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マイナンバーカードに
関するお知らせ
●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

（※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。
②①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。
付通知書・個人番号通知カード （※２）
毎週木曜日（祝日を除きます）
（お持ちの方のみ）・本人確認書類
は、午後７時まで市役所の市民
（※１）を持参の上、交付場所（交
生活課窓口（各支所を除きます）
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。

申

請

子育て世帯生活支援
特別給付金
（ひとり親世帯分）
について
新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中で、低所得のひ
とり親子育て世帯に対し、その実情
を踏まえた生活の支援を行う観点か
ら、国の制度に基づき特別給付金を
支給します。申請方法など詳しい内
容については、市公式サイトをご確
認いただくか福祉事務所までお問い
合わせください。
●支給対象者
①児童扶養手当受給者
令和３年４月分の児童扶養手当の

支給を受けている方
②公的年金などの受給者
公的年金など（遺族年金、障害年
金、老齢年金、遺族補償など）を受
給していることにより、令和３年４
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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

月分の児童扶養手当の支給を受けて
いない方
※児童扶養手当にかかる支給限度額
を上回る場合は支給対象となりま
せん。
③家計急変者
令和３年４月分の児童扶養手当は
受給していないが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急
変するなど、収入が児童扶養手当の
対象となる水準に下がった方
●支給額＝児童１人当たり５万円
●支給方法
㋐児童扶養手当受給者
令和３年４月末に児童扶養手当受
給口座へ振り込みました。
㋑公的年金などの受給者・家計急変者
申請手続きが必要です。申請受付

後、審査終了後に順次指定の口座に
振り込みます。
●申請期限＝令和４年２月28日（月）
申・問

福祉事務所こども政策係
☎72 ‐ 1123
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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

Information

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、カード交付

時より５年ごとのお誕生日までに
暗証番号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。
問 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

税

金

納期限と
口座振替日のお知らせ

福

祉

身体障害者補助犬の
給付について

呈

市内各小学校に
囲碁漫画を贈呈
３月23日、囲碁愛好者である吉田

美代治さんと東郷久盛さんが、市内
の小学校10校に囲碁漫画「ヒカルの

碁」23巻を10セット贈呈しました。
吉田さんは「子どもたちが喜んで
囲碁を楽しんでもらえたら」、東郷
さんは「ふるさとへの恩返し。囲碁
に興味を持ってもらうきっかけにな
れば」と話していました。

「新茶まつり」を開催
します！

５月31日（月）は、
①固定資産税（１期）

串間市茶業振興会で「くしまの新
茶」の販売を行います。

れずに納めましょう。
口座振替をご利用の場合は残高の
確認をお願いします。
問 ①、②税務課☎72 ‐ 1115

す。
限定販売となっていますので、ぜ
きゅう す
ひこの機会にご購入いただき、急須
い
で淹れる地元のお茶の消費拡大にご
協力ください。
●日 時＝５月21日（金）午前９時～
午後４時
●場所＝道の駅「くしま」
※ただし、悪天候または新型コロナ
ウイルス感染症の状況によっては
中止となる場合があります。
問 農業振興課園芸特産係
☎55 ‐ 1150

②軽自動車税（全期）
③保育料（５月分）
の納期限および口座振替日です。忘

丹精込めて育てられた「くしまの
新茶」をＳＮＳの投票で選ばれたデ
ザインのパッケージで販売いたしま

宮崎県では、身体障がい者の自立
③福祉事務所こども政策係
と社会参加を促進するため、身体障
☎72 ‐ 1123
害者補助犬を給付しています。
●給付対象者
①県内におおむね１年以上居住する
18歳以上の方で次のいずれかの状
態にある方
・視覚障がい１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
・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こ
ボート免許更新講習
れに準ずる方
●場所・日時＝
・聴覚障がい２級の身体障害者手帳
①串 間市中央公民館・本館（旧アク
の交付を受けている方またはこれ
ティブセンター）／５月22日（土）
に準ずる方
かんしょ
午前10時～（午前９時から受付開始） ②所定の訓練を受け、身体障害者補助
食用甘藷生産者の
②日南市油津・高等水産研修所／
犬を適切に利用し、飼育できる方
皆さまへ
５月６日（木）、６月４日（金）、
③身体障害者補助犬を使用すること
（一斉防除のお願い）
７月５日（月）各日午後１時～
により、就労など社会活動への参
食用甘藷で、本年３月に新規農薬
●費用＝
加に効果があると認められる方
・更新：９千円
※その他、詳細についてはお問い合 （殺菌剤）が登録されました。
サツマイモ基腐病対策に有効と考
・失 効：１万５千円（写真・送料
わせください。

講習・講座

贈

イベント

農

込み）

●主催＝ＪＭＬ（旧社名：ＪＥＩＳ西日本）
問 西岡海事事務所

☎0120 ‐ 76 ‐ 5554（通話料無料）

●申込期限＝７月30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

業

えられるため、農業用ドローン散布
費用と動力噴霧機で使用する薬剤費
の一部を支援いたします。
サツマイモ基腐病のまん延防止の
ため、一斉防除の徹底にご協力くだ
さい。
問 農業振興課

・園芸特産係
・かんしょ産地対策室
☎55 ‐ 1139
広報
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