
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 6月 23日発行（次号 7月 10日） 

編集：まちおこし政策課（担当：松尾
ま つ お

 33-6012） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 お知らせ版 No.2 

来年度小学校１年生になられるお子様について、心や身体の発達に何らかの疑問や不安を感じ、

学校生活や教育に関する心配事や悩み事をお持ちの方の相談会を、次のとおり開催します。相談会

では、教育・医療・心理の専門家が相談に応じます。相談は無料で秘密は守られます。 

○日  程  平成２９年７月２６日（水）・平成２９年８月２日（水） 

○時  間  午前９時～午後４時      

○場  所  新富町福祉学習等供用施設 (旧)新富町中央公民館 

○対 象 者  来年４月に小学校１年生になられる幼児 

○申込締切  ７月１４日(金)まで 

○申込方法  教育総務課に備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ提出をお願いします。 

   

区 分 ＜廃ポリフィルム・廃資材＞ ＜廃ビニール＞ 

収集日 ７月１３日（木） ７月１４日（金） 

時 間 ８時３０分～１２時、１３時～１５時 

回収場所 児湯農協新富茶工場（十文字） 

料金(税込) 

今回と８月、９月の収集は「農業用廃プラ排出促進助成」により、廃ポリフィルム
は 4円/kg、廃ビニールは 2円/kg、料金が軽減されます。 

23円/kg（軽減前 27 円/kg） 4.7392 円/kg（軽減前 6.7392 円/kg） 

徴収方法 

○現金徴収 
○デポジット制度利用者は前払いしてある金額の範囲内は無料です。 排出する
種類に関係なく使用できます。但し、超過した重量分は現金徴収となります。 

持込方法 

 マルチ・ポリはバラバラにならないよう

に同一資材でしっかりと結束してくださ
い。小物類は透明袋に入れ、バラバラに
ならないように搬入してください。消毒
タンク、塩ビパイプ等規格の大きなもの
は、運びやすい大きさに切って搬入して
ください。（塩ビパイプは１ｍ程度） 

ビニールはバラバラにならないように
同一資材でしっかり結束してくださ
い。 
黒紐は必ず抜いてください。 
（白紐は可） 

透明袋は廃プラ収集時に配布します。農業振興課･農協資材課でも常時、配布しま
す。 

注意事項 廃プラＩＤカードをお持ちの方は、必ず持参してください 

☆ 廃プラの野焼き・不法投棄は法律で禁止されています。適正な処理をお願いします。 

☆ 次回の収集は８月２４日（木）、２５日（金）を予定しています。 
☆ 収集品目については農業振興課までお問い合わせください。 
☆ 茶工場周辺の十文字の交差点は、いずれの進入路も一旦停止 

する必要があります。ご注意ください。 
 

問合せ：教育総務課 

（担当）福重
ふくしげ

和泉
い ず み

☎33-6079 

問合せ：農業振興課 

（担当）甲斐
か い

信吾
し ん ご

☎33-6034 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月は町県民税(第１期）の納期です。期限内の納付をお願いします。 

