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令和元年１２月２０日発行（次号 1月 10日）） 

編集：総務課（担当：二川
ふたがわ

 智南美
ち な み

 33-6002） 

※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 

日頃から、ごみの分別収集にご協力いただき誠にありがとうございます。年末年始の「家庭ごみ

の収集」と「塵芥中間受入施設（旧 藤山ごみ処理場）の受入」についてお知らせします。 

(1)家庭ごみ収集 

令和元年 12月 令和 2年 1月 

日 曜日 収集 出せるごみ等 日 曜日 収集 出せるごみ等 

26 木 ○ 容器包装プラ類、古紙・古布類 1 水 ×  

27 金 ○ 燃やせるごみ、燃やせないごみ 2 木 ×  

28 土 ×  3 金 ×  

29 日 ×  4 土 ○ 燃やせるごみ 

30 月 ○ 燃やせるごみ 5 日 ×  

31 火 ×  6 月 ○ 燃やせるごみ 

※令和 2年 1月 6日（月）以降は、通常収集となります。 

※計画的な「ごみ出し」と「ごみの減量・リサイクル」にご協力をお願いします。 

(2)塵芥中間受入施設（旧 藤山ごみ処理場）の受入 

【開場日（毎週 土・日曜日）】 

○令和元年 12月…21日（土）、22日（日） 

○令和 2年 1月…4日（土）、5日（日） 

※令和元年 12 月 28 日（土）、29（日）は閉場。令和 2 年 1 月 4 日以降は、通常どおりの開場

となります。 

【受付時間】午前の部…9：00～12：00 午後の部…13：00～16：00 

【受入場所】塵芥中間受入施設（旧 藤山ごみ処理場）新富町大字新田 21233-1 

【搬入にあたって】 

○町指定のごみ袋に入らない物（粗大ごみ）については直接持込みが可能です。 

○多くの方の来場が予想されますので、管理人の指示にご協力いただき、円滑な搬入をお願い

します。 

問合せ：都市建設課 

（担当）長友
ながとも

俊
とし

博
ひろ

☎33-6072 

年末年始のごみ収集等について お知らせ 

新富町生涯学習人材バンク登録者募集

新富町では、町民の皆様の生涯学習活動や地域活動を支援するために，新富町生涯学習人材バン

クへの登録者の募集を行います。皆様の持つ専門的な知識や技能、経験等を活かしたいという方の

情報を登録し、地域の方々の依頼に応じて紹介する（人材バンク登録制度）ことで，地域に根付い

た生涯学習の推進を図ることを目的としております。自薦・他薦は問いませんので、新富町役場生

涯学習課にある申込書を記入の上ご提出くださいますようお願いします。 

 
問合せ・申込先：生涯学習課（担当）河野光

かわのみつ

典
のり

☎33-1022 
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ギャラリーしんとみでは、令和２年１月から２月までに下記の展示会を行います。 

