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あなたの一票が未来を決める！
投票へ行こう！
！
任期満了に伴う串間市長選挙、そ
れと同時に串間市議会議員補欠選挙
が行われます。

串間市長選挙および
串間市議会議員補欠選挙
投票日
告示日

９月２６日（日）
９月１９日（日）

住宅（特殊な工法は除く）
①耐震診断

イベント

防

災

串間市木造建築物等地震
対策促進事業補助のご案内
●補助対象＝昭和５６年５月３１日以前

に着工された串間市に存する木造
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れました。政府の指令に異を唱え、
ユダヤ人難民を救った宮崎県出身の
外交官「根井三郎」について学んで

耐震診断の結果、耐震性のない住 みませんか？
宅の耐震補強工事を行うことにより、 詳しくは、下記へお問い合わせください。
問宮
 崎市佐土原総合支所地域市民
その工事費の一部を補助します。
福祉課☎0985 - 73 - 1111
●補 助額＝最大100万円補助（工事

費の８０％）
※立候補者の数によっては無投票と ③安全住宅住替え制度
耐震診断の結果、耐震性のない住宅の
なる場合があります。
除却および建替費用の一部を補助します。
●補助額＝
●投票時間＝午前７時～午後６時
（第３２・３３投票所は午後４時まで）
除却工事 最大３４万５千円補助
●投 票場所＝指定された投票所（入
（工事費の２３％）
場券に記載されています）
建替工事 最大３８万円補助
※入場券を忘れても、選挙権があれば
（工事費の２３％）
指定された投票所で投票できます。 ※その他、事前に旧耐震基準木造住
※投票所における感染症対策にご理
宅の相談などを行う耐震診断アド
解とご協力をお願いいたします。
バイザーや耐震改修工事のローコ
◆期日前投票◆
スト工法アドバイザーの派遣も
投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭な
行っております。
どで投票に行けない方は、期日前投 ※補助件数には限りがありますので詳し
くは下記までお問い合わせください。
票を行うことができます。
（月）
～９月２５日
（土） 問 都
 市建設課建築住宅係☎55 - 1133
●期間＝９月２０日
●時間＝午前８時半～午後８時
●場所＝串間市役所１階Ａ会議室
※土曜・祝日も投票できます。
※期日前投票所は、投票日が近づくに
宮崎県（宮崎市佐土原町）出身の
つれ混雑が予想されますので、な
外交官「根井三郎」
に関する
るべくお早めの投票をお願いします。
資料展・講演会を開催します！
◆投票所の変更について◆
●日程
今回の選挙から第１９投票所は旧本
●資料展（観覧無料）
城支所から上平公民館に変更してお
９
 月２５日（土）～９月
ります。第１９投票区の方（春日、上平、
２６日（日）午前９時～
下平、上代田、下代田）におかれま
してはご注意ください。
問串
 間市選挙管理委員会☎72 - 4557

第２次世界大戦中、ナチス・ドイ
ツに迫害されたユダヤ人難民を救っ

木造住宅の地震に対する安全性の たとされる「杉原千畝」と同様に、
「根
向上を図るために、耐震診断士が行 井三郎」が単独で発給した“命のビ
う耐震診断費用の一部を補助します。 ザ ” が昨年ついにアメリカで発見さ
●補助額＝最大１３万円補助
②総 合支援制度（耐震改修設計＋耐
震改修工事のパッケージ支援）

イベント
イプシロンロケット５号機
打ち上げ日時のお知らせ
JAXAは、下記の日時に内之浦宇
宙空間観測所からイプシロンロケッ
ト５号機を打ち上げます。
伝統を受け継ぎ、革新を続けるイ
プシロンロケットの、約３年弱ぶり
となる打ち上げをぜひご覧ください。
●打ち上げ日＝10月１日（金）
●打ち上げ時間＝午前９時48分頃～
午前９時59分頃
●打ち上げ予備期間＝10月２日（土）～
11月30日（火）
※１：天 候などにより打ち上げ日が変更にな
る可能性もあります。最新の情報につ
い て はJAXAホ ー ム ペ ー ジ（https://
www.jaxa.jp ）をご覧ください。
※２：打 ち上げ当日は見学者来訪などにより
周辺道路が通常より混雑する恐れがあ
りますのでご注意ください。

