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子育て世帯への臨時特別
給付金について

令和４・５年度入札参加資格
審査申請書（指名願い・定期）の受付

海でなにかあったら…
「118番！」

給与支払報告書の提出
について

新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中、子育て世帯を

本市では、令和４・５年度入札参
加資格審査申請書の定期受付および

①118番とは？
皆さんの大好きな海で、事件・事

所得税の源泉徴収義務がある事業
主（給与支払者）は、法人・個人を問

サイトをご確認いただくか福祉事務 務課にて準備しており、市公式サイ
所までお問い合わせください。また、 トにも掲載しています。
現金給付とは別に配布が予定されて
なお、今回の申請様式で、一部修

118番は海上における事件・事故
に対し、迅速かつ的確に対応するた
めの海上保安庁緊急通報用電話番号

支援する観点から、国の制度による
特別給付金を支給します。申請方法
など詳しい内容については、市公式

いる残りの給付分につきましては、
詳細が決まり次第、広報紙や市公式
サイトでご案内いたします。
●支給対象者＝①②③の児童の保護
者のうち、生計を維持する程度の
高い者（串間市在住）
①令 和３年９月分の児童手当（特例
給付を除く）
支給対象となる児童
②令和３年９月30日時点で高校生相
当（平成15年４月２日～平成18年
４月１日生まれ）の児童（保護者
の所得が児童手当【特例給付を除
く】の支給対象となる金額と同等
未満）
③令和３年９月１日～令和４年３月
31日生まれの児童手当（特例給付
を除く）
支給対象児童
●支給額＝児童１人当たり一律５万円
●申請不要の方
・串間市から令和３年９月分の児童
手当を受給した方（０歳～中学３
年生）
・高校生などのうち、弟妹が児童手
当を受給している方

・令 和３年９～ 11月に出生した児
童を養育し、串間市に児童手当の
申請を行った方
●申請が必要な方
・高校生のみ養育している方
・公務員の方

・令和３年12月１日以降出生した児
童を養育する方
●申請期限＝３月31日（木）
申・問

福祉事務所こども政策係
☎7 2 - 1 1 2 3
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入札の名簿掲載を下記の日程で行い 故が発生した場合に、どこに連絡し
ます。
たらいいかご存じですか？そうです
申請書類（様式）については、財 「118番」です。

正および追加を行っていますので、
ご留意ください。前回の申請の様式
を使用した場合、申請を受理できな
いことがあります。

●申請書受付の業種
①建設工事
②測量建設コンサルタント等
③役務提供等業務委託
④物品等
●受付期間
・市 内業者＝１月11日（火）～１月
25日（火）
・市 外業者＝１月11日（火）～２月
８日（火）
※土日・祝日を除く
●受付時間＝午前９時～午前11時半、
午後１時半～午後４時半
●受付場所＝市役所地下Ｃ会議室
●申請方法

で、一般加入電話、公衆電話、携帯
電話、P HS 、船舶電話などから利
用できます。
②聴覚や発話に障がいがある方へ

令和元年11月１日から、聴覚や発
話に障がいを持つ方を対象に、ス
マートフォンなどを使用した入力操
作により、海上保安庁への緊急時の
通報が可能となる「ＮＥＴ118」を運
用しています。
事前登録制ですので、以下のQR
コードを読み取るか、
「entry@net
118.jp 」を直接宛先に入力して空
メールを送信すると、登録用メール
が 返 っ て く る の で、
案内される手順に従
い登録してください。

①持参
提出書類の説明ができる方がご持

参ください。
②郵送
封筒の表に「入札参加資格審査申
請書類在中」とご記入ください。受

付票の返送を希望される場合、返信
用封筒（切手添付）を同封してくだ
さい。
●市公式サイト
事業者の方へ→入札制度・入札情
報→令和４・５年度指名願いの受付
(定期)
送・問

