
資源物の回収について

　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第4月曜日に資
源物回収を行っています。

　令和4年4月から回収場所が増え、次のとおりとなって
います。ご協力をお願いします。

お知らせ イベント 募集情報

日時 令和4年9月12日(月)、 26日(月)
午前7時～9時 (時間厳守)

回収場所 ・町体育館（正面玄関東側駐車場）
・西体育館
・上新田公民館
・健康温泉センター「サン・ルピナス」 
  （各駐輪場）

新規

収集物 ・古紙（新聞紙・チラシ） 
・雑誌
・段ボール
・牛乳パック（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
宮本 まさ子  ☎ 33 - 4863
担当：生涯学習課  ☎ 33 -1022 

9月の町民課窓口夜間・休日開庁の
おしらせ

　マイナンバーカードの申請、受取りの機会を拡大するた

め、町民課窓口を夜間と休日に開庁します。休日開庁は予

約制となりますので、事前に町民課までご連絡ください。

　また、写真撮影から申請まで行うマイナンバーカード申

請補助サービスも実施していますので、この機会にご利用

ください。

夜間開庁日 1日(木)、8日(木)、15日(木)、22日(木)、
29日(木)の19時まで

備考

◆マイナンバーカードの申請・受取り以外に行う業務は、住 
　民票・戸籍謄抄本の発行、印鑑登録及び印鑑証明書の
　発行です。 (税関係の証明発行は行いません。)

休日開庁日 11日(日)の8時30分～12時
(予約がない場合は開庁しません。)

◆マイナンバーカードの作成期間は約１か月かかります。

◆新型コロナウイルス感染状況により、開庁しない場合が
　ありますので、ご了承ください。

問合せ先 町民課  ☎ 33-6071

「消費税のインボイス制度登録申請相談会」参加者募集

登録申請相談会
インボイス制度の概要を説明するとともに、登録申請書等の提出を希望する方にその手続をサポートします。

日時

開催場所

定員

問合せ先

①令和4年8月23日(火)
②令和4年9月15日(木)
③令和4年10月19日(水)

10:00～11:30　
13:30～15:00 
10:00～11:30

①②③とも　高鍋税務署

各12名

児湯郡高鍋町大字上江8438番地
高鍋税務署　個人課税第１部門
☎ 22-1375

登録申請相談会にご参加いただく方へ

◆会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前に
　問合せ先まで申込みをお願いします。

◆新型コロナウイルス感染症等拡大状況によっては、中止又は
　延期する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◆感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒などの
　ご協力をお願いいたします。

