
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ版  

平成 23 年 7 月 25 日発行  
（次号の発行は 8 月 10 日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：嶋
しま

末
すえ

 剛
ごう

 33-6012） 
http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロード 
できます。 
 
 

ひとり親家庭等医療費 

受給資格証の更新 
 ひとり親家庭等医療費受給資格証をお
持ちの方は、7 月 31 日(日)が有効期限と
なりますので、次のとおり更新手続きを行
ってください。 

なお、未申請の方で下記の条件に該当される
方は、新規認定ができる場合がありますの
で、町民こども課までお問い合わせください。  
 

※児童扶養手当受給中の方は、現況届と一
緒に更新手続きを行ってください。 

○対象条件： 
①配偶者のいない方で、20 歳未満の子ど 
もを扶養している方。 

②配偶者のいない方が扶養する子ども。 
③父母のない子ども。 

※②③については平成 24 年 3 月 31 日時点 
 で 18 歳以下の子どもが対象。 
○受付期間：8 月 1 日(月)～12 日(金) 
 ※日曜日は除きます。 
○受付場所：町民相談室 

(役場 1 階 町民こども課前) 
 
※詳細については、別途案内により通知し

ます。 

◆問合せ  町民こども課

 担当：高山研二
たかやまけんじ

 33-1293 

しんとみ温泉化粧水 

どんぐり大リニューアル計画中！ 

児童扶養手当の 

現況届を提出してください 
 現在、児童扶養手当を受給されている方
は、現況届を提出していただく必要がありま
す。この届出は、受給者の前年の所得状況と
8月 1日現在の児童の養育状況を確認するた
めのものです。 
 現況届がないと、8 月以降の手当の支給を
受けることができなくなりますので、必ず提
出してください。 
 また、所得超過のため手当が支給されて 
いない受給資格者の方も、提出が必要です。 
 なお、現況届が提出されず 2 年を経過する
と時効により受給権を失いますので、ご注意
ください。 
○受付期間：8 月 10 日(水)～12 日(金) 
○受付場所：町民相談室 

(役場 1 階 町民こども課前)  
※詳細については、別途案内により通知し 

ます。 

◆問合せ 町民こども課  

 担当：高山研二
たかやまけんじ

 33-1293 

8月は「食品衛生月間」です 
夏場は食品が傷みやすく、食中毒が発生しやす

い時期ですので、保管などに十分注意しましょう。  
また、手洗いの徹底や調理器具の管理など衛生面 

に注意し、健康で安心な食生活を心掛けましょう。  

◆問合せ   環境水道課 

 担当：永野
ながの

浩
ひろ

規
き

 33-6072 
 

 7 月 16 日(土)に高鍋町で開催された東
児湯消防操法大会において、新富町代表
の第 4 部(構成地区：末永、舟津、上今町、
下今町)が小型ポンプ操法の部で見事、優
勝を飾りました。 
 また、小型ポンプ積載車操法の部で第 3
部(構成地区：成法寺、溜水、新田新町、
塚原、大和)が準優勝、第 10 部(構成地区：
八幡、平田、越馬場、鬼付女)がポンプ車
操法の部で 3 位に入賞するなど、本町代
表が活躍しました。 

 
第４部の操法の様子 



町営墓地(新富東霊園・富田浜霊園)

使用申請受付
町営墓地(新富東霊園・富田浜霊園)の使用に

ついて、下記のとおり申請を受け付けています。
○墓地の概要等：
【新富東霊園】
所 在：大字上富田地内
残区画：29区画(縦2.5m×横2.0m)
使用料：325,000円(永年使用料)
管理料：80,000円(永年管理料)
【富田浜霊園】
所 在：大字日置地内
残区画：1区画(縦2.5m×横2.5m)
使用料：60,000円(永年使用料)
管理料：10,300円(永年管理料)

○申込方法：所定の申請書により申し込みく
ださい。申請書は環境水道課に備
えつけているほか、町ホームぺ
ーもジからもダウンロードできます。

○申請時に必要なもの：印鑑
○受付期間：随時(先着順)

