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生

活

市役所や支所でマイナンバー
カードの申請ができます！
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

が串間市にある方が戸籍謄本など
を発行する場合は、初回のみコン
ビニのコピー機より事前審査が必
要となります。

申請書の紛失、記載してある住所
や氏名に変更がある場合は、申請書

カードの申請ができます！

りに届いた個人番号カード交付申請
書でもカードの申請が可能です。
●事業所訪問にてマイナンバーカー

●スマートフォンからマイナンバー

できます。
●受付時間＝午前８時半～午後５時１５分
※市 役所本庁のみ毎週木曜日は、午
後７時まで窓口を延長しております

ドの出張申請を受け付けします！
勤務先に市役所職員が伺い、従業員さ
んの写真撮影から申請までお手伝いします。
カード完成後は勤務先までお届け
します（本人確認が必要です）。お

（祝日を除く）
。
※写真撮影を行います。
●コンビニで各種証明書が取得でき
ます！
マイナンバーカードを使用し、コ
ンビニのコピー機で証明書が発行で

きます。
■戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票
▷平日午前９時～午後５時１５分
■住民票の写し、住民票記載事項証
明書、印鑑登録証明書、課税証明
書、所得証明書
▷毎日午前６時半～午後１１時
（１２月２９日～１月３日を除く）
※串間市に住民票がない方で、本籍

の再発行が必要です。
令和２年５月２５日以降、通知カー
ドの発行は行っておりません。代わ

電話もしくは二次元コードよりお申
し込みください。
※２名さま以上からお
申し込み可能です。
※事 業所訪問のお申
し込みは、本庁市民生活課のみ受
け付けを行っております。
問 串間市役所
⃝市民生活課 ☎72-1111
⃝大 束 支 所 ☎71- 2011
⃝本 城 支 所 ☎71- 3011
⃝都 井 支 所 ☎71- 4011
⃝市 木 支 所 ☎71- 5011

ご自身に届いた申請書の
この二次元コードを
読み取ってください。

「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボミニ」が、
７月５日（火）から全国で２種類同時発売されます

生活

この宝くじの収益金は市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われま
す。

『今年のサマージャンボ宝くじは、
１等・前後賞合わせて７億円！』
１等

５億円×24本

前後賞各 １億円×48本
※当 せん本数は発売総額720億円・
24ユニットの場合

『同時発売のサマージャンボミニは、
１等3,000万円！』
１等
3,000万円×28本
※当 せん本数は発売総額210億円・
７ユニットの場合
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●発 売期間＝７月５日（火）～８月

※昨 年のサマージャンボ宝くじ（第

マートフォンからもネット購入で
きます！
●抽せん日＝８月17日（水）
●支払開始日＝８月22日（月）

自治宝くじ）の時効（令和４年８
月29日（月））が迫っておりますの
でお忘れなく。
問（公財）

宮崎県市町村振興協会企画課

５日（金）
※サマージャンボは、パソコンやス

●各１枚＝300円

892回全国自治宝くじ）およびサ
マージャンボミニ（第893回全国

☎0985 - 31 - 9590

サマージャンボ7億円

（1等5億円・前後賞各1億円合わせて ）

サマージャンボミニ3 , 000万円

（1等3千万円）
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

火 2種類同時発売!
7月５日●
宮崎

火～8/5●
金
発売期間 7/ 5 ●
水
抽せん日 8/17●
各1枚 300円
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農

業

～串間市の農業者の皆さまへ～

燃油・農業用資材などの
価格高騰の影響を受けた
生産者を支援します！！

●事業名＝農業等経営継続サポート
事業（燃油・資材等価格高騰支援分）
●補 助対象者＝令和４年４月から
令和５年２月の間に農産物などの
出荷があり、収入保険に加入（令
和５年１月１日時点）している農
業者