※掲載情報は8月25日現在のものです。新型コロナウイルスの影響により、日程の変更や中止等の可能性があります。
詳しくは各問合せ先までご連絡ください。

問合せ先



　1月1日現在、新富町内において償却資産（事業で使
用している、工具や機械等）を所有されている方は、償却

資産の申告が必要となります。今年度分の償却資産申

告がお済みでない方は、下記期日までに申告していただき

ますようお願いいたします。

　また、償却資産をお持ちでない方や法人の廃業などに

より償却資産がなくなった方につきましては、電話での申

告で構いませんので、12月28日までに税務課 固定資産

係までご連絡をいただきますようお願いいたします。

申告受付期間

対象者

提出先

令和4年12月31日（土）必着
※郵送でもご提出いただけます。

令和4年1月1日時点で町内に償却資産をお
持ちの方

令和4年度分 償却資産の申告について

新富町役場　税務課　固定資産係

問合せ先 申告方法や記載方法などでご不明な点が
ございましたら税務課 固定資産係までご連
絡ください。
税務課  ☎ 33-6075

Web口座振替受付サービスが始まります

　令和4年10月3日から、町税等の納付に便利な口座振替をインター
ネット上で申し込むことができる「Web口座振替受付サービス」を開
始します。

　パソコン・スマートフォン・タブレット等からインターネットを利用して、

町税等の口座振替の申し込みができます。口座振替依頼書の記入

や届出印が不要となり、役場や金融機関に出向く必要もなく簡単に

受付けが行えます。

取扱科目

利用できる金融機関

・町県民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
・住宅使用料

・宮崎銀行
・高鍋信用金庫
・宮崎太陽銀行

問合せ先
税務課　☎ 33 - 6076　

Web口座振替受付サービスのシステム
構築費は、防衛省の特定防衛施設周辺
整備調整交付金を活用しています。

・保育料
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・奨学資金
・水道料

・ゆうちょ銀行
・児湯農業協同組合

9月 町税・料金納期限のお知らせ

町税・料金は新富町の公共サービスを支える貴重な財源です

※口座振替日は9月26日(月)です。　　　　　　　
国民健康保険税3期、後期高齢者医療保険料3期、介護保険料3期、保育料9月期の納期限は9月30日(金)です。

　納期を経過すると、督促料・延滞金が加算されます。納期限内に、納付書裏面に記載してある各金融機関またはコンビニ
エンスストアでお納めください。また、スマートフォンアプリ「PayB (みやぎんpay )」、「PayPay」を利用しての納付もできます。
口座振替を利用されている方は残高の確認をお願いします。

※口座振替に間に合わなかった方は10月5日(水)に再振替を行います。

今後とも、期限内納付にご協力をお願いします。



ギャラリーしんとみ９月の展示案内

3か月間の町内体育施設の調整会を下記のとおり開催します。

期日

会場 新富町総合交流センター「きらり」 大集会室、アートスタジオ

調整期間

生涯学習課（総合交流センター内）  ☎ 33 -1022

佐土原町在住、髙橋正光さん家族4人による作陶展
です。宮崎の草花や野菜をモチーフにした模様陶磁器
と陶磁器アクセサリーを展示販売します。新しいデザイ
ンの作品も出展。色彩豊かな作品を楽しんでください。

高鍋町在住、森直子さんによるジーパンリメイク作品
展です。ジーパンを機能的で使い易いバッグにリメイク
した作品150点。他、古布を使った布草履や着物リメ
イク洋服も展示販売します。

佐土原焼・閑人展 ジーパンリメイクバッグ展
9月6日(火)～9月17日(土) 9月20日(火)～10月1日(土)

開館時間：10時～17時 休館日：毎週月曜、日曜

※展示内容は変更になることがあります。事前にお問い合わせください。 ギャラリーしんとみ  ☎ 33-0577問合せ先

体育館・運動広場調整会の開催について 10月～12月分

令和4年9月6日(火)午後7時から（調整開始：午後7時20分）

令和4年10月から12月分

※会場に先着された方から使用希望日をご記入いただけます。

※調整時にお越しいただけない場合は、ご希望の時間がとれないことがあるので、ご注意ください。

※使用料は期日（使用した月の翌月末）までに必ず納入してください。

※大会やイベント等、特別な事情による貸館については調整期間以外でも先行予約ができる場合がありますのでご相談ください。

※新型コロナ感染防止の観点から開催を見送ることもあります。その際は防災無線等でお知らせします。

勤労者体育センターに関しまして、10月から12月の間で照明器具の取り替え工事を予定しています。
工期の詳細はわかり次第ご連絡いたしますが、工事期間中は予約をしても使用できない期間があることをご了
承ください。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

注意

問合せ先

新富温泉健康センター運営スタッフ（パート）募集について

新富町温泉健康センター サン・ルピナスでは、運営スタッフ（パート）を募集しています。

内容

給与

時間

新富町温泉健康センター　サン・ルピナス勤務先

温泉施設内での清掃・受付等

時給 821円
午前７時から午後10時30分までの間のシフト制
※週25時間未満の就労

その他

問合せ先

雇用保険・労災保険・マイカー通勤可
※通勤手当あり
※Wワーク可
新富町温泉健康センター　サン・ルピナス
担当者　原
☎ 33 -1000

(※下記イベントの最終日のみ開館時間：10時～16時)