  消費税のインボイス制度などの説明会に関するお知らせ

生活

令和５年10月から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）
」が導入さ
れます。事業者の方がインボイス制度への理解を深めていただいた上で、
事業に応じた対応や準備を進めていただけるよう説明会を開催します。
●開催日時など
月

日

開催日時

９/28（火）
10/26（火）
11/30（火）
12/21（火）

時

間

10：30 ～ 11：30
13：30 ～ 14：30
10：30 ～ 11：30
13：30 ～ 14：30
10：30 ～ 11：30
13：30 ～ 14：30
10：30 ～ 11：30
13：30 ～ 14：30

定員 申込締め切り日
（名）
※１
10

9/24（金）
17時まで

10

10/22（金）
17時まで

10
10

開催場所

日南税務署
２階会議室
11/26（金） （日南市上平野町
１丁目８番地４号）
17時まで
12/17（金）
17時まで

※１ 事前予約制になります。 申込締め切り日までにお電話で申し込みをお願いします。
※２ 説明会へお越しの際は、なるべく公共機関をご利用ください。
※３ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後、新型コロ
ナウイルス感染症の状況などによって開催が中止となる場合もあります。

申

新型コロナワクチン接種証明書の申請について
新型コロナワクチンを接種した方で「海外渡航の予定がある方」を対象
に、新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）
を発行します。
接種証明書の発行は、現に海外渡航の予定がある方のみを対象と
しています。接種証明書を提示することで入国時の防疫措置の緩和など
がなされる国・地域については、外務省のホームページをご確認ください。
外務省ホームページ ⇒ https://www.anzen.mofa.go.jp
●手続きの流れ
下記の必要書類を窓口または郵送でご提出ください。

・予防接種済証（郵送の場合は写し）
・本人確認書類（住民票上の住所が記載されたもの）
・委任状(本人の申請以外の場合)
委任状は本人以外の申請の場合のみ必要となります。
※
「予防接種証明書発行申請書」および「委任状」は、市公式サイトよりダウン
ロードするか新型コロナウイルスワクチン接種対策室で入手できます。
イプシロンロケット４号機
「革新的衛星技術実証１号機」
2019年１月18日
（金）
９時50分20秒
内之浦宇宙空間観測所

問 内之浦宇宙空間観測所

☎050 - 3362 - 3111

とは…

消費税の申告において、買手が仕入税額控

除の適用を受けるためには、原則として、売
手である登録事業者から交付を受けたインボ
イスの保存が必要となる制度で、本年１０月１
日から「適格請求書発行事業者（登録事業者）
」
になるための申請書の受付が開始されます。
なお、詳しい情報については、国税庁ホー
ムページ（https://www.nta.go.jp ）内の「イ
ンボイス制度特設サイト」をご覧ください（下
記のＱＲコードからも、特設サイトをご覧い
ただけます）
。
また、インボイス制度に関する一般的なご
質問やご相談は、専用ダイヤル（電話：0120205-553）
で受け付けております。
・国税庁ホームページ
「インボイス制度特設サイト」

請

・予防接種証明書発行申請書
・旅券（パスポート）の写し

●講演会
９月２６日（日）午後１時～午後３時

▶適格請求書等保存方式（インボイス制度）

問 日南税務署法人課税部門☎22 ‐ 3671（自動音声案内で「２」
を選択）

●申請に必要な書類

午後５時

（申込不要・入場無料）
【講師】根井三郎を顕彰する会
会長 根井翼
●会場＝市文化会館ギャラリー（資
料展）、小ホール（講演会）
●主催＝宮崎市、根井三郎を顕彰する会
●後援＝串間市、串間市教育委員会
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接種証明書は郵送で送付します。
※発行には接種事実の確認のため、場合によっては１週間から２週間
ほどお時間をいただくことがあります。
※記入漏れがあった場合は、書類を受理できませんのでご注意ください。
コ ロ ナ やっつけろ
問 串間市新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎72 - 5 6 7 8

串間市に転入された
新型コロナワクチン接種を
希望する方へ
串間市に転入された方で、まだ接種
をしていない場合や、１回目のみ接種
が済んでいる場合、今後の接種には串
間市が発行する接種券が必要です。
●必要書類

・転出元市町村で発行された接種券
(※持っている場合のみ)
・マイナンバーカードなど本人であ
ることを証明できる書類

●申請先
〒888-0001
串間市大字西方9365 -8
串
 間市新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室
窓口受付時間
平日８時半～午後５時
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