なお、口座振替をご利用の方は残高の確認をお願いします。 

○納期限 ６月３０日（金）  ○口座振替日 ６月２６日（月） 

※残高が不足している場合、７月５日（水）に再度引き落としをさせていただきます。 

※納期を経過した分に関しては督促料、延滞金が加算されますのでご注意ください。 

税理士が、電話で税金に関する相談に無料（２０分以内）にて応じます。 

○フリーダイヤル：０１２０－３７３－６７８ 

○相 談 時 間：平日の午前１０時から午後４時  

        ※土日、祝日、夏期、年末年始等は休室 

 受付担当者があなたのお住まいの地域及び電話番号をお尋ねし、お近くの税理士から直接相談者

へ折り返し電話いたします。 

 詳しくは「南九州税理士会ホームページ」（http://www.mkzei.or.jp/）をご覧ください。 

問合せ：南九州税理士会事務局 

☎096-372-1151 

 宮崎県が行う物品の買い入れ等の入札に参加するために必要となる「競争入札参加資格参加者名

簿」への登載を希望される方は、資格審査申請を行ってください。 

○受 付 期 間 ７月１日（土）～７月３１日（月） ※土日祝日を除く 

○受 付 場 所 ①県庁附属棟３０３号室 

       ②各県税・総務事務所（７月１０日～１２日の３日間のみ） 

○申請書配布 物品管理調達課、各県税・総務事務所、西臼杵支庁、串間・西都土木事務所 

       県庁ホームページからもダウンロードできます。 

 

問合せ：宮崎県物品管理調達課 

☎0985-26-7208 

 

問合せ：税務課 

（担当）斉田
さ い た

貴史
たかふみ

☎33-6076 

◆「第６回 このゆびとまれコンサート」 

○開催日時：７月９日（日） １３時３０分開演 

○場 所：大ホール 

○入 場 料：５００円（全席自由） ※チケットは文化会館にて発売中です。 

このイベントは大ホールのステージで演奏する楽しみを経験していただきたいという思いから企

画され、今回で６回目となります。参加者は子どもから大人までさまざまで、ピアノ演奏はもちろ

ん、ギターや金管楽器の演奏、合唱などがあり、いろいろな音楽に触れることのできるコンサート

です。皆さま、ぜひお越しください。 

 

 

問合せ：新富町文化会館 

☎33-6205 

 



平成２９年度６月補正予算の主な事業

●暮らし・安全・環 境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

青色防犯パトロール車整備事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

2,173 青色防犯パトロール車の導入

防災用資材購入
（再編関連訓練移転等交付金事業）

11,157 地区自主防災組織の設置に伴う防災用資材購入

公衆無線LAN整備事業及び基金
（再編関連訓練移転等交付金事業）

35,399 避難所等への公衆無線LAN整備に係る費用

道路改良事業
（再編関連訓練移転等交付金事業
等）

174,510

平田～栗野田線道路改良事業
中村～竹渕線道路改良事業
三納代～北原牧線道路改良事業
富田町～上城元線道路改良事業
永牟田線道路改良事業
川床～祇園原線道路改良事業
湯風呂～追分線道路改良事業
楠～西畦原線道路改良事業
駅前周辺整備道路改良事業
道路施設等調査委託業務

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

すこやか安心基金積立金
（再編関連訓練移転等交付金事業）

20,789
すこやかに子育てできる環境をつくる経費に充てるため
の積立金

はつらつ健康基金
（再編関連訓練移転等交付金事業）

18,000
町民が生涯を通じて、いきいきはつらつと暮らせる健康づ
くりを推進するための積立金

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

小中学校教育情報機器外リース料 12,080
小中学校パソコン教室の情報機器を更新し、次世代情報
教育の充実を図る

学校給食共同調理場建設事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

6,597 学校給食共同調理場の設計業務委託

文化会館照明卓改修事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

27,666 文化会館照明卓の改修工事

新田テニスコート改修事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

81,699 新田テニスコートの砂入り人工芝整備

日置運動広場整備事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

3,963 日置運動広場の備品整備等

　　　　「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

問合せ：総務財政課

（担当）中原・黒木 ☎33-6011



※※ 駐車場ご案内 ※※ 

新富町総合交流センターきらりにも駐車場がありますが、 

満車の場合は第２駐車場、中央公民館、 

新富町役場の駐車場をご利用ください。 

近隣の方のご迷惑にならないよう、   

   以外に車を駐車しないようご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援イベント開催 

宮崎県児湯郡新富町で今年も開催します♡ 

大人も子供も楽しめるワークショップ、身体に優しい食べ物で 

みんながキラキラ笑顔でハッピーになれるマルシェです♪ 

会場：新富町総合交流センター きらり 

宮崎県児湯郡新富町大字上富田６３４５番地５ 

問合せ：新富町役場まちおこし政策課 0983-33-6012 うえなか 
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新富町 
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ワークショップ 

