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１月に開催された
成人者による手作り
の成人式が評価され、
新富町成人式実行委
員会が努力賞を受賞
しました。

成人式大賞は、東京
の新成人式研究会が、
優れた成人式を目指
して創設しており、式
の内容・運営の向上に
熱心に取り組んだ団
体を毎年表彰してい
ます。

今年は、全国から応
募のあった７８件の
中から、栄えある賞を
受賞しました。

受賞した平成２１年成人式実行委員のメンバーです

精神障がい者に対するバス運賃割引
宮崎交通では、身体障害者手帳・療育手帳

に加え、平成２１年３月１６日から精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けている方に対
しても、次のとおり障害者割引料金が適用さ
れることになりました。
割引を受けるためには、必ず手帳を呈示

し、本人確認が必要です。
詳しくは、宮崎交通へ直接お問い合わせく

ださい。
○割引率（高速バスは対象外）
・一般乗車運賃 ５割
・定期乗車運賃 ３割

※問合せ先 宮崎交通
お客様バス案内センター 0985-51-5153

高鍋バスセンター 0983-23-0027

西都バスセンター 0983-43-0026

土地・家屋縦覧帳簿の縦覧と

固定資産課税台帳の閲覧
【土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】
○縦覧期間：4月1日(水)～4月30日(木)

※土・日・祝祭日除く
○縦覧時間：午前8時20分～午後5時20分

※正午～午後１時までは除く
○場所：役場１階税務課

※縦覧は、納税者のみできます。
【固定資産課税台帳の閲覧

（自己の土地・家屋の確認）】
縦覧期間中は、役場税務課にて無料で閲覧

できます。（同期間以外は有料です）
なお、４月上旬に「納税通知書」「納付書」

と合わせて、土地・家屋の課税内容を記載し
た「課税明細書」を送付しますので、ご確認
ください。
※問合せ先 税務課
３３－６０７５



無料人権相談所の開設
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。相談は無料で秘
密は守られます。お気軽にご相談ください。
○日程：４月９日（木）
○時間：午前１０時～午後３時
○場所：新富町老人福祉センター
○担当者：人権擁護委員
○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、その他心配事

※問合せ先 町民生活課
３３－６０７１

国民年金保険料

納め忘れはありませんか？
国民年金の給付には、老後の生活保障であ

る老齢基礎年金だけでなく、思わぬ事故等に
より障害が残ったときの障害基礎年金、生計
を維持している人が亡くなったときの遺族
基礎年金があります。しかし、保険料を納期
限までに納めていないと、このような年金を
受け取れなくなる場合があります。
また、納期限から２年間を経過すると保険

料を納付することができなくなるため、将来
受給する老齢基礎年金の年金額が少なくな
ったり、受け取ることができなくなったりす
る場合があります。
保険料は、社会保険庁から送付される「納

付書」で金融機関、郵便局、コンビニでお支
払ください。
また、口座振替やクレジットカード払いも

ご利用いただけますので、お問い合わせくだ
さい。
※問合せ先 高鍋社会保険事務所
２３－５１１１
町民生活課 ３３－６００２

国民健康保険証の変更
７０歳以上７５歳未満の方で医療費負担割

合が現在１割負担の方につきましては、平成
２１年４月１日から２割負担とされていまし
たが、平成２２年３月３１日までは１割負担
に据え置かれることになりました。
このことにより、新しい保険証を世帯主宛

てに郵送しております。現在お持ちの保険証
は平成２１年４月１日以降使用できませんの
で、４月以降は、今回交付する新しい保険証
をご使用ください。
※問合せ先 いきいき健康課
３３－６０５９

家電リサイクル法の改正
平成２１年４月から、家電リサイクル法で

定められているブラウン管テレビ・エアコ
ン・冷蔵庫・洗濯機に加え、新たに「液晶テ
レビ」・「プラズマテレビ」・「衣類乾燥機」が
加わりました。
これらはメーカーによって回収リサイク