統計調査員（家計調査）の募集について

「認知症サポーター養成講座」の
お知らせ

　「認知症ってどんな病気？」「自分には何ができるだろ

う？」と思われた方、地域で支え合うために一緒に認知

症について考えてみませんか？

　参加ご希望の方は、9月1日(木)までに電話にて地域
包括支援センターまでお申し込みください。みなさまの

参加をお待ちしております。

開催日時 令和4年9月2日(金)午前10時～（1時間程度）

開催場所 新富町福祉学習等供用施設（旧中央公民館）

受講料 無料

問合せ先 地域包括支援センター　☎ 33-5727　

令和４年8月1日現在
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世帯数

人口／世帯数 前月比

　統計調査員は国が実施する統計調査において、調査対象となる事業所や世帯を訪問して、調査の主旨や内容につい

て説明を行うとともに、調査票の配布、回収、点検等を行います。今回、家計調査の活動に取り組んでいただける方を募集

しています。

世帯に毎日の家計の収入や支出を家計簿につけていただき、その結果を取りまとめ国民生活の実態を家計の面か
ら明らかにするための調査です。

町内全域（調査期間ごとに国勢調査と同じ調査区の中から国が指定します。）

1年毎に更新されます。（宮崎県が直接任用します。）

40,000円～（作業量によって変動しますが、毎月県が支払います）
※別途、県庁までの交通費が支給されます。（月2回）

1ヶ月目　県説明会出席・調査エリアの確認、世帯への協力依頼
2ヶ月目　世帯へ調査票配布・回収・検査・県庁への提出
3ヶ月目　2ヶ月目の作業を繰り返していただきます。　※6ヶ月毎にエリアが変更になります。

自家用車が必要となります。（ガソリン代の別途支給はありません）
簡単なタブレット操作があります。（県職員が丁寧に指導します。）

総合政策課　統計担当　小原　☎ 33-6012

調査概要

対象エリア

任用期間

報酬等

業務内容

その他

連絡先

　「認知症サポーター」とは認知症

を正しく理解し、近所にお住まいの

認知症の方や家族を温かい目で見

守る「応援者」です。 新しい保険証の色 橙色

発送時期 9月中旬から下旬にかけて宮崎県後期高齢者
医療広域連合からご本人あてに発送され、ご自

宅の郵便受けに配達されます（封筒はオレンジ

色です）。

注意点 現在お持ちの保険証（水色）は令和4年10
月1日以降使用しないでください。
令和4年10月1日からは9月中に届く保険証
（橙色）をご利用ください。

問合せ先 いきいき健康課　
国保高齢者医療係
☎ 33-6026

後期高齢者医療被保険者証の
更新について

　制度の見直しにより令和4年10月1日から後期高齢者
医療の被保険者証（保険証）が切り替わります。新しい

保険証が9月中に送付されますのでお知らせいたします。



富田小学校校舎の空気調和設備取替工事について

マイナンバーカードの取得はお早めに！

　マイナンバーカードをまだお持ちでない方（※1）に、7月下旬から9月上旬にかけて、オンライン申請用QRコード付きマイナンバ
ーカード交付申請書が国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)から順次送付されます。
　スマートフォン等で申請書のQRコードを読み取ることで、簡単に申請することができます。また、郵送等での申請もできます。

マイナンバーカードって安全なの？

現在、富田小学校では、機器の経年劣化のため防衛省の補助金を活用し、校舎の空気調和設備の取替工事を行っています。
工期は令和4年6月16日から令和6年2月29日まで。

防衛省と地域社会との協力を
象徴するエンブレム

(※1)以下のような方には交付申請書は送付されません。
(1)75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
(2)令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方
　（出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。）
(3)在留期間の定めのある外国人住民の方
　(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。)
(4)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録して
　いる方

最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバーカードが必要です。
マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は9月末までですので、早めの申請をおすすめします。
この機会にぜひマイナンバーカードの取得をお願いします！

Ｑ1.マイナンバーカードに記載されているマイナンバーを他人に見られても大丈夫か。

マイナンバーを使う手続きでは、顔写真付きの本人確認書類（身分証明書）で本人確認が行われます。他人にマイナンバーを知
られたとしても、その人が、そのマイナンバーを使って手続きを行うことはできません。また、マイナンバーの利用は法令で厳しく制
限されており、マイナンバーを知られても、個人情報を調べることはできません。

Ｑ2.マイナンバーで、預貯金額や納税額などのあらゆる個人情報が国（行政）から監視されるのではないか。

国があらゆる個人情報を監視することはありません。マイナンバー制度では、手続きを受け付ける行政職員だけが、その手続きに
必要な情報に限ってアクセスすることが許可されています。

Ｑ3.マイナンバーカードは、落としたりなくしたりすると他人に悪用される可能性があるなど、リスクが大きいのではないのか。

マイナンバーカードの利用には暗証番号による認証が必要となっており、暗証番号を一定回数間違えることでカードがロックされ
るほか、不正に情報を読みだそうとするとＩＣチップが壊れるようになっているため、他人が悪用することは困難です。
なお、万が一、無くしたり、落としてしまった場合は、24時間365日体制で利用を停止することができますので、下記の問合せ先に
ご連絡してください。

マイナンバー総合フリーダイヤル　☎ 0120-95-0178問合せ先

問合せ先 教育総務課　☎ 33-6079

??