●こどもネイルさろん ティアラ☆ ・・・子供用洗って落ちる安心安全ネイル 

●ジャンクマポット ・・・粘土で出来た本物そっくりの多肉植物の寄せ植え  

●今井美恵子書道会 岡 篤子・谷口 麻美 ・・・こどももおとなもみんなで書道体験 

●子供と女性を癒す場所プライベートルーム Tsunagu ・・・足育・女性の体のカウンセリング 

●Plern saai Lom（プルーンサイロム） ・・・ハーブマッサージボール作成 

●ナチュラルグリーン ・・・びわ温灸・びわエキスローション作り（午前・午後２回） 
 

●ベビーマッサージ教室 まんま ・・・対象：2 か月～１歳までの赤ちゃんとママと安定期の妊婦さん  各回 6 名 

◎1 回目：10 時～12 時  ◎2 回目：13 時～15 時  イベント価格 1000 円 
  

●てんまぁむ ・・・アイシングクッキー作り クッキー2 種類 500 円 

◎1 回目：11 時～12 時  ◎2 回目：13 時～14 時  ◎3 回目：14 時 30 分～15 時 30 分 
 

●Lierre ・・・麦わら帽子のドライフラワー飾り作り 3000 円（帽子込み） 

◎13 時～１時間程度 8 名 

 

●3O-spice（スリーオースパイス） ・・・似顔絵 

●からからつみき ・・・木育 

●タイ古式リラクゼーション 嘉家 ・・・タイ古式マッサージ 

●みんなの Labo83 ・・・マッサージ 

●マヤ暦鑑定 M&M ・・・占い 

●ゲリラ開催♡よみきかせ 

 

ママと子供のおしゃれ 

●atelier nana ・・・服 

●kanoko ・・・雑貨 

●eri* ・・・雑貨 

●Rim-room ・・・雑貨  

●もくもく工房☆k  ・・・木工雑貨 

●ｊｏｙ-2 ジョイジョイ ・・・雑貨 

●オウチ ・・・雑貨 

●sakurasakura ・・・雑貨 

●Kanakon ・・・雑貨 

●SLOW ・・・服 

●kodemari ・・・アクセサリー 

●器スタジオ 手と手 ・・・食器 

●yaya* ・・・革小物 

●Ivory ・・・雑貨 

●Atelier y.B ・・・アクセサリー 

●KokottoMomo ・・・子供雑貨 

●シフォン ・・・雑貨 

●hand made YURii ・・・どんぐり帽子・ヘアゴム 

●hana* ・・・手作り雑貨・アクセサリー 

食育 

●石窯 PACE ・・・ピザ 

●マメラクダ ・・・軽食 

●ｍunchies マンチーズ ・・・ タイ料理 

●丘の上のパン工房Ｖｅｒｄｅ ・・・パン 

●ういぱん uipan ・・・パン 

●COPAN コパン ・・・ 天然酵母パン 

●こだまパン ・・・ パン 

●Sweet MOCOMOCO ・・・お菓子 

●Café Kiitos ・・・ベーグル・軽食＆ピラ☆キラ 

             コラボのスムージー 

 

♡キートスカウンター前で販売します♡ 

●しんとみ茶屋 まどころ ・・・お弁当 

●ながとも農家 ・・・ディップ・かりんとう 

●水餃子と野菜とごはん Booza ・・・お弁当 

 

ベビーマッサージ、 

アイシングクッキー作り、フラワーアレンジメント、 

予約受付中★下記メールアドレスに 

お名前・電話番号・人数を送って下さい。 

town.shintomi.maya@gmail.com   

            担当：うえなか 

主催：キートス協力隊 緒方 生寿恵・上中 磨哉 