◆問合せ 環境水道課 

担当：永野
ながの

浩
ひろ

規
き

33-6072

再生の森「サマーフェスタ 2011」

フリーマーケット出店者募集
再生の森「サマーフェスタ 2011」の開催に

伴う、フリーマーケット出店者を下記のとお
おり募集します。
○開催日時：8月28日(日)※雨天中止。

午前10時～午後3時
○場所：西都児湯クリーンセンター プラザ施設場
○出店条件：18歳未満で保護者の同伴が無い

個人やグループは出店できませ
ん。また、商業的出店はご遠慮
ください。その他、主催者が不
適切と判断する場合は、出店で
きません。

○販売物：

販売できるもの 販売できないもの

家庭で不要となった
衣服や雑貨、贈答品
など。

法律に触れるもの、
倒産品、在庫処分
品、食物、化粧品、
動物、医薬品、売買
禁止植物、危険物、
その他主催者が不適
切と判断するもの。

○出店区画：16区画(縦3.8m×横5.4ｍ)
※出店者のブース位置は、抽選で決定。
○出店料：無料
○申込方法：環境水道課に備えつけの申込用紙

にて申し込みください。
○申込先：西都児湯環境整備事務組合
○申込期限：8月22日(月)

◆問合せ 環境水道課 

担当：永野
ながの

浩
ひろ

規
き

33-6072

麻しん(はしか)・風しん予防接種を

受けましょう

麻しんは感染力が強く、免疫のない人が感

染すると多くの人が発症します。感染・流行

を防ぐためにも、忘れずに予防接種を受けま

しょう。まだ接種のお済みでない場合は、夏

休み中に接種することをお勧めします。
○予防接種の対象：
①１歳児
②小学校就学1年前の児童

(平成 17 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれ)
③中学1年生相当年齢

(平成 10 年 4 月 2 日～平成 11 年 4 月 1 日生まれ)
④高校3年生相当年齢

(平成 5年 4月 2日～平成 6 年 4 月 1 日生まれ)

※詳しくは、下記担当までお問い合わせくだ
さい。

◆問合せ いきいき健康課 

担当：通山
とおりやま

麗
れい

香
か

33-6059

教育講演会のご案内
町主催の教育講演会を東児湯学校保健研究大

会と併せて開催します。町民の皆さまの多数の
ご参加をお待ちしています。
○日時：8月9日(火)午後2時～4時30分
○場所：文化会館大ホール
○内容：
①研究発表
②講演 演題「やる気を引き出すコミュニ

ケーション～ほめる力」
講師 宮崎大学准教授 江藤敏治 氏
(UMK「うぃーく」・MRTラジオ「お
父様の夕焼け倶楽部」などに出演)

○入場料：無料

◆問合せ 教育総務課 

担当：三浦
みうら

秀一
しゅういち

33-6079

資源物の回収
～毎月第2・4月曜日は資源物の回収日～

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
の回収を行っています。
○期日：8月8日(月)、8月22日(月)
○時間：午前7時～9時 ※時間厳守
○場所：町体育館、西体育館、上新田公民館の

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、ひもで縛ってください。

◆問合せ 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(中央公民館内)

担当：有田
ありた

辰
たつ

美
み

33-6080



自衛官募集
○試験区分・受験資格・試験日
試験区分 受験資格 試験日
自衛官
候補生
(女子) 18歳以上

27歳未満

9月25日(日)
～28日(水)

一般
曹候補生

9月17日(土)

航空学生
高卒(見込含)
で21歳未満

9月23日(金)

看護学生
高卒(見込含)
で24歳未満

10月22日(土)

防衛大学
校生 高卒(見込含)

で21歳未満

11月 5 日(土)
～6日(日)

防衛医科
大学校生

10月29日(土)
～30日(日)

