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不審者対策について説明を聞く児童

学校内に不審者が現れた

場合に備えて、新田小学校

で不審者対応避難訓練が行

われました。

これは、防犯対策の一環

として、町内の各小学校で

毎年行われています。

日頃から訓練された先生

方の連携により、警察署へ

の通報から不審者の確保、

生徒の避難などスムーズに

行われていました。

新富町都市計画マスタープラン

見直し（案）に係る意見募集結果

新富町都市計画マスタープラン見直し

（案）について、３月１５日（月）から４月

１４日（水）までの間、新富町ホームページ

などを通じ、町民の皆様からご意見を募集し

ました。その際にいただいたご意見に対する

町の考え方について、次の方法で公表しま

す。

○公表期間：５月２７日（木）

～６月２５日（金）

○公表方法

①新富町ホームページの新着情報

②各窓口（役場都市建設課、新田支所、上

新田サービスコーナー）

※問合せ先 都市建設課

３３－６０１４

水道週間

６月１日～７日は「水道週間」です。期間

中水道課と新富町管水道工事業協同組合で

は、水道蛇口からの水漏れ対策として蛇口の

中にあるキスコマの無料交換をします。

ただし、蛇口の種類によっては有料の場合

があります。詳しくは水道課又は新富町管水

道工事業協同組合までご連絡ください。

☆水道課では、水道についての相談をいつで

も受け付けています。（土・日・祭日を除く）

※問合せ先 水道課

担当：高
たか

山
やま

研
けん

二
じ

３３－６０４６

新富町管水道工事協同組合

理事長 河野
かわの

祥
よし

昭
あき

３３－０５６２



資源物の回収

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、毎

月第２、４月曜日に資源物の回収を行ってい

ます。町民の皆様のご協力をお願いします。

なお、口蹄疫防疫対策のため、中止となる

ことがあります。

○日 程：６月１４日（月）及び

６月２８日（月）

○時 間：午前７時～午前９時（時間厳守）

○回収場所：町体育館・西体育館・上新田公

民館（各駐輪場）

○収集物：古紙（新聞紙・チラシ）、雑誌（古

本）、ダンボール、牛乳パック（そ

れぞれ紐で縛ること）

※問合せ先 新富町地域婦人連絡協議会

会長：橋口
はしぐち

澄子
すみこ

３３－２５１４

生涯学習課 

担当：浜
はま

園
ぞの

幸
ゆき

恵
え

３３－６０８０

介護予防教室への参加団体募集

町では、高齢者の運動機能の維持・向上を

図ることや、外出する機会を増やし閉じこも

りの防止を目的とした介護予防教室を開催

します。

内容は、簡易な体操・手遊び・歌・ゲーム・

脳の体操等を予定しています。参加希望の団

体等ございましたら、福祉課までお申し込み

ください。

○募集数：地区及び団体等の３団体

○人 数：１団体１０名～２０名程度

○開催曜日：参加団体と協議の後決定しま

す。（１団体月２回）

○開催期間：７月～９月

○開催日数：月２回×３か月 計６回

○開催時間：１回 １時間３０分程度

○開催場所：地区公民館等

○申込締切：６月１０日（木）

※問合せ先 福祉課

担当：西岡
にしおか

晶子
しょうこ

３３－６０５６

体育館・運動広場調整会（７月～９月）

（日置・新田・上新田・三納代・新田ﾃﾆｽｺｰﾄ）

○日程：６月１７日（木）

○時間：午後７時～

○場所：新富町中央公民館 大集会室

○調整月：７月・８月・９月

【お集まりの皆さんへ】

☆午後７時から大集会室を開放しますので、

早く来られた方から使用したい日時を記入

することができます。調整については、午

後７時３０分から始めますので必ず時間ま

でに集合ください。

☆午後７時３０分の調整時にお集りいただけ

ない団体につきましては、希望どおりの時

間がとれないことがあります。

☆利用団体代表者は、印鑑を持参の上、ご出

席ください。体育館使用料は、中央公民館

にて納付書を受け取った後、期日までに必

ず納入をお願いします。

※問合せ先 生涯学習課

担当： 宮
みや

本
もと

信
しん

一
いち

３３－１０２２

就学相談会開催

来年度小学校１年生になられるお子様の

心や身体の発達に何らかの疑問や不安を感

じ、育児や教育について心配ごとや悩みをお

持ちの方の相談会を次のとおり開催します。

相談には専門の先生が応じます。相談は無料