●補助額＝収入保険加入時の基準収
入に応じて定額補助（金額は下表
のとおり）
基準収入額

助成単価

２千万円～

20万円以内

１千万円～
２千万円未満

10万円以内

５百万円～
１千万円未満

５万円以内

４百万円～
５百万円未満

４万円以内

３百万円～
４百万円未満

３万円以内

２百万円～
３百万円未満

２万円以内

2百万円未満

１万円以内

※基準収入額＝令和５年１月１日時
点
※補助金額が予算額を超過した場合
は、予算の範囲内で助成単価を調
整することがあります。

生

活

活

厚生労働省・宮崎県委託事業 今年も「SALKO (サルコー）
働きたいアナタのため チャレンジ」を開催します！
の就職サポート窓口
宮崎県が作成したスマートフォン

「みやざき若者サポートステーション
／サポステ・プラス」では、就職に向け

を使ったアプリ「SALKO(サルコー）」
または万歩計を利用した「SALKO(サ
ルコー）
チャレンジ」を昨年に引き続
ての不安や悩みに関する個別相談、適
職診断、職場体験などを行っています。 き今年も開催します！
10月1日から10月31日までの１カ
一人一人にあわせたプログラムを一緒
に考え、
サポートします。相談は無料です。 月間、歩いた歩数を記録して、その
●対象＝就職を目指す15歳から49歳 合計歩数が市の決めた歩数に達した
までの無業の方とその家族
人の中から抽選で当選された方に記
●会場＝ハローワーク日南１階相談室
念品を贈呈します。
●相 談 日 ＝７ 月21日（木）、 ９ 月15
参加申し込みは、市総合保健福祉
日（木）、11月17日（木）、令和５年 センターまたは各支所で受け付けて
１月19日（木）、３月16日（木）
午後12時半～午後４時
（１人約50分の予約制）
・サテライト都城へ直接の来所も受
け付けています。
平日午前９時～午後４時
問み
 やざき若者サポートステーション／
サポステプラス サテライト都城
（都城市東町４街区３０号）
☎0986 - 36 - 6510

研

修

令和４年度宮崎県防災士
養成研修が開催されます
●対象者＝宮崎県内に在住、もしくは

在勤しすべての講座に出席可能な方
※基礎コース、専門コースともに午前９時
受付、９時半開始、午後５時終了予定
●事業の手続き
■申請期限＝令和５年２月２８日（火） ●費用＝受講料は無料。ただし、受
験料3,000円と登録料5,000円が
まで
必要（本市より助成制度有り）。
・上記補助対象者でＪＡ出荷者およ
また、昼食代、会場までの交通費
び収入保険加入者については別途
は自己負担となります。
申請受付案内をいたします。
ただし、申請期限の１０日前までに ●開催会場＝宮崎県立福島高等学校
案内がない場合は下記の市園芸特
産係までご連絡ください。
問・事業内容
農業振興課園芸特産係
☎55 - 1150
・収入保険・施設園芸共済
NOSAI宮崎 南那珂センター
☎21 - 9171

生

●研修日程＝７月24日（日）
●申し込み期限＝７月14日（木）
●申し込み方法など＝申し込み方法
につきましては、下記問い合わせ
先までご連絡ください。
問 危機管理課☎55 - 1120
NPO法人宮崎県防災士ネットワーク
☎0985 - 55 - 0447

おり、申込期間は７月１日(金) ～９
月30日(金)となっております。
詳しくは来月の広報くしまに掲載しま
す。興味のある方はぜひご参加ください。
問 医療介護課健康増進係
☎72 - 0333（内線517）

試

験

下水道排水設備工事責任技術者
共通試験の実施について
下水道排水設備工事は、責任技術
者が専属する指定工事店が行うこと
になっています。
本年度の責任技術者試験を次のと
おり行います。
※新型コロナウイルス感染症の状況
によっては、延期または中止する
場合があります。
●日 時＝11月６日（日）午後２時～

午後４時（受付：午後１時～）
●場所＝ＪＡ・ＡＺＭ別館 301・302
研修室
（宮崎市霧島１丁目１番地１）
●受験料＝6,000円
●申 込書の配布＝７月１日（金）か
ら市上下水道課にて
●受験申し込みの受け付け期間＝７
月19日（火）～７月29日（金）
（土日・祝日を除く、午前８時半

～午後５時１５分）に同課にて
※詳細は、上下水道課下水道工務係

へお問い合わせください。
問 ☎72 - 1355（内線474 ・ 475）
広報
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