○１月５日（日）～１月１２日（日）北川町在住小野 夢境さんによります「夢境庵作陶展」 

  登り窯で焼かれた美しい風合いの器・花入れなどの作品展です。 

○１月１４日（火）～１月２６日（日）町内中学生によります「中学校合同作品展」 

  美術・習字・技術家庭科作品など中学生の感性豊かな作品をご覧ください。 

○１月２８日（火）～２月 ９日（日）町内小学生によります「小学校合同作品展」 

  図画工作・書写（硬筆・毛筆）など小学生の素直で力強い作品をご覧ください。 

○２月１１日（火）～２月２３日（日）安野実知子さん他７名によります「手づくりいろいろ展」 

  洋服・バッグ・和布小物・ビーズ作品などの作品展です。 

○２月２５日（火）～３月 ８日（日）堀内景子さん主宰「楽しみま書展」 

  表現する書を追求し、楽しんで創作した作品展です。 

筆ペンアートのワークショップも開催されます。 
問合せ：ギャラリーしんとみ 

☎33-0577 

ギャラリーしんとみ 今後の展示内容 お知らせ 

新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし、再利用・再資源化を進めていくため、資源物回

収を行っています。１月の予定は、次のとおりとなっています。ご協力をお願いします。 

☆日  時  令和２年１月１３日（月）、２７日（月） ７：００～９：００（時間厳守） 

☆回収場所  町体育館（正面玄関東側駐輪場）・西体育館・上新田公民館（各駐輪場） 

       （＊雨天時、西体育館は、正面玄関前に移動します） 

☆収 集 物  古紙（新聞紙・チラシ）、雑誌、ダンボール、牛乳パック、 

雑紙（それぞれ紐で縛ること） 

焼酎の紙パックなど内側にアルミ箔が張ってあるものは対象外となりますので 

ご注意ください。 

＊問合せ先  新富町地域婦人連絡協議会  会長：橋口澄子 ☎３３－２５１４ 

            （生涯学習課） 担当：河野光典 ☎３３－１０２２ 

 資源物の回収について（毎月第２、４月曜日は資源物の回収日です）お知らせ 

 県政や地域の課題等について、河野県知事と町民による「ざっくばらん」な意見交換が下記の日

時で開催されます。フォーラム参加者を若干名募集しますので、河野知事との意見交換を希望され

る方は、下記までご連絡ください。 

○日 時：令和２年２月７日（金） １３：３０～１５：００ 

○場 所：新富町総合交流センターきらり 大集会室 

○募集人数：若干名（人数に限りがありますので希望に添えない場合があります。） 

○応募要件：町内在住者で上記日時に参加いただける方及びフォーラムの趣旨に賛同いただける方 

○募集期間：令和元年１２月２０日（金）～令和２年１月１０日（金） 

問合せ：総務課（担当）工藤
く ど う

貴之
たかゆき

☎33-6002 
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交　　通　　規　　制　　に　　つ　　い　　て

永牟田線道路改良工事の為、下記のとおり交通規制を行います。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

記

♢予定期間　令和２年１月上旬～令和２年３月１０日（火）

※規制内容につきましては周辺の案内看板をご覧ください。

《連絡先 都市建設課 平井 史弥 （電話：３３－６０１８）》

永牟田線

道路改良工事

Ｌ＝１５０ｍ

新田原基地

湯の宮座論梅

岩切商店

十文字地区

集会所

上新田学園

至 高鍋町

宮崎GIS

湯風呂地区集会所

《連絡先　都市建設課　小川　淳悟　（電話：３３－６０１８）》

交　　通　　規　　制　　に　　つ　　い　　て

円明寺線道路改良工事(溜水地区）を行います。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

記

※規制内容につきましては周辺の案内看板をご覧ください。

♢予定期間　令和2年1月上旬～令和2年3月下旬

円明寺線道路改良工事
L=240.0ｍ

金鶏農場

溜水配水池

至 役場

溜水地区集会所

至 高鍋

至 宮崎

新田原基地

溜水地区墓地

マコト鉄工所
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令和元年度　１１月、１２月補正予算の主な事業

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　　　　容 担当課

消防団活動服等購入 6,951 消防団員の活動服及び安全靴の更新を行います。
総務課

☎33-6061

新富町文化会館駐車場造成設計
業務委託

5,000
新富町文化会館西側駐車場を拡張するための設
計を行います。

総合政策課
☎33-6012

子育てのための施設等利用給付
費

4,161
幼稚園等が行う子供の一時預かり保育の無償化を
実施します。

福祉課
☎33-1293

認知症高齢者グループホーム等
防災改修等支援事業補助金

7,730
老人福祉施設内における利用者の避難経路の改
修に助成を行います。

福祉課
☎33-6056

交通安全施設設置工事 6,033
通学路点検結果を受けて、町道へ区画線等の設置
を行います。

都市建設課
☎33-6018

需要に応える宮崎米生産体制整
備事業補助金

1,071
防除作業負担軽減のための機械（ドローン、粒剤散
布装置等）導入に助成を行います。

アフリカ豚コレラ等緊急総合対策
事業補助金

1,100
アフリカ豚コレラ等の感染要因とされる野生イノシシ
の農場侵入防止対策として防護柵等の設置に助成
を行います。

塚原地区排水路整備実施設計業
務委託

11,417
農地のほ場整備事業実施に合わせて塚原地区排
水路を改修するための設計を行います。

農地管理課
☎33-6038

　　「子や孫たちが必ず帰ってきたくなる町を目指して」

産業振興課
☎33-6034

     先日、古代をテーマにした町民ミュージカルを見ました。何を隠そう、古代や天皇家が大好物な

私。「日向（ひむか）」の名付け親がヤマトタケルの父・景行天皇だったり、日向の国から何人も天皇の妃が

出ていたりと、宮崎と天皇家のつながりを知ることができ大満足でした。ちなみに歴史で一番好きなのは 40

～48 代の天武天皇とその子孫が天皇だった時期。なぜなら……おや、文字数が足りません。（総務課 二川） 

編集後記
きまぐれなつぶやき

 

ニュース 

１１月３０日・１２月 

１日で「宮崎県スポーツ 

推進委員研究大会」が開 

かれました。ここで、令 

和元年度の宮崎県スポー 

ツ推進委員功労者として、 

新富町の宮脇りえさんが 

表彰されました。 

ニュース 

１２月７日（日）、応急処置や災害時のス

トレス対応の訓練を開催しました。訓練終了

後には、大規模災害時の広域的な連携を強化

するため、宮崎県消防協会東 

児湯支部女性団員連携会議発 

足式も開催され、東児湯支部 

内の女性団員の交流を図りま 

した。 

 

 

 

 