財務課契約管財係
（〒888-8555 宮崎県串間市

大字西方5550番地）
☎0987 - 55 - 1148 ／
FAX 0987 - 72 - 6727

わず、前年中に支払った給与につい
て、すべての従業員（アルバイト・パー
ト、役員などを含む）の給与支払報告

書（総括表および個人別明細書）を作
成し、住所地の市町村長に提出するこ
とが法令により義務付けられています

（地方税法317条の6、第317条の７）
。
正しく記入の上、１月末日（休日の場
合は翌日）
までに必ずご提出ください。
●提 出対象者＝前年中に給与を支
払った従業員（アルバイト・パー
ト、役員などを含む）のうち、次
のいずれかに該当する全員につい
て提出してください。
・毎年１月１日現在の在職者のうち、
同日現在串間市にお住まいの方
【特別徴収として提出】
・前年中の退職者のうち、退職日現
在串間市にお住まいの方【普通徴
収として提出】
●提出方法＝
給 与支払報告書（総括表および個
人別明細書）は次のいずれかの方
法により提出してください。
・電子申告による提出
地方税ポータルシステム（eLTAX：

ティブセンター）
●費用

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
されましたのでお知らせします。

行っております。

●対 象者＝給与収入のある国民健康

・更新＝9,000円（写真・送料込み）
・失効＝1万5,000円（写真・送料込み） ●対象期間＝令和２年１月１日～令
和４年３月31日（今後さらに変更
になる場合があります）
※日南市油津・高等水産研修所でも

保険・後期高齢者医療保険の被保険
・１月１２日(水)午後１時～
者のうち、新型コロナウイルス感染
・２月４日(金)午後１時～
症に感染した方、または発熱など
・３月４日(金)午後１時～
各日、正午より受付。
の症状があり感染が疑われる方
●主催＝ＪＭＬ（旧社名：JEIS西日本） ●支給要件＝新型コロナウイルスに
問 西岡海事事務所
感染などの理由により仕事ができ
☎0120 ‐ 76 ‐ 5554（通話料無料）
ず、収入が減少した場合
●支給金額＝労務に服していれば本来
受給できた給与収入の３分の２にあ

募

ウェブ会議・テレワークなど近年の社
会情勢に対応した学習をはじめ、各種
オフィスソフトの実践的なスキル取得
の学習も充実。幅広い職種への就職が
可能となるよう、資格取得関連(医薬品
登録販売者・CS試験)の学習も行います。
●訓練期間＝
２
 月10日(木) ～５月９日(月)毎週月
～金曜：午前９時半～午後４時半
●場所＝株式会社プライムワークス
（鹿児島県志布志市志布志町志布

志３丁目16番８号）
☎099 - 472 - 5020

たる額を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）

募

集

宮崎ねんりんピック
2022参加者募集
●開催日＝５月15日（日）
※ソフトテニス競技は５月８日（日）
、
ミニテニス 競 技は５月16日（月）
、
ゴルフ競技は５月25日（水）
、なぎ
なた競技は６月５日（日）
●会場＝ひなた宮崎県総合運動公園
ほか

●参加料＝500円
※種目によっては別途プレイ代が必要です
エルタックス）を利用したインター ●対象者＝再就職を目指す方
●申し込み方法＝参加申込書に必要
●募集定員＝24人
ネット受付を行っています。
事項を記入の上、福祉事務所社
●応募期間＝１月26日(水)まで
・郵送などによる提出
会福祉係へご提出ください。なお、
郵送（または窓口提出）による場 ●受 講料など＝受講料無料。ただし、
教材費１万3,000円程度が必要です。
３月１日～ 15日は大会事務局（宮
合は、総括表と個人別明細書（１人
問 ・ハローワーク日南☎23 - 8609
崎県社会福祉協議会・長寿社会推
につき１枚）を提出してください。
・鹿屋高等技術専門校
進センター）
でのみ受付となります。
本市から給与支払報告書（総括表）
☎0994 - 44 - 8674
●申 し込み期間＝２月１日（火）～
が送られている場合、それを添付し
３月15日（火）
てください。
問 税務課市民税係☎72 ‐ 1112
●参 加資格＝60歳以上（昭和38年４
月１日以前に生まれた方）
新型コロナウイルス感染症に
問 ・宮崎県社会福祉協議会 
関する傷病手当金の手続き
長寿社会推進センター
ボート免許更新講習
延長のお知らせ
☎0985 ‐ 31 ‐ 9630
●日時・場所＝１月22日（土）
午前10時
この「傷病手当金」は、新型コロ
  ・福祉事務所社会福祉係
（受付開始：午前９時）

☎72 ‐ 1123（内線581）
ナウイルス感染症への感染などによ
市中央公民館本館（旧串間市アク
る病気休業により、収入の減少が

講

☎099 - 250 - 9800

集

『就職に活かせる
パソコン・ビジネス科』
職業訓練受講生募集

申

問 第十管区海上保安本部 総務課
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