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募

集

海上保安官募集
１．海上保安学校学生採用試験
（2023年４月入学）

●受付期間
７月19日（火）～７月28日（木）
※インターネット受け付け
●試験日
・第１次試験日：９月25日（日）
●受験資格

募

集

放送大学入学生募集
放送大学はテレビ・インターネット
で授業を行う通信制の大学です。働き

ながら大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、さまざまな目的で、幅広
い世代の方が学んでいます。
現在、2022年10月入学生を募集
しています。詳しい資料を送付いた
しますので（無料）、お気軽にお問
い合わせください。
●募集学生の種類

ア 2022年４月１日において、高
等学校または中等教育学校を卒業
した日の翌日から起算して12年を 〈教育学部〉
経過していない者および2023年 ・科 目履修生（６カ月在学し、希望
する科目を履修）
３月までに高等学校または中等教

・選 科履修生（１年間在学し、希望
する科目を履修）
・全 科履修生（４年以上在学し、卒
業を目指す）
〈大学院〉
２．海上保安大学校学生採用試験
・修 士科目生（６カ月在学し、希望
（2023年４月入学）
する科目を履修）
●受付期間
・修 士選科生（１年間在学し、希望
８月25日（木）～９月５日（月）
する科目を履修）
※インターネット受け付け
●出願期間＝６月10日（金）～８月31日
●試験日
（水）
、９月１日（木）～９月13日（火）
・第１次試験日：10月29日（土）、
10月30日（日）
（インターネット出願も受け付けています）

請・問

放送大学宮崎学習センター
●受験資格
（〒883-8510 日向市本町11番11号）
ア 2022年４月１日において、高
☎0982 - 53 - 1893
等学校または中等教育学校を卒業
育学校を卒業する見込みの者
イ 人事院がアに掲げる者と同等の
資格があると認める者

した日の翌日から起算して２年を
経過していない者および2023年
３月までに高等学校または中等教
育学校を卒業する見込みの者
イ 人事院がアに掲げる者と同等の
資格があると認める者

※試験の詳細につきましては、第十
管区海上保安本部総務部人事課
（☎0 9 9 - 2 5 0 - 9 8 0 0 ）にお問
い合わせいただくか、人事院ホー
ム ペ ー ジ「国 家 公 務 員 採 用 情 報
NAVI 」をご覧くだ
さい。

海上保安庁

採用

URL:https://www.kaiho.mlit.
go.jp/recruitment/
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防

災

市内の災害危険箇所の
点検調査を行いました

講

習

令和４年度就業支援講習会
医療事務講習会受講生募集
ひとり親家庭のお母さん、お父さ
ん、および寡婦の方を対象に、医療

事務講習会が日南市で開催されます。
受講希望の方は早めの申し込みをお
願いします。
●対象者＝宮崎県内のひとり親家庭
の母、父および寡婦の方
●講座内容＝医療事務講習会（全60時間）
●開催期間＝９月15日（木）～ 12月
６日（火）

毎週火・木・金曜（祝日を除く）
午後６時半～午後８時半
●会場＝日南テクノセンター（日南
市園田２丁目1 - 1）
●受 講料＝無料（ただし、テキスト
代7,716円、検定料7,700円は受
講生負担）
●必要書類
・令和４年度就業支援講習会受講申込書
※様 式は県母子寡婦福祉連合会ホー
ムページからダウンロードできます。
・児童扶養手当証書またはひとり親
家庭等医療費受給資格者証の写し
●応募締め切り＝８月12日（金）
応・問

県母子寡婦福祉連合会
☎0985 - 22 - 4696

講

習

ボート免許講習

●日時＝７月16日（土）
午前９時受付 10時開始
５月30日、台風や豪雨などによる災 ●場所＝市中央公民館
（旧アクティブセンター）
害を防ぐ目的で、都城自衛隊、県、警
察などの担当者計21人で現地を視察し、 ●費用（写真・送料込み）＝
実態把握や対策について検討しました。 ・更新 9,000円
今回は、法面の老朽化が危惧され ・失効1万5,000円
る市道立宇津黒井峠線や土砂流出の ※日南市でも行っております。お問
危険がある市木川水系平原谷川など
い合わせください。
５カ所を巡回しました。
７ 月５ 日（火）、 ８ 月５ 日（金）、
９月５日（月）、10月５日（水）
各日午後１時開始
●主催＝JML（旧JEI S西日本）
問 西岡海事事務所

☎0120 - 76 - 5554（通話料無料）

Information

税

金

納期限と口座振替日のお知らせ
８月１日は、
・国民健康保険税（１期）

・後期高齢者医療保険料（１期）
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。
問 税務課☎72 ‐ 1115

子育て
納期限と口座振替日のお知らせ
８月１日は、保育料（７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。
問 福祉事務所こども政策係
☎72 ‐ 1123

生

活

７月は“社会を明るく
する運動”強化月間です
「“社会を明るくする運動” ～犯罪や

非行を防止し、立ち直りを支える地域
のチカラ～」はすべての国民が、犯罪
や非行の防止と罪を犯した人たちの
更生について理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪の

子育て

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
に関する傷病手当金の
手続き延長のお知らせ

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

この「傷病手当金」は、新型コロ
ナウイルス感染症への感染などによ

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

ましたのでお知らせします。
●対象期間
令和２年１月１日から令和４年９

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

る病気休業により収入の減少があっ
た世帯の生活を保障するための給付
金です。対象期間が３カ月延長され

合わせください。
月３０日まで（※今後さらに変更にな
●支給対象者
る場合があります）
①児童扶養手当受給者
〈制度の概要〉
令和４年４月分の児童扶養手当の ●対象者
支給を受けている方
給与収入のある国民健康保険・後
②公的年金等受給者
期高齢者医療保険の被保険者のうち、
公的年金など（遺族年金、障害年 新型コロナウイルス感染症に感染し
金、老齢年金、遺族補償など）を受 た方、または発熱などの症状があり
給していることにより、令和４年４ 感染が疑われる方
月分の児童扶養手当の支給を受けて ●支給要件
いない方
新型コロナウイルス感染症に感染
※児童扶養手当にかかる支給限度額 などの理由により仕事ができず、収
を上回る場合は支給対象となりま 入が減少した場合
せん。
●支給金額
③家計急変者
労務に服していれば本来受給でき
令和４年４月分の児童扶養手当は た給与収入の３分の２にあたる額を
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
ない地域社会を築こうとする全国的 ●支給額＝児童１人当たり５万円
な運動です。今年で72年目を迎えます。 ●支給方法
犯罪や非行のない安全で安心な暮 ・児童扶養手当受給者
らしをかなえるために、今、何が求
令和４年６月末に児童扶養手当受
められているのか、そして、自分に
は何ができるのかを、皆さんで考え
てみませんか。
問串
 間地区更生保護サポートセンター
第72回“社会を明るくする運動”
串間市推進委員会（〒888-0001
串間市大字西方5268 -1）
事務局長 立本 伊佐男（保護司会
会長）☎55 ‐ 7878

給付金

傷病手当金として支給
※詳しくは電話にてお問い合わせく
ださい。
問 医療介護課医療保険係
☎72 - 0333（内線513）

給口座へ振り込みました。
・公的年金等受給者・家計急変者
申請手続きが必要です。申請受け
付け後、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５年２月28日（火）
申・問

福祉事務所こども政策係
☎72 - 1123
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