ルされますので、新富町の中間受入施設では
受け入れできません。
買い替えの場合は製品を購入する小売業

者に引き渡してください。買い替え以外で処
分される場合は、購入した小売業者に引き渡
すか、小売業者がわからない場合は、町民生
活課までお問い合わせください。
※問合せ先 町民生活課
３３－６０７２

新富町環境美化整備員募集
○募集人員：２人
（失業中の求職者で普通免許所持者）
○勤務時間

午前８時２０分～午後５時２０分
○賃金：日額 ６，５００円
○雇用期間

平成２１年５月～平成２１年１１月
○申込締切：４月１０日（金）
☆申し込みには、高鍋公共職業安定所の紹介
が必要となります。

※問合せ先 町民生活課
３３－６０７２

新富町社会福祉協議会嘱託員募集
○募集人員：１人
（失業中の求職者で普通免許所持者）
○勤務時間

午前８時２０分～午後５時２０分
○賃金：当協議会規定による
○雇用期間

平成２１年５月～平成２２年３月
○申込締切：４月１０日（金）
☆申し込みには、高鍋公共職業安定所の紹介
が必要となります。

※問合せ先 新富町社会福祉協議会
３３－４２１３

新富町観光協会嘱託員募集
○募集人員：１人
（失業中の求職者で普通免許所持者）
○勤務時間

午前８時２０分～午後５時２０分
○賃金：当協会規定による
○雇用期間

平成２１年５月～平成２２年３月
○申込締切：４月１０日（金）
☆申し込みには、高鍋公共職業安定所の紹介
が必要となります。

※問合せ先 新富町観光協会
（役場まちおこし課内）
３３－６０２９



春の地域安全運動
行楽期に発生が予想される空き巣等の侵

入盗、バイク・自転車等の乗物盗、児童生徒
への声かけ事案等の事件・事故を未然に防止
するため、防犯ボランティア団体や町民の皆
様と連携して見守りやパトロール活動を行
い、地域ぐるみで安全安心なまちづくりを推
進することを目的とします。
○実施期間：４月１日（水）～４月１０日（金）
○運動の重点
（１）子どもの安全を守る活動

児童生徒の下校時間にあわせて、散歩
や買い物をお願いします。

（２）空き巣など侵入盗の防止
外出時には必ず戸締りをしましょう。

（３）自転車・バイク・自動車の盗難防止
車内に貴重品を置かないようにしま
しょう。少しの時間の駐車でも、必ず
カギをかけましょう。

（４）「振り込め詐欺」など身近な詐欺事件
の被害防止
一人で判断せず、すぐに家族や警察に
相談しましょう。

※問合せ先 総務課
３３－６００２

春の全国交通安全運動
「交通安全 ゆずる優しさ 待つゆとり」

をスローガンに、４月６日から４月１５日の
１０日間春の全国交通安全運動が実施され
ます。「子どもと高齢者の交通事故防止」を
運動の基本とするほか、次の重点を定めま
す。
①全ての座席のシートベルトとチャイル
ドシートの正しい着用の徹底

②自転車の安全利用の推進
③飲酒運転の根絶
④交差点マナーアップの推進
また、交通事故防止のための街頭キャンペ

ーンを次の日程で開催しますので、ぜひご来
場ください。
○日程：４月７日（火）
○時間：午前１０時～正午
○場所：県道木城・西都線（春日神社付近）
○実施内容：自動車のエンジン・タイヤ等の

無料点検、交通安全グッズ・ビ
ラ等の配布

※問合せ先 総務課
３３－６００２

手話入門講座受講生募集
新富手話サークルでは、手話入門講座を開

講いたします。初心者でも大歓迎ですのでお
気軽にお申込みください。
○日程：４月１４日（火）～９月２９日（火）

毎週火曜日（全２５回）
○時間：午後８時～午後９時５０分
○会場：新富町中央公民館
○対象：１８歳以上の方
○定員：３０名
○費用：１，５００円（テキスト代・保険代）
※問合せ先 新富町社会福祉協議会
３３－４２１３