で秘密は守られます。お気軽にご相談くださ

い。

○日程：７月１日（木）

○時間：午前９時～午後４時

○対象者：来年４月に小学校１年生になられ

る幼児（平成１６年４月２日生～平成

１７年４月１日生）と保護者

○申込方法：６月８日（火）までに教育総務

課（役場新館３階）備付けの申込書に

必要事項を記入のうえ提出をお願い

します。

※問合せ先 教育総務課

３３－６０７９



口蹄疫防疫対策に伴う行事中止お知らせ

○第23回自治公民館ミニバレーボール大会

６月２７日（日）に予定しておりましたが、

口蹄疫防疫対策のため、中止いたします。

※問合せ先 生涯学習課

３３－６０８０

○防火管理者資格講習

６月１０日（木）、１１日（金）に予定して

おりましたが、延期いたします。

※問合せ先 東児湯消防組合消防本部予防課

３３－１３６８

○計量法に伴うはかりの定期検査

６月９日（水）に予定しておりましたが、

延期いたします。

※問合せ先 宮崎県計量検定所

０９８５－５８－２９２９

☆新富町文化会館情報

○宮崎県警察音楽隊

６月２７日（日）に予定しておりました

が、中止とさせていただきます。

○新富フラダンスフェスティバル2010

６月１３日（日）に予定しておりました

が、延期とさせていただきます。開催日等

が決定次第、広報誌等でお知らせいたしま

す。なお、現在配布中の「お楽しみ抽選券

付入場整理券」は、そのまま利用できます。

※問合せ先 新富町文化会館

３３－６２０５

中小企業向け「口蹄疫緊急対策貸付」

宮崎県中小企業融資制度「口蹄疫緊急対策

貸付」が創設されました。申込条件、年利率、

償還期間など詳しいことは、宮崎県商工観光

課までお問い合わせください。

○融資対象者

・宮崎県内で生産される畜産物（口蹄疫の影

響を受けているものに限る。）を主に取扱

う食料品製造業、道路貨物運送業、倉庫業、

卸売業、小売業、飲食店又はと畜場を営む

中小企業者及び組合

・口蹄疫の影響により、最近１か月間の平均

売上高又は平均販売数量がそれ以前の１

か月間又は前年同期より減少している中

小企業者及び組合（農林水産業、金融業等

を除く。）

○取扱期間

４月２８日（水）～７月３１日（土）

※問合せ先 宮崎県商工観光労働部

商工観光課金融対策室

０９８５－２６－７０９７

国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験

受験者募集

人事院九州事務局と熊本国税局では、国家

公務員採用Ⅲ種（税務）試験の受験者を募集

しています。詳しくは、高鍋税務署へお問い

合わせください。

○受験資格

平成元年４月２日～平成５年４月１日に

生まれた方（学歴は問いません。）

○試験の程度

高校卒業程度

○申込書の受付期間

６月２２日（火）～６月２９日（火）

（通信日付印有効）

○第一次試験

９月５日（日）

○申込用紙

人事院九州事務局、熊本国税局又は最寄り

の税務署に備付けています。

※問合せ先 高鍋税務署

２２－１３７３（自動音声案内）

口蹄疫に伴う各団体から

ご支援ありがとうございます

口蹄疫に関して町内外から、消毒活動等へ

のボランティアのほか、物資・義援金など多

くのご支援をいただきありがとうごうござい

ます。

今後も、国・県・関係市町村・生産者等と

連携を取りながら、終息に向けて取り組んで

まいりますので、今後ともご支援・ご協力を

よろしくお願いします。

※問合せ先 新富町口蹄疫対策本部

３３－６００２（総務課）



町民の皆様へ

口蹄疫の感染拡大阻止に町民一体となって取り組んでいると

ころであります。特に畜産農家は感染の恐怖の中で徹底的に消

毒し、防疫措置に取り組むとともに、牛・豚にえさをやり、世

話をし、愛情込めて育てておられます。

そのような中、町内においても疑似患畜の確認があり牛の殺

処分がされ、更には殺処分を前提としたワクチン接種の決定に

は、畜産農家は失望感と深い悲しみの中におられるのではない

でしょうか。

町民の皆様には畜産農家のこの思いをご推察いただき畜産農

家へのご配慮を心からお願いいたします。

また、ワクチンを打ったから消毒をしなくていいということ

ではありません。消毒の徹底は引き続き必要であります。

今後も次のことについてご協力をお願いします。

○外出時の各消毒ポイントでの消毒

○公共施設等の出入りの際の入口の消毒槽等

での靴の消毒

○家庭での希酢等による消毒

○畜産農家へのご配慮

新富町口蹄疫対策本部

本部長 土屋 良文