知っていますか？ 守っていますか？ 宮崎県屋外広告物条例

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外
の子育て世帯分）を支給します

　新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に生活支援のため
の給付金を支給します。

対象児童 平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
（特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日生まれから）

支給対象者 次の（1）、（2）の両方に当てはまる方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
（1）対象児童を養育する父母など
（2）令和4年度住民税均等割が非課税の方または、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症
　  の影響で急変し住民税非課税相当の収入となった方
※住民税の申告が済んでいない方、収入がなかったために申告をしていない方は早めに申告をお願いします。　
　住民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、この給付金を速やかに給付できない可能性があります。

支給額 児童1人当たり一律5万円を1回限り支給

申請手続 【1】児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方（公務員以外）
申請は不要です。
※申請不要の支給対象者の方に対し、事前に案内通知を送付します。
※給付金は、児童手当・特別児童扶養手当と同じ口座に振り込みます。
※給付金の支給を拒否される方は、事前に送付する案内通知に記載された期日までに「低所得の子育て世帯 
　に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）受給拒否の届出書」をご提出ください。

【2】【1】以外の方
（1）高校生のみ養育している方で住民税非課税の方
（2）公務員で住民税非課税の方
（3）令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が住民税非課税相当まで急変した方（家計急変者）
申請が必要です。
申請書（請求書）に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
申請書類は新富町ホームページよりダウンロードできます。
新富町役場福祉課でも配布しております。
申請内容を審査後、8月以降に指定の口座へ給付金を振り込む予定です。

申請書の提出方法 福祉課の窓口へ直接持参または郵送

申請期限 令和5年2月28日（火）
※令和5年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定請求をした場合は、令和5年3月15日ま
　でが申請期限（例：令和5年2月生まれの子の分）
※郵送する場合は、当日の消印まで有効

○ 「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告板など、建物の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。
○ 店舗の看板など屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
○ 美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所（地域）があります。
　 皆様の御理解と御協力をお願いします。

問合せ先 高鍋土木事務所　☎ 23-0001
県都市計画課美しい宮崎づくり推進室　☎ 0985-24-0041

問合せ先 福祉課　☎ 33-1293

宮崎県は、郷土の美しい自然や街並みを守るため、「宮崎県屋外広告物条例」を定めています。



「ひなたのであいキャンペーン」の実施について

一ツ瀬川花火大会2022を開催いたします！

今年は一ツ瀬川花火大会を下記日程にて開催いたします。

日程 令和4年10月22日（土） ※荒天の場合10月23日（日）に延期

打上時間 19時～19時45分

詳細については、再度広報誌と町ホームページにてお知らせいたします。

一ツ瀬川花火大会2022の開催に伴い、下記のとおり交通規制を行います。

交通規制区域内にお住いの方で通行（帰宅）許可証が必要な方はお住いの地区の区長にご連絡ください。
交通規制区域外にお住いの方で特段の事情により当日の通行許可証が必要な場合は、役場産業振興課までご連絡ください。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

【申請に必要な情報　：　①名前　②住所　③連絡先　④車両番号（ナンバープレート）】

※許可証は原則1世帯2枚までの発行とします。　※許可証のない車両は通行できません。

≪連絡先　産業振興課　川野　吉野　☎ 33-6029≫

規制区域内車両進入禁止 令和4年10月22日（土）午後5時～午後9時30分予定◆規制内容 ◆規制時間

　みやざき結婚サポートセンターでは、令和4年8月から
11月までに新規に会員登録される20代の方を対象に入
会登録利用料を半額にする「ひなたのであいキャンペー

ン」を実施します。

みやざき結婚サポートセンターとは

　会員制のマッチングシステム「Hana michi」を使って、
県が1対1の出会いの機会をサポートします。 パソコン・ス
マートフォンから、お相手検索・申込み・回答ができます。

令和4年8月1日(月)～令和4年11月28日(月)

キャンペーン内容

申込先

期間

新規登録される20代の方限定　通常入会登録利用料
11,000円（税込み） → 5,500円（税込み）

【みやざき結婚サポートセンター】
宮崎センター(KITENビル7階)   ☎ 0985-41-4110

2年間


