
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12月12日（月）、 26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 

12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 1日（木）、8日（木）、15日（木）、22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 11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11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

体育館・運動広場調整会の開催について  1月～3月分

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
調整期間

令和4年12月6日（火）19:00から（調整開始：19:20）

令和5年1月から3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。
※使用料は期日までに必ず納入していただくようご注意ください。
※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。

問合せ先 生涯学習課（総合交流センター内）   担当：大岩根  瑞記   ☎ 33-1022



11月30日（いいみらい）は「年金の日」です。

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしてい
ただく日」として、11月30日（いいみらい）を「年金の日」としています。この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記
録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、
ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。
　ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧下さい。

日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）
https://www.nenkin.go.jp/n_net/

高鍋年金事務所  ☎ 23-5111 / 役場町民課  ☎ 33-6071
問合せ先

ねんきんネット等専用ダイヤル
☎ 0570-058-555

12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12月26日（月）です。　　　　　　
固定資産税3期、国民健康保険税6期、後期高齢者医療保険料6期、介護保険料6期、保育料12月期の納期限は12月
26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。
口座振替を利用されている方は残高の確認をお願いします。

※12月は再振替を行いません。口座振替に間に合わなかった方は口座振替不能通知書でお納めください。
今後とも、期限内納付にご協力をお願いします。

令和5年度 一般競争（指名競争）参加資格審査追加申請受付が12月から始まります！

受付期間 令和4年12月1日（木）～令和5年1月31日（火）

受付業種 ①建設工事 ②測量・建設コンサルタント等 ③物品 ・ 役務

提出方法 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 郵送のみ。 当日消印有効。

提出先 〒889-1493  児湯郡新富町大字上富田7491  新富町役場財政課

有効期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日（1か年度間）

提出部数 1部（A4判個別フォルダーにて提出。 表紙面及び表題部に会社名を表示すること。）

様式

①②については、 国土交通省に準ずる様式。 ③については、 町独自様式。
新富町ホームページ（http://www.town.shintomi.lg.jp/）に掲載。
（『入札・ビジネス』→『入札・契約に関する情報』→『入札資格審査受付』→申請書のダウンロード）
※必ず最新の様式を使用してください。登録できない場合があリます。

新富町に住所又は営業所のある業者は、 以下の新富町独自様式を別途提出する必要があります。
①②③すべての事業者 ・・・ 個人住民税の特別徴収実施確認書
①②のみ ・・・ 職員調書（技術者は免許証の写しを添付）
①のみ ・・・ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）その2、 専任技術者証明書の写しま
たは営業所専任技術者報告書

新富町内の
業者が提出する
独自様式

問合せ先 財政課　☎ 33-6011

▶



がん検診を受けましょう！

　12月から1月には肺がん検診（レントゲン・CT）、2月には乳がん検診・子宮頸がん検診を実施します。
　今年度から乳がん検診と子宮頸がん検診を同じ日に受診できるようになります。
検診の申し込みがまだの方で受診を希望される方は、いきいき健康課までお申し込みください。
会場では、感染防止対策を徹底していますので安心して受診してください。

「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、12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12月2日（金）10:00～（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　

　「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。

ご存じですか？検察審査会

毎月17日は、日本高血圧学会が定める「減塩の日」です

　～検察審査員の年齢が18歳以上に～
　開始から70年を超える検察審査会制度は、検察官
が事件を裁判にかけなかったこと（不起訴処分）のよ
しあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ば
れた11名の検察審査員が審査する国民参加型の大切
な制度です。
　法改正により令和5年度の候補者から、検察審査員
になることができる年齢が20歳以上から18歳以上に
引き下げられました。令和5年度の候補者に選ばれた
方には、検察審査会事務局から「検察審査員候補者
名簿への記載のお知らせ」が送付されますので、ご協
力の程よろしくお願いします。

目指せ！マイナス２g！おいしく“へらしお”で健康な身体づくりをin西都児湯

検診名
肺がん検診
（レントゲン）

対象者 自己負担額（65歳以上の方は無料）
　12月以降に実施するがん検診（集団検診）

肺がん検診
（CT）

乳がん検診

子宮頸がん検診
（HPV検査）

40歳以上

50歳以上

40歳以上

20歳以上

実施日

令和5年1月17日（火）
～1月31日（火）

令和5年2月1日（水）
～2月27日（月）

12月9日（金）

令和5年2月1日（水）
～3月3日（金）

40～64歳
39歳以下

500円
1,925円

50～64歳
49歳以下

3,000円
8,250円

40～64歳
前年度に受診された方及び39歳以下

3,000円

20～64歳
19歳以下

1,000円
6,600円

8,800円

（HPV対象者 2,000円）※１

※1  HPV対象年齢 ： 25歳から3歳毎の女性
●乳がん検診・子宮頸がん検診は医療機関における個別検診も実施しています。ご希望の方は下記までお電話ください。
●対象年齢外の方も全額自己負担で受診することができます。

　宮崎県民は、国の塩分摂取目標量よりも＋2ｇとりすぎています。塩分のとりすぎは、脳卒中・心臓病・腎
不全などの様々な病気の原因の一つです。ぜひご家庭で、減塩に取組みましょう。
※健康みやざき行動計画21（第2次）において、１日平均食塩摂取量の減少が目標となっており、県ではへらしお
　（減塩）の推進を行っています。

宮崎検察審査会事務局　☎ 0985-68-5120

問合せ先

問合せ先 いきいき健康課　☎ 33-6059

いきいき健康課  ☎ 33-6059　問合せ先
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戦没者等のご遺族の皆様へ。第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか？

　令和２年４月１日より、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十一回特別弔慰金）請求の受付を行っております。
対象となる方で、まだ請求手続きがお済みでない方はお早めにお手続きください。　

ギャラリーしんとみ12月の展示案内

　新富町在住の福澤三穂子さん東丸真理子さんによる
「手すき和紙アート展」です。コウゾ、ミツマタ、竹などの植
物からいくつもの工程を経て和紙を漉き表情の違う和紙
アートの作品に仕上げました。落水模様の光を通すタペス
トリーや刺繍を施した和紙のパネルなどをご覧ください。

　地域おこし協力隊  甲斐隆児さんによる展覧会です。
福祉、農業、子どもNPOなどに携わった経験をもとに新
富町の「作品」を探索中です。今回、新富町の魅力（生産
物、風景、暮らしや営み）を紹介します。

手すき和紙アート展 新富町地域おこし協力隊  甲斐隆児展覧会
11月29日(火)～12月10日(土) 12月13日(火)～12月24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閉館)

宝くじのコミュニティ助成事業で消防団の雨衣を購入しました

令和４年度コミュニティ助成事業（地域防災組織育成事業）を活用し、消防団の雨衣を購
入しました。悪天候での消防活動の円滑化、団員の安全を確保します。コミュニティ助成
事業は宝くじの社会貢献広報事業の一環として行われています。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がおらず、下記の先順位で生存している方１名に支給されます。

１. 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２. 戦没者等の子
３. 戦没者等の❶父母、❷孫、❸祖父母、❹兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
４. 上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（おい、めい等）で、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関  
　 係を有していた方

支給内容 額面２５万円、５年償還の記名国債（１年に５万円ずつ償還されます）
支給内容 令和２年４月１日～令和５年３月３１日まで

※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口 請求窓口は、請求する人が在住する市町村担当課になります。

新富町役場  福祉課  社会福祉係  ☎ 33-5727　問合せ先


