
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10月10日(月)、 24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貼ってあ
　るものは対象外となりますのでご注意ください。

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 

10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・受取及びマイナポイント
申請支援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 6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日(木)の
19:00まで

備考

◆マイナンバーカードの申請・受取及びマイナポイント申
　請支援以外に行う業務は、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 23日(日)の8:30～12:00
(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

※掲載情報は9月22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

西五反田地区と東五反田地区に対し宝くじ助成事業で備品が整備されました

　このたび西五反田地区に机・椅子・物置が、東五反田地区に椅子・音響備品関係が一般財団法人自治総合センターの
宝くじの助成金で整備されました。 今後の地区の行事に大いに活用され、地区の活性化が期待されます。

　一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に対して
助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものです。

　宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業とは

西五反田地区 東五反田地区



　令和5年はたちの集いを下記の日程で行います。
 民法改正により今年度より成人年齢が引き下げられましたが、お知らせしておりましたとおり、新富町は今後も名称を変
更して20歳を対象とした式典を行います。
 新富町内に令和4年9月1日現在で住民登録されている新成人者宛てにはハガキでご案内致しますが、本町出身者で現
在町外に居住されており、新富町での式典に参加を希望される場合は、添付してあるＱＲ又は電話にて申込みください。
※開催につきましては新型コロナウイルス感染症の状況により変更が生じる可能性がございます。ご理解・ご協力お願い申し上げます。

令和5年 新富町はたちの集い（旧成人式）開催

日時

場所

本年度成人式対象者

令和5年1月5日（木）
10:00～ （受付開始：9:00～）

新富町文化会館  大ホール

平成14年4月2日生
～平成15年4月1日生

申込締切日

問合せ・申込先

令和4年11月30日（水）

生涯学習課  ☎ 33-1022
（新富町総合交流センター：生涯学習課）

第13回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会出走選手の募集について

　新富町選手団を結成し本大会に出場します。つきましては、選手として出場を希望される方は、下記の
要領によりお申し込みください。

令和5年1月9日（月・祝）午前10:00スタート

※他市町村在住であっても、新富町の小・中学校を卒業した方は申込みできます。
※町内小中学校に通う学生は、学校を通じて募集します。

総合交流センタ ー 「きらり」に備え付けの申込用紙に記入の上、ご提出ください。
※後日選考会を行い、出場選手を決定します。

令和4年10月28日（金）

生涯学習課（総合交流センター「きらリ」内）  ☎ 33-1022         33-5928 

新型コロナウイルスの感染状況によっては大会が中止になる場合があります。

大会日時

募集選手区分等

申込方法

申込期限

問合せ

その他

①中学生（男女）  ②高校生（男性）  ③一般（男性）  ④40歳以上（男性）  ⑤50歳以上（男性）

　勤労者体育センタ ー は、 照明器具取替工事に伴い
下記の期間を休館いたします。

令和4年10月3日（月） ～令和4年12月28日（水）

※工事終了予定日が前後する場合があります。 決定次第ホーム
　ページ等でお知らせします。

生涯学習課  ☎ 33-1022

勤労者体育センター工事に伴う休館
について

工事予定期間

　上記期間は原則、 施設の利用、 立ち入りができなくな
ります。 普段からご利用されている皆さまには、 大変ご
迷惑をおかけしますが、 ご理解とご協力をお願いします。

問合せ先

申込フォーム



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

　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。

10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10月25日(火)です。　　　　　　　
　町県民税3期、国民健康保険税4期、後期高齢者医療保険料4期、介護保険料4期、保育料10月期の納期限は10月
31日(月)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。※口座振替に間に合わなかった方は11月7日(月)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。

乗るなら確認「自賠責」お忘れなく！

　自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられており、自
賠責保険・共済なしで運行することは法令違反ですので、ご注意ください。【国土交通省  九州運輸局  宮崎運輸支局】

