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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

ドなど、官公署発行の顔写真入り
のもの１点。

ができます。申請後カードができあ ②①をお持ちでない方は、健康保険
がりましたら、交付通知書（はがき）
証、医療受給者証、年金手帳な
をお送りしますので、交付通知書・
どの「氏名・生年月日」または「氏

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。

個人番号通知カード（お持ちの方の
名・住所」が記載されたもののう
み）
・本人確認書類（※１）を持参の
ち２点。
上、交付場所（交付通知書の表面左 （※２）毎週木曜日（祝日を除きます） より５年ごとのお誕生日までに暗証
最下部に記載されております）の窓
は、午後７時まで市役所の市民 番号を更新していただく必要があ
口にてお受け取りください。マイナ
生活課窓口（各支所を除きます） ります。お誕生日の３カ月前より更
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。

を開庁しております。
マイナンバーカードは、原則申請

お仕事などにより、開庁時間帯に 者本人以外の受け取りはできませ
来庁できない方は開庁延長日（※２） ん（※）。しかし、申請者本人に傷

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

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
をお持ちになり、市役所もしくは
病や障がいがあって窓口に来ること す）
が難しい場合には、代理人にマイナ 各支所の窓口にてお手続きください。
ンバーカードの受領を委任すること 問 串間市役所
ができます。代理人によるマイナン ・市民生活課☎72 ‐ 1111（代表）
バーカード受領をご希望の際は、手 ・大 束 支 所☎71 ‐ 2011
続きに必要な書類などの説明をいた ・本 城 支 所☎71 ‐ 3011
しますので、事前にご相談ください。 ・都 井 支 所☎71 ‐ 4011
必要な書類などがそろっていない場 ・市 木 支 所☎71 ‐ 5011

康

結核検診の２次を
行います！
９月に今年度２回目の結核検診を
実施します！５月、６月に行われた

結核検診がお済みでない方は受診く
ださるようお願いします。８月中旬
に青色の結核検診（２次）受診票を
郵送していますので、受診票持参の
上、お近くの会場までお越しくださ
い。予約は不要です。なお、職場や

病院にて受診済み（ただし令和３年
４月１日以降）の方は受ける必要は
ありません。
※通知不要のご連絡をいただいてい
る方にも受診票が届く場合があり
ますが、ご了承ください。その他
ご不明な点はご連絡ください。
問医
 療介護課健康増進係☎72 - 0333

令和３年度

結核検診（2次）
日程表

※５～６月の結核検診（１次）で受診できなかった方が対象です。

日にち

会
場
旧JA大束大平支所
スーパーケンちゃん
大束公民館
９月１４日（火）今町駅前
ミネサキ串間店
スーパーよしだ
市総合保健福祉センター
石波公民館
市木公民館
倉掛地区営農研修施設
９月1６日（木）農村環境改善センター
上町（幸せホームあすか）
中央公民館・本館（旧アクティブセンター）
串間市役所（正面玄関前駐車場）
旧本城支所駐車場
串間温泉いこいの里
立宇津漁港
９月２８日（火）

都井基幹集落センター
（リフト車使用）
金谷公民館
塩屋原公民館
道の駅くしま駐車場内

無 料相談
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＝10月３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）。
問 日南公証役場☎2 3 ‐ 5 4 30

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＝９月27日(月)午前９時～正午
●場所＝市役所１階D会議室
問 市民生活課生活環境係
☎7 2 ‐ 1 3 5 6
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●日時・場所＝
①９月２日（木）午前10時～午後３時
●相談対象＝ご近所トラブル、離婚、 市役所１階Ａ会議室
相続、債務整理、労働問題、交通 ②10月７日（木）午前10時～午後３時
事故、会社経営など
市役所１階Ａ会議室
●日 時＝９月17日(金)午後１時～終 ●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
了次第(要予約)
す。予約の際、持参するものの確
●場所＝市総合保健福祉センター
問 串間市社会福祉協議会
認をお願いします。
※予約受付時間＝平日午前８時半～
☎7 2 ‐ 6943
午後５時15分
④人権相談
問 市民生活課市民係☎72 ‐ 1117 
●相 談対象＝セクハラ、パワハラ、
都城年金事務所
☎0986 ‐ 23 ‐ 2571
家庭内暴力、体罰、いじめ、誹謗
中傷、差別など
●日 時＝９月13日（月）午前10時～
午後３時

⑥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
●場所＝本城公民館（いこいの里内）
問 総務課総務係☎72 ‐ 4557
●日 時＝９月21日(火)午前10時～午
後３時
⑤年金相談
●場所＝市役所１階Ｄ会議室
●相談対象＝老齢、障害、遺族など 問 市民生活課生活環境係
の年金請求および相談
☎72 ‐ 1356

方は、12月３日（金）までに問い合
わせ先にご連絡ください。

●対象者＝平成1３年４月２日から平
成1４年４月１日までに生まれた方
●日時＝令和４年１月９日（日）
●受付＝午前10時半～
●オープニングアトラクション＝
午前11時20分～
●式典＝正午～

間
10：10
10：40
11：15
13：45
14：15
14：45
15：15
9：50
10：20
11：10
11：40
13：45
14：15
14：45
9：40
10：10
10：50
11：30
13：50
14：20
14：50

★持参物：結核検診（２次）の青い受診票。料金はかかりません。

●記 念撮影＝午後１時～午後２時
（地区ごとに順次撮影します）
●会場＝市文化会館
令和４年串間市成人式の ●名簿掲載締切＝12月３日（金）
ご案内
●その他＝
新成人を祝うための式典を開催いた ・成人者名簿への記載を希望されな
します。ご参加をお待ちしております。
い場合はご連絡ください。
●串間市に住民登録をしている方
・新 型コロナウイルス感染症の影響
により、式典の開催中止または延期
1 1月中旬頃、案内はがきを送付し、
をする場合がございます。その際、
成人者名簿にお名前を掲載いたし
交通機関、着物、着付けなどのキャ
ますので、特に手続きは必要あり
ンセル料などの補償は行いません
ません。
ので、あらかじめご了承くださいま
●串間市外に住民登録をしている方
進学や就職により市外に転出した
方も串間市の成人式に出席できま
す。ただし、成人者名簿にご自分
の氏名の掲載と最終案内を希望の

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

受診者数や交通状況により、時間に遅れが出る場合があります。ご了承ください。

イベント

③法律相談

時
10：00
10：30
11：00
13：30
14：05
14：35
15：05
9：40
10：10
11：00
11：30
13：30
14：05
14：35
9：30
10：00
10：40
11：20
13：40
14：10
14：40

６５

※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律

※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

健

結核は過去の病気ではありません。
結核検診は法律 ※により定期的な受診が必要です
歳以上の方は必ず年に１回受診しましょう♪

生活

！
！

な思い出をみんなで作りましょう。
●応 募資格＝令和３年度に成人を迎
えられる方（平成1３年４月２日～平
成1４年４月１日生）で、県内に在住
されており会議などに出会できる方
●募集期間＝９月３０日（木）まで
●内容＝実行委員会により、成人式
関連行事などの企画・運営を行う。
●募集人数＝10名程度
申・問

生涯学習課生涯学習係
☎55 ‐ 1161

すようお願いいたします。

問 生涯学習課生涯学習係

☎55 ‐ 1161

募

集

令和４年成人式
実行委員大募集！
本市では成人者を祝うため、その

企画から運営までを行う実行委員会
を組織します。
一生に一度の成人式。成人者自ら
の手で盛り上げてみませんか？素敵
広報

くしま
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