
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5年2月13日（月）、 27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
生涯学習課  ☎ 33-1022 

2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。

夜間開庁日 2日（木）、9日（木）、16日（木）、22日（水）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 12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1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

国民年金保険料の納付は、口座振替がお得です

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手
間が省け、納め忘れもなく、とても便利です。
また、口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することで、月々50円割引される早割
制度や、現金納付よりも割引額が多い「6ヶ月前納」・「1年前納」・「2年前納」もあり、大変お得で
す。

 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。

　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご
希望の金融機関・年金事務所または役場町民課へお申し出ください。なお、「前納」については
2月末日までの受付となっていますので、お早目の申し出をお願いします。

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



いつでもどこでも申し込み可能！Web口座振替受付サービス

2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2月27日（月）です。　　　　　　
　固定資産税4期、国民健康保険税8期、後期高齢者医療保険料8期、介護保険料8期、保育料2月期の納期限は

　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。
※口座振替日に間に合わなかった方は3月3日(金）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。

2月28日（火）です。

　現在、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
込むことが出来る「Web口座振替受付サービス」を行っております。
　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出来ます。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

令和４年分確定申告期における税務署等の閉庁日対応

 国税庁では、令和4年分確定申告期において次のとおり閉庁日対応を実施します。

宮崎県内閉庁日対応税務署
閉庁日対応を実施する日

実施場所
対応業務
問合せ先

宮崎税務署
令和5年2月19日（日）及び2月26日（日）
イオンモール宮崎
確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談
宮崎税務署  ☎ 0985-29-2151

税務課窓口業務の昼休み時間の休止等について

 令和4年分の申告相談を次の期間において実施します。この期間中は、税務課職員が申告会場に出向くた
め、昼休み時間（正午から午後1時まで）の証明書発行等の窓口業務を休止させていただきます。また、期間
中の税務課（役場本庁）での申告相談はできませんので、各申告会場において申告をお願いします。
　皆様には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。　

期間 令和5年2月15日（水）から令和5年3月15日（水） 問合せ先 税務課  ☎ 33 - 6076　



廃車手続きはお済みですか？

　原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在で車両を所有（登録）している場合
に、年税額が課税されます。
　そのため、４月２日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくこ
とになります。不要となった軽自動車等は、早めの廃車手続きをお願いします。
※令和元年１０月より、軽自動車税の名称が軽自動車税（種別割）に変わっています。

◉ご注意とお願い

※現物を廃棄処分(スクラップ)等されただけでは登録が残ることになります。速やかに廃車手続きを行ってください。
※知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。（手続きもれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます。）
※盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続きが必要です。

◉種別ごとに次の場所で、手続きをお願いします

原動機付自転車・125cc以下の２輪車・小型特殊自動車
役場税務課（☎33-6076）
又は新田支所（☎33-1018）

125ccを超え250cc以下の２輪車、250ccを超える２輪の小型自動車 宮崎運輸支局（☎050-5540-2088）

軽自動車（３輪及び４輪） 軽自動車検査協会　宮崎事務所
（☎050-3816-1760）

問合せ先 税務課  ☎ 33 - 6076　

統計調査員（家計調査）の募集について

　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

問合せ先

令和5年1月1日現在

7,958

8,298

16,256

6,563

△12

△6

△18

14

男

女

合計

世帯数

人口／世帯数 前月比



乳がん・子宮頸がん（集団）検診のお知らせ

問合せ先 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会長寿社会推進センター  ☎ 0985-31-9630

　乳がん・子宮頸がん（集団）検診を実施します。検診を申し込まれた方については受診票をお送りします。
　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ます。
お申し込みがお済みでない方で受診を希望される方はいきいき健康課までご連絡ください。
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。

検診日程

乳がん検診 子宮頸がん検診

自己負担額
（65歳以上：無料）

1,000円
2,000円

令和5年2月1日（水）～3月3日（金）
検診日時を指定していますので、問診票をご確認ください。

検診会場 保健相談センター
 保健相談センター

新田コミュニティセンター
上新田公民館

令和�年度に受診された方
及び��歳以下

40～64歳 20～64歳
HPV検査対象の方※１

19歳以下

3,000円

8,800円
6,600円

検査項目
マンモグラフィー
超音波検査
乳頭分泌検査

細胞診検査
HPV検査（対象の方のみ）

※1  HPV検査対象年齢 ： 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。

いきいき健康課  ☎ 33-6059　問合せ先
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宮崎ねんりんピック2023参加者募集

開催日

会場
申込期間

令和5年5月21日（日）、 ミニテニス競技 ： 5月22日（月）、 ゴルフ競技 ： 5月19日（金）、
ラージボール卓球 ： 5月14日（日）
ひなた宮崎県総合運動公園ほか