新富町役場  税務課  固定資産係　☎ 33-6075



令和４年9月1日現在
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未登記家屋の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

　未登記家屋の所有者が亡くなられている場合、役場へ『所有者変更届』の提出が必要です。 所有者が死亡者のまま
では、家屋を「処分」「売却」「（次世代への）相続」等をされるときに手続きが難しくなることが考えられます。 所有者が
死亡者のままになっていないかご確認いただき、現在も家屋が存在していれば、下記書類のご提出をお願いします。 家
屋を取り壊して存在しない場合も手続きが必要になりますので、役場税務課までお問合せください。 適正な課税を行う
ため、今後ともご協力よろしくお願いします。
提出書類

所有者変更する場合 ・所有者変更届（役場様式があります）  ・遺産分割協議書のコピー  ・相関図のコピー

家屋を取り壊して存在しない場合 ・家屋滅失届

提出先 新富町役場  税務課  固定資産係   ☎ 33-6075

民生委員を名乗る不審電話について

　全国各地で民生委員を名乗って個人情報を聞き出そうとする電話等が発生しています。特殊詐欺などさまざまな犯罪
につながる可能性がありますので、必要に応じて役場福祉課や新富町社会福祉協議会、警察へご相談ください。

　不審電話の共通点!! 重要！！

・ 民生委員と名乗るが、氏名は名乗らない
・ 個人情報を聞き出そうとする（一人暮らしかどうか、
　世帯構成や子どもの有無確認等）
・ 架電理由として「最近不審者が多いので注意喚起
　している」 「世帯主が変更されている」など

!!　被害にあわないための注意
・ 住所や氏名などの個人情報や家族構成を安易に教えない
・ 怪しいと感じたら氏名（フルネーム）を尋ね、いったん電話
　を切ってから役場や社会福祉協議会に当該委員が実在す
　るか確認する
・ 一人で判断をせずに、家族や警察などに相談する

福祉課  ☎ 33-6382 　新富町社会福祉協議会  ☎  33-4213

　令和3年秋以降、人気アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったな
どの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
　販売価格が極端に安かったりするのは、偽サイトの特徴の1つです。商品取引の際は、公式通販サイト確認のため会社
概要等を必ずチェックしたり、支払方法が不自然ではないか確認するなど慎重なご購入を心がけるようお願いします。事例
の詳細は消費者庁HPをご覧ください。

人気商品通販サイトを装った偽サイトに関する注意喚起

相談窓口 ◆警察相談専用電話  ☎ ＃9110 ※いずれも市外局番なし

問合せ・相談先

◆消費者ホットライン  ☎ 188（いやや！）



令和4年7月大雨災害義援金の
受付について

　令和4年7月14日からの大雨によリ、宮城県では河
川の氾濫、土砂崩れ等の被害が相次ぎました。この
大雨災害を受け、日本赤十字社では下記のとおり義
援金の受付を行います。皆さまの温かいご支援をよ
ろしくお願いいたします。

義援金名称 令和4年7月大雨災害義援金

受付期間 令和4年10月31日（月）まで 

受付場所 新富町役場福祉課

令和4年8月3日からの大雨災害
義援金の受付について

※義援金受付口座へ直接振込も行えます。 詳しくは福祉
　課までお問い合わせください。

問合せ先 福祉課  社会福祉係  ☎ 33 - 6382

　令和4年8月3日からの大雨により、各地に甚大な被
害がでました。この大雨災害による被災地の方々の
生活を支援するため、日本赤十字社では下記のとお
り義援金の受付を行います。皆さまの温かいご支援
をよろしくお願いいたします。

義援金名称 令和4年8月3日からの大雨災害義援金

受付期間 令和5年3月31日（金）まで

受付場所 新富町役場福祉課

※義援金受付口座へ直接振込も行えます。 詳しくは福祉
　課までお問い合わせください。

問合せ先 福祉課  社会福祉係  ☎ 33 - 6382

平日夜間·土日もどうぞ！ 「労働相談週間」を開催します！

　宮崎県労働委員会では、 労働者と使用者との間に生じた職場のトラブル（パワハラ、 賃金未払、 解雇等）について、 
随時秘密厳守・無料で相談に応じています。
　以下の日程は、 「労働相談週間」として平日夜間及び土曜・日曜にも相談を受け付けます。

