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納期限と 
口座振替日のお知らせ
　２月１日は、
①�市・県民税（４期）
②�国民健康保険税（７期）
③�後期高齢者医療保険料（７期）
④�保育料（１月分）
の納期限および口座振替日です。忘
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。
　��①～③税務課☎72 ‐ 1115�
④福祉事務所こども政策係�
☎72 ‐ 1123

宮崎ねんりんピック
2021参加者募集

●�開催日＝５月16日（日）
※�ミニテニス競技は５月17日（月）、
ゴルフ競技は５月19日（水）、ソ
フトテニス競技は５月23日（日）、
なぎなた競技は６月６日（日）

● 会場＝ひなた宮崎県総合運動公園
●�参加料＝500円
※�種目によっては別途プレイ代が必
要です。

●�申込方法＝参加申込書に必要事項
を記入の上、市福祉事務所社会福
祉係へご提出ください。

● 申込期間＝２月１日（月）～３月
15日（月）

●�参加資格＝60歳以上（昭和37年４
月１日以前に生まれた方）

　��・�宮崎県社会福祉協議会�
長寿社会推進センター�
☎0985 ‐ 31 ‐ 9630

　・�福祉事務所社会福祉係�
☎72 ‐ 1123（内線580）
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マイナンバーカード 
申請受付・受取に関する

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、カードが出来
上がりましたら、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年毎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

申　請
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。
　��・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

ＪＲ日南線における 
線路修繕工事に伴う 

運休について
　ＪＲ日南線の青島駅～油津駅間に
おきまして、線路の保守工事を実施
することに伴い、下記のとおり運休
が発生いたします。
　ご利用のお客さまには大変ご迷惑
をおかけいたしますが、ご理解とご
協力をお願いいたします。
●�運休日＝１月12日（火）～ 22日（金）
※�１月16日（土）～ 18日（月）は除く。
●�運休区間・時間＝
■宮崎→志布志
①青島（９：39）～油津（10：30）
②青島（11：02）～南郷（12：06）
③青島（12：48）～油津（13：39）
④青島（13：48）～油津（14：39）
■志布志→宮崎
①油津（10：45）～青島（11：37）
②南郷（12：43）～青島（13：48）
③油津（14：51）～青島（15：44）
※�運休区間における代行バスなどの
運行はありません。

※�ＪＲ九州ホームページにて確認で
きます。

　��ＪＲ九州宮崎鉄道事業部�
☎0985 ‐ 51 ‐ 5988�
（土日祝日を除く�
午前９時～午後５時）
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「県下一斉無料相談会」
のお知らせ

　宮崎地方法務局および宮崎県司法
書士会では、不動産の相続登記、会
社・法人の登記、成年後見などに関
する無料相談会を開催します。
●�日時＝２月７日（日）午前10時～
午後３時
●�会場＝
①�宮崎地区：宮崎県立図書館�
（宮崎市船塚３丁目210番地１）
②�都城地区：都城市総合文化ホール
会議室１（都城市北原町1106番
地100）
③�延岡地区：延岡市川中コミュニ
ティセンター（延岡市桜小路360
番地２）
●�要事前予約＝予約された方のみ相
談をお受けします。
※�新型コロナウイルス感染予防対策
をとって司法書士が無料で相談を
受けますが、発熱や咳などの体調
不良の方については相談をお断り
する場合があります。
●�予約受付期間＝１月４日（月）～
１月29日（金）
　��　　�宮崎県司法書士会�

☎0985 ‐ 28 ‐ 8538

九州電力送配電から 
感電事故防止のお願い
　たこ揚げの季節になりましたが、
感電事故防止のため、電線付近でた
こ揚げを行ったり、電柱や鉄塔に
昇ったりしないようお願いします。
　なお、万が一たこが電線などにか
かった場合は、自分で取ろうとせず、
お近くの九州電力送配電までご連絡
いただきますようお願いいたします。
　��九州電力送配電株式会社�
日南配電事業所�
☎0120 ‐ 986 ‐ 964

生　活

予・問

ご注意

問

戦没者などの 
ご遺族の皆さまへ 

第11回特別弔慰金の請求は
お済みですか？

　戦没者などの遺族に対する特別弔
慰金の請求を受け付けております。
手続き忘れがないようご注意くださ
い。
　請求できるかどうか不明な場合な
どの相談も受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
● 支給対象者＝戦没者などの死亡当
時のご遺族で、請求者は戦没者な
どお１人につき１名。条件や戦没
者などとの続柄により請求できる
順位があります。
●�支給内容＝額面25万円、５年償還
の記名国債
●�請求期間＝令和２年４月１日～令
和５年３月31日
●�請求窓口＝ 
市総合保健福祉センター（１階）
福祉事務所�社会福祉係
●�必要なもの＝身分証明書、印鑑、
請求者の戸籍抄本など
※�初めて請求される方は条件や別途
必要書類がありますので、お問い
合わせください。
※�第11回特別弔慰金は、令和２年４
月１日～令和５年３月31日の間に
１回請求する事により、令和３年
～令和７年までの５年間、１年に
つき５万円の国債の受け取りが可
能となります。

※ 令和２年４月１日以降に市総合保
健福祉センター・市役所・各支所
で請求がお済みの方は、個別に国
債交付についての通知をお送りし
ますので、通知が届くまでお待ち
ください。
　��福祉事務所　社会福祉係�
☎0987 ‐ 72 ‐ 1123�
（内線580・581）
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法務局からのお知らせ
■相続登記はお済みですか？
　相続登記をしないでいると…
・�相続人のうちの１人が亡くなり、
さらに２次、３次の相続が発生す
ると、相続人の数が増え、手続き
がますます難しくなります。
・�土地・建物の売却やローンの手続
きに時間が掛かります。
・�実際の所有者が分からないため、
災害復旧や防災のための工事がで
きないなどの社会問題となります。

　自分の権利を大切にすることはも
ちろん、次世代の子どもたちのため
にも、未来につながる相続登記をし
ませんか？
※�詳しくは、宮崎地方法務局ホーム
ページ「未来につなぐ相続登記」
をご覧ください。

■ 法定相続情報証明制度をご存じですか？
　法務局では、各種相続手続きに利
用することができる「法定相続情報
証明制度」を開始しています。
　各種相続手続きでは、お亡くなり
になられた方の戸除籍謄本などの束
を、相続手続きを取り扱う各種窓口
に何度も出し直す必要があります。
　法定相続情報証明制度は、法務局
に戸除籍謄本などの束と併せて相
続関係を一覧にした図（法定相続情
報一覧図）を提出していただければ、
登記官がその一覧図に認証文を付し
た写しを無料で交付するというもの
です。
　その後の相続手続きは、法定相続
情報一覧図の写しを利用いただくこ
とで、戸除籍謄本などの束を何度も
出し直す必要がなくなることから、
スムーズな相続手続きが可能になり
ます。
※�詳しくは、宮崎地方法務局ホーム
ページ「法定相続情報証明制度が
始まりました」をご覧ください。
　��宮崎地方法務局�
☎0985 ‐ 22 ‐ 5124

ご案内
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