令和5年2月1日（水）～3月15日（水） ※郵送の場合は3月15日（水）消印有効
申込方法 申込用紙へ住所、氏名、生年月日、電話番号等の必要事項をご記入の上、宮崎県社会福祉協議会長寿社会推

進センターまたは新富町役場福祉課へご提出ください。なお、新富町役場福祉課でのお申し込みは、令和5年
2月28日（火）までとなります。
申込用紙・競技実施要項は新富町役場福祉課に備え付けてあります。宮崎県社会福祉協議会ホームページか
らもダウンロードできます。

参加資格 60歳以上（昭和39年4月1日以前に生まれた方）

0985-31-9665

◉ねんりんピック実施種目（詳しくは競技実施要項をご覧下さい）

※「○」がついている種目は、ねんりんピックえひめ２０２３の予選会を兼ねています。

ラージボール卓球 ソフトバレーボール ラグビーフットボール テニス
ミニテニス パークゴルフ ソフトテニス 弓道
水泳 ソフトボール 剣道 卓球バレー
ゲートボール なぎなた ダンススポーツ ペタンク
太極拳 還暦軟式野球 ターゲット・バードゴルフ 四半的弓道
囲碁 グラウンド・ゴルフ ボウリング 将棋
バウンドテニス ゴルフ 健康マージャン ミニバレーボール
サッカー

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

参加費 500円（申込後に郵送される振込用紙にて郵便局で振込み下さい） ※種目によっては別途プレイ代が必要です。



障害者控除対象者認定書の申請について

　確定申告の際に、障害者手帳等をお持ちでない方でも、「障害者控除対象者認定書」を提示することで、税の「障害者控
除」を受けることができます。認定書の交付をご希望される方は、福祉課 介護保険係までお越しください。
※認定書の発行には、数日かかりますので、早めの申請をお願いいたします。

『にっぽん縦断 こころ旅』2023春の旅  こころの風景とエピソードを募集中！

　「にっぽん縦断 こころ旅」は、個人のこころの中にある思い出の場所、また心に残っている風景
など、その場所にまつわる個人のエピソードを紹介するNHKのテレビ番組です。
　普段、当たり前に見ている風景の中にも、子どもの頃の大切な思い出や出来事など、さまざまな
エピソードが隠されていると思います。県内観光地での出来事でも構いません。「何げない風

精神または身体に障がいのある65歳以上の方で、障がい
の程度が知的障がい者または身体障がい者と同程度の方

対象者

必要なもの • 印鑑 • 主治医意見書（介護認定を受けていない方のみ）

◉障害者控除額（所得から控除される金額）

控除区分
障害者

特別障害者

住民税（町・県民税）
27万円

所得税（国税）
26万円

40万円 30万円

ギャラリーしんとみ2月の展示案内

　毎年ギャラリーしんとみ企画で開催する『ひな祭り展』
です。段飾りや福岡県柳川市に伝わる吊るし飾りのさげ
もん、手作りの木目込み人形、ちりめん細工などの作品が
並びます。子どもたちの健やかな成長を願うとともに楽
しい時間を過ごしにいらしてください。

　都農町在住の辻希耀古さんによる作品展です。決まっ
た織り方にこだわらず偶然によってできる「さをり織り」の
色合い、模様、デザインをお楽しみください。さをり織りの
ジャケット、ベスト等の他手作りバッグやブローチの販売
もあります。

ひな祭り展 さをり展
1月31日(火)～2月11日(土) 2月14日(火)～2月25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)

朝版（月～金）07:45～07:59、 とうちゃこ版（火～金）19:00～19:29

宮崎県…4月24日（月）～4月28日（金）

（①～⑦を明記して応募ください）
①住所  ②お名前  ③電話番号  ④性別  ⑤年齢  ⑥思い出の場所・風景  ⑦場所にまつわるエピソード
はがき・封書：〒150-8001　「こころ旅」係へ送付（住所不要）、 FAX：03-3465-1327
番組HP：「こころ旅」で検索（HP内に投稿フォームあり）

NHKふれあいセンター　☎ 0570-066-066（ナビダイヤル）

放送日時
放送スケジュール

（予定）

応募内容

応募締め切り

問合せ先

応募方法

令和５年２月２7日（月） 必着

☎ 050-3786-5000（ナビダイヤルを使用できない場合）

景」「思い出の風景」「忘れられない風景」「みんなに伝えたい風景」、また「音の記憶と重なる情景」など、さまざまな風景や
場所にある皆さまのエピソードを「にっぽん縦断 こころ旅」では募集しています。
　宮崎県内の心にある忘れられない身近な風景や景色を、エピソードを添えてぜひご紹介ください。寄せられ
たお便りを元に、旅人・火野正平さんがにっぽんを縦断、こころの風景を訪ねます。