受付時間

令和4年10月15日（土）～10月21日（金）
土日   9:00～12:00、 13:00～17:00 
平日   8:30～12:00、 13:00～19:00

※通常は、平日8:30～12:00、 13:00～17:00 
※面談を希望される場合は、 事前に電話連絡をお願いします。

対象者

県内の事業所に勤務する労働者及び使用者

場所

宮崎県労働委員会事務局
宮崎市橘通東1丁目9-10（県庁3号館6階）

相談方法

電話、面接（要予約） 、 FAX、 インタ ーネット（「宮崎
県労働相談メ ール送信フォ ーム」で検索）

問合せ先

宮崎県労働委員会事務局
相談専用電話「働く安心サポートダイヤル」 
☎ 0985-26-7538          0985-20-2715 

宮崎県労働相談
メ ール送信
フォ ーム



ギャラリーしんとみ10月の展示案内

　和紙友の会代表の山元順子さん（佐土原町）、他
18名の会員による和紙絵作品展です。
　自然の美しい風景を和紙で描いた作品を展示し
ます。その他、今回は特にランプシェード（ランプの
傘部分）の展示販売も行います。
　風情ある作品の数々をご堪能ください。

　日本手芸普及協会講師の川﨑正子さん（新富町）、
他2名による手づ くりニット展です。
　丁寧でお洒落なニットウエア（ベスト、セーター、カ
ーディガン、コート）、小物（帽子、手袋）を多数展示販
売します。
　今年で14回目の展示会です。ご期待ください。

紅梅会 和紙絵作品展 匠光師編路（くらしあみじ）手づくりニット展
10月4日(火)～10月15日(土) 10月18日(火)～10月29日(土)

開館時間：10:00～17:00 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。事前にお問合せください。 ギャラリーしんとみ  ☎ 33-0577問合せ先

(※下記イベントの最終日のみ16:00開館)

IP告知放送の終了について

　IP告知放送は令和3年度末をもって終了いたしました。終了に伴い、IP告知端末が不要である場合は、記載のQR
コードより取り外し手順をご参照いただき、取り外しをお願いします。また、ご自身での取り外しが難しい場合等は、
総務課情報化推進室までご連絡ください。
　取り外したIP告知端末は、お手数ですが新富町役場、新田支所または上新田町民サービス
コーナーにお持ちください。
※町からの情報や防災情報を受け取ることのできる「防災ラジオ」を配付しております。 
　「防災ラジオ」の配付につきましては、総務課 危機管理係までご連絡ください。

総務課情報化推進室  ☎ 33-6501    総務課危機管理係  ☎ 33-6061

特設人権相談所の開設について

問合せ先

IP告知放送端末の
取り外し方

　コロナ差別が広がると、検査を避けたり、感染を隠そうとする人が増え感染拡大が抑えにくくなります。コロナ差別
をしないことはコロナ対策の一つです。
　誰もが「大切な人を守りたいという気持ち」を持っています。
　守りたいという気持ちからくる発言で苦しむ必要のない人たちを傷つけるのではなく、 お互いに思いやりの気持
ちを持ち行動することを考える時ではないでしょうか。

　『コロナ差別とコロナ対策』

現在、新富町では偶数月第1金曜日に特設人権相談所を開設しています。
日々の生活の中で、人権に関する相談事がありましたらぜひお越しください。

今後開設予定の新富町の人権相談所

10月7日（金）  10:00～15:00  老人福祉センター
12月2日（金）  10:00～15:00  新田コミュニテイセンター

2月3日（金）  10:00～15:00  上新田公民館


