間が３
カ月延長されましたのでお知らせします。
●�対象期間＝令和２年１月１日～令
和３年12月31日（※今後さらに変
更になる場合があります）
●�対象者＝給与収入のある国民健康
保険・後期高齢者医療保険の被保険
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
●�支給要件＝新型コロナウイルスに
感染などの理由により仕事ができ
ず、収入が減少した場合。
●�支給金額＝労務に服していれば本来
受給できた給与収入の３分の２にあ
たる額を傷病手当金として支給
　詳しく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）

申　請

問

第26回串間市美術展の�
開催について

　串間市・日南市および志布志市の
在住者・在勤者・出身者の皆さんの想
いの詰まった作品を展示いたします。
● 搬入日＝10月27日（水）午前10時～午後５時
● 一般公開＝10月30日(土) ～ 11月
５日(金)�午前９時～午後５時
※最終日は午後３時まで
●�会場＝市文化会館小ホール
●�作品部門＝絵画、写真、書道
●�表彰式＝10月31日(日)　午前10時
～ (市文化会館大ホール)
　同期間中、認定こども園・保育園
児作品展、児童生徒作品展、パラアー
ト展（障がい者作品展）も開催される
予定ですので併せてご鑑賞ください。
　皆さんのご来場をお待ちしており
ます。入場料は無料です。
※�新型コロナウイルス感染症予防の
ため、マスク着用でご来場ください。
※�発熱や体調不良の方は入場できま
せんのでご了承ください。
　��串間市美術展運営委員会事務局
（生涯学習課内）☎55 ‐ 1163

イベント

問

平日夜間・土日もどうぞ！�
「労働相談会」を開催します！
　宮崎県労働委員会では、労働者と
使用者との間に生じた職場のトラブ
ル（パワハラ、賃金未払、解雇など）
について、随時、秘密厳守・無料で
相談に応じています。
　また、以下の日程で、平日夜間お
よび土曜・日曜にも相談を受け付け
る「労働相談会」を開催します。
●�受付期間＝ 
10月９日（土）～15日（金）
・�土日：午前９時～正午、午後１時
～午後５時
・�平日：午前８時半～正午、午後１
時～午後７時
※�通常は平日の午前８時半～正午、
午後１時～午後５時
※�面談を希望される場合は事前に電
話連絡をお願いします。
●�対象者＝県内の事業所に勤務する
労働者および使用者
●�場所＝宮崎県労働委員会事務局
（宮崎市橘通東１丁目9 ‐10【県庁
３号館６階】）
●�相談方法＝電話、面談（要予約）、
インターネット（「宮崎県労働相
談メール送信フォーム」で検索）
　��宮崎県労働委員会事務局相談専用電話
「働くあんしんサポートダイヤル」�
☎0985 ‐ 26 ‐ 7538�
ＦＡＸ：0985 ‐ 20 ‐ 2715

宮崎県最低賃金が時間額
821円に改定されました
　宮崎県最低賃金は、本年10月６日
（水）から「時間額８２１円」に改定
されることになりました。
　最低賃金は、臨時、パート、アル
バイトを含む宮崎県内で働くすべて
の労働者に適用されます。
　��宮崎労働局労働基準部�賃金室�
☎0985 ‐ 38 ‐ 8836

相　談

問

労　働

問

　　�　�「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィン
ジャンボミニ」が全国で２種類同時発売されます
生�活

　　�　��お子さまの教育資金を�
「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！

支�援

　　�　��マイナンバーカードに関するお知らせ生�活
　マイナンバーカードの申請を、市
役所および各支所の窓口で行うこと
ができます。申請後カードができあ
がりましたら、交付通知書（はがき）
をお送りしますので、交付通知書・
個人番号通知カード（お持ちの方の
み）・本人確認書類（※１）を持参の
上、交付場所（交付通知書の表面左
最下部に記載されております）の窓
口にてお受け取りください。マイナ
ンバーカードの申請から交付までは
１カ月程度かかります。
　お仕事などにより、開庁時間帯に
来庁できない方は開庁延長日（※２）
をご利用ください。
　マイナンバーカードを使用し、税
証明書・印鑑証明書・住民票・戸籍
証明書のコンビニ交付サービスを受
けることができます。
（※�１）本人確認書類とは、次のもの
を指します。

①�運転免許証、パスポート、在留カー

ドなど、官公署発行の顔写真入り
のもの１点。

②�①をお持ちでない方は、健康保険
証、医療受給者証、年金手帳な
どの「氏名・生年月日」または「氏
名・住所」が記載されたもののう
ち２点。

（※�２）毎週木曜日（祝日を除きます）
は、午後７時まで市役所の市民
生活課窓口（各支所を除きます）
を開庁しております。

　マイナンバーカードは、原則申請
者本人以外の受け取りはできませ
ん（※）。しかし、申請者本人に傷
病や障がいがあって窓口に来ること
が難しい場合には、代理人にマイナ
ンバーカードの受領を委任すること
ができます。代理人によるマイナン
バーカード受領をご希望の際は、手
続きに必要な書類などの説明をいた
しますので、事前にご相談ください。
必要な書類などがそろっていない場

合、マイナンバーカードの受け取り
ができないことがあります。
※�申請者本人の年齢が15歳未満であ
る場合、保護者（親権者か法定代
理人）の付き添いが必要です。

　マイナンバーカードに電子証明を
設定されている方は、カード作成時
より５年ごとのお誕生日までに電子
証明を更新していただく必要があ
ります。お誕生日の３カ月前より更
新手続きができますので、マイナン
バーカードと暗証番号（カード交付
時に設定していただいたもので、お
忘れの場合は再設定していただきま
す）をお持ちになり、市役所もしくは
各支所の窓口にてお手続きください。
　��串間市役所
・�市民生活課☎72 ‐ 1111（代表）
・�大 束 支 所☎71 ‐ 2011
・�本 城 支 所☎71 ‐ 3011
・�都 井 支 所☎71 ‐ 4011
・�市 木 支 所☎71 ‐ 5011
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