番組HP

※『新型コロナウイルス感染症』の感染状況により番組ロケの順番、一時中断または中止を行う場合があります。    
　また、放送の順番・内容の変更等を行う場合があります。あらかじめご了承ください。

問合せ先 福祉課  ☎ 33-6056



　新田原基地では、令和５年度新田原基地モニターを募集します。基地モニターには主に基地内研修を通じ防衛及び新
田原基地に対する認識を深めてもらうとともに、基地に対するご意見及びご要望を伺って基地の運営に反映させることを
目的としています。
モニター委嘱期間

令和5年4月から令和6年3月のモニター会議終了まで
応募人員

10名

活動内容（基準）
①平日における新田原基地研修（研修時間：朝９時～１６時、 
　研修回数：期間中４回程度）、基地行事への参加、会議への
　出席及びアンケートへの協力
②平日における他自衛隊研修（期間中１回、但し昨今の状況に
　より変更の可能性あり）

応募資格
①宮崎県内に在住し、基地内研修及び基地広報行事（基地航空
　祭、基地音楽祭等）への参加が負担にならない方。
②基地モニター会議への出席、アンケートへの協力、自衛隊及び
　新田原基地の諸政策に対する意見の提出等ができる方。
③防衛及び航空自衛隊に関心のある方で、今まで一般開放行事（
　航空祭等）及び基地見学以外で基地へ立ち入ったことがない方。
④過去に新田原基地モニターを経験されたことのない方。
※国会議員及び地方公共団体の議会の議員、常勤の国家公務員
　及び地方公務員の方、基地協力団体所属の方は応募出来ません。

次の事項を記入して、令和5年2月6日（月）までに下記へ郵送
（消印有効）または、メールにて応募ください。
①郵便番号・住所  ②氏名（ふりがな） ③性別、生年月日、年齢
④職業  ⑤電話番号 ⑥モニター希望の理由

応募方法

令和５年度新田原基地モニター募集について

書類選考ののち面接。
靣接日については、後日ご連絡させていただきます。

選考方法

①委嘱通知ついては、３月下旬までに選考させていただいた
　方に御連絡いたします。
②お申し込みの個人情報につきましては、基地モニター選考の
　みに使用するものとし選考終了後は確実に破棄いたします。

その他

新田原基地広報班  ☎ 35-1121（内5293）
Mail：5wg-adm111@inet.asdf.mod.go.jp

URL：http://www.mod.go.jp/asdf/nyutabaru/

問合せ先

侍ジャパン宮崎キャンプ 2023 駐車場のご案内

●キャンプ期間中（壮行試合を含む）、ひなた宮崎県総合運動公園の駐車場は、
　一部のみキャンプ観覧用として利用できます。キャンプ観覧以外の一般利用者 
　は利用できません。（許可のある場合を除く。）
●宮崎市内に臨時駐車場を最大５カ所用意しています。
　臨時駐車場～総合運動公園間は、シャトルバスを運行します。
●総合運動公園の駐車場を利用する場合は、事前に駐車整理券（有料、土日は
　別途駐車料金が必要。）が、臨時駐車場を利用する場合は、事前に駐車整理券
　（有料）とバス乗車券（有料）が必要です。
●なお、球場（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）への入場には、別途整理券（無
　料）または観戦チケット（有料）が必要な場合があります。

2月17日（金）▶ 27日（月）
ひなたサンマリンスタジアム宮崎

〒889-1492  児湯郡新富町大字新田19581
航空自衛隊新田原基地  広報班  基地モニター募集係  宛

送付先

ひなたサンマリンスタジアム宮崎
ひなた総合運動公園内
【会場】

旧ヨドコウ駐車場
ミネックススタジアム

みやざき臨海公園
（土日のみ）シーガイア立体駐車場宮崎市役所下

河川敷駐車場

みやざき臨海公園宮崎駅

田吉駅

木花駅

青島駅

南宮崎駅

宮崎県消防学校

日吉
I.C

赤江
I.C

宮崎
I.C

会場周辺は大変な混雑が予想されます。時間に余裕をもってご来場ください！

●20日（月）、24日（金）は休養日です。
●25日（土）・26日（日）は、福岡ソフトバンクホークスとの壮行試合が
　行われます。

ご来場の際は、必ず下記ホームページで最新の情報をご確認ください！

野球日本代表侍ジャパン
オフィシャルサイト

みやざき観光情報
「旬ナビ」

検索侍ジャパン  オフィシャル 検索みやざき  旬ナビ

問合せ先 国内外代表合宿受入実行委員会事務局
（宮崎県スポーツランド推進室）  ☎ 0985-26-7108　