※自衛官候補生(男子)の受験資格は女子と同
様。試験日は、受付時にお知らせします。

○受付期間
試験区分 受付期間

自衛官候補生(女子)
一般曹候補生
航空学生

8月1日(月)
～

9月9日(金)
看護学生
防衛大学校生
防衛医科大学校学生

9月5日(月)
～

30日(金)
※自衛官候補生(男子)については、年間通じ
て受け付けています。

◆問合せ 自衛隊宮崎地方協力本部
新田原分駐所(新田原基地内)

担当：江藤
えとう

省吾
しょうご

35-1121

警察官採用試験
○試験区分：警察官B(男性)

宮崎県警察官B(女性)
※男性の配属先は宮崎県、警視庁、滋賀県、京
都府、大阪府のいずれか。

○試験日：10月16日(日)
○試験場所：県立宮崎農業高校ほか
○申込方法：所定の申込書にて問合せ先まで

申し込みください。
○申込書配布場所：高鍋県税・総務事務所ほか
○申込期間：8月8日(月)～26日(金)

◆問合せ 宮崎県人事委員会事務局

 0985-26-7259

「人権・なやみごと相談所」の開設
私たちの町の人権擁護委員が、悩み事や心配

事の相談をお受けします。
○日時：8月5日(金)午前10時～午後3時
○場所：新田公民館
○相談内容：金銭貸借、売買、相続、登記関

係、その他民事、家事問題、交通
事故問題など。

※相談は無料で秘密は守られます。

◆問合せ 町民こども課

担当：河野
かわの

佐知子
さ ち こ

33-6071

県営住宅入居者募集
下記のとおり、県営住宅の入居者を募集し

ています。
○募集戸数：新富町天井丸団地4戸

高鍋町持田団地 1 戸
【申込説明会】
○日時：8月19日(金)午後7時
○場所：高鍋総合庁舎大会議室
【申込受付】
○期間：8月22日(月)～26日(金)
○場所：高鍋土木事務所
【抽選会】
○日時：8月29日(月)午後7時
○場所：高鍋総合庁舎大会議室

◆問合せ 高鍋土木事務所 23-0001

宮崎県職員採用試験(高卒程度)
○受験資格：平成2年4月2日～平成6年

4月1日までに生まれた方。
○試験日：9月25日(日)
○試験場所：県立宮崎工業高校ほか
○申込方法：所定の申込書にて問合せ先まで

申し込みください。
○申込書配布場所：高鍋県税・総務事務所ほか
○申込期間：8月8日(月)～26日(金)

◆問合せ 宮崎県人事委員会事務局

 0985-26-7259

新富町文化会館イベント情報
【まつぼっくり劇場 影絵劇「モチモチの木」】
○日時：8月21日(日)午後２時開演
○場所：大ホール（全席自由）
○入場料：800円
※2 歳児以下無料。お子様（3 歳～中学生）の
付添いの大人の方は、お子様 1 人につき大人
1人分無料になります。

○同時上演：影絵劇「おまえうまそうだな/
うたうシルエット」

※チケットは文化会館にて発売中です。
【邦楽コンサート「新富の陣 四」】
○日時：10月9日(日)午後1時開演
○入場料：500円（全席自由）
※8月13日(土)からチケット発売。
【第12回 新富音楽祭】
出演アーティストが決定しました。

○内容：「谷村新司トーク＆ライブ
支援キャラバン ココロの学校」

○日時：10月21日(金)午後7時開演
○入場料：5,500円（全席指定）
※8月13日(土)からチケット発売。文化会館
限定マルチペアチケット（2枚以上購入で1
枚あたり500円割引）もございます。

☆詳しくは、同時配布の文化会館情報誌ルピナ
スみらい8，9月号をご覧ください。

◆問合せ 新富町文化会館 ☎33-6205



総務省統計局・宮崎県では、10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。

この調査は、１日の生活時間や過去１年間の活動の状況など社会生活の実態を明らかにし、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、少子高齢化対策、男女共同参画社

会の形成など、各種行政施策のための基礎資料を得ることを目的として実施されます。

お住まいの地域が調査対象となりました場合は、９月以降、調査員が皆さまのお宅に訪問

いたしますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力ください。