要約筆記奉仕員養成講座

（手書きコース及びパソコンコース）
宮崎県聴覚障害者協会では、要約筆記奉仕

員の養成を目的に講座を開講します。
ぜひ、この機会に聴覚障害者に対するコミ

ュニケーション手段の一つである要約筆記
を学んでいただきたいと思います。
○日程：４月２５日（土）

（毎週土曜日全１１回）
○時間：午後２時～午後５時
○会場：宮崎県立聴覚障害者センター
○対象：高校生以上の方
※パソコンコース受講条件
①ノートパソコンを持参できる方
②概ねタッチタイピングができる方

○受講料：１，０５０円（テキスト代）
○締切：４月２０日（月）
☆ご希望の方は、官製はがき又はFAXにて、
コース名、住所、氏名、を明記のうえ、聴
覚障害者協会までお申し込みください。

※問合せ先 宮崎県聴覚障害者協会
〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号
0985-38-8733 FAX 0985-29-2279

不動産の無料相談会
平成２１年地価公示の結果発表の時期に

合わせて、皆様方の質問にお答えするため、
次のとおり不動産無料相談会を開催します。
お気軽にご相談ください。
○日程：４月４日（土）
○時間：午前１０時～午後４時
○場所：宮崎県立図書館 ２階会場
○相談内容：土地建物の価格、賃料、不動産

の有効利用等に関する相談、地価
公示・調査等を利用した簡易な地
価水準の求め方など

○相談員：「宮崎県不動産鑑定士協会」所属
の不動産鑑定士２２名

※問合せ先
宮崎県不動産鑑定士協会事務局
０９８５－２９－３３８９



米軍訓練移転(共同訓練)における騒音調査報告書

１ 調査期間 平成２１年２月２３日(月)～２月２７日(金)

２ 調査内容 航空機騒音測定・航空機の飛行状況確認（離陸・着陸・上空通過・タッチ＆ゴー等）

３ 調査場所 新田原基地南側で騒音測定器による騒音測定・目視調査

４ 測定場所  新田原基地南側、十文字、溜水、衹園原、下三納代集会所 

５ 調 査 員 新富町役場職員

〈数値＝離着陸時の最高値（単位：ｄＢ）〉

調査日時

調査場所

２３日（月）雨／曇り

9:30～15:30

２４日（火）雨／曇り

8:00～17:00

２５日（水）雨／曇り

9:00～17:10

２６日（木）曇り

8:45～17:10

２７日（金）雨

9:00～13:50

新 田 原 基 地 南 側
米軍機 91.6 着陸 米軍機 113.9 東へ離陸 米軍機 112.6 東へ離陸 米軍機 116.9 東へ離陸 米軍機 116.7 西へ離陸

― Ｆ－４ 111.8 東へ離陸 Ｆ－４ 116.0 東へ離陸 Ｆ－４ 115.4 東へ離陸 ―

下 三 納 代 集 会 所
米軍機 83.7 着陸 米軍機 97.6 東へ離陸 米軍機 100.8 東へ離陸 米軍機 101.0 東へ離陸 ―

― Ｆ－４ 101.9 東へ離陸 Ｆ－４ 107.4 東へ離陸 Ｆ－４ 105.4 東へ離陸 ―

溜 水 地 区 内

（ 固 定 局 ）

米軍機 83.8 着陸 米軍機 103.8 西へ離陸 米軍機 104.5 西へ離陸 米軍機 104.4 東へ離陸 米軍機 106.3 西へ離陸

― Ｆ－４ 105.1 西へ離陸 Ｆ－４ 104.2 東へ離陸 Ｆ－４ 104.6 東へ離陸 ―

衹 園 原 地 区 内

（ 固 定 局 ）

― 米軍機 85.3 西へ離陸 米軍機 80.5 西へ離陸 ― 米軍機 80.9 西へ離陸

― Ｆ－４ 78.3 東へ離陸 Ｆ－４ 77.9 西へ離陸 ― ―

十 文 字 地 区 内

（ 固 定 局 ）

米軍機 76.5 着陸 米軍機 94.1 西へ離陸 米軍機 94.0 西へ離陸 米軍機 86.4 東へ離陸 米軍機 95.2 西へ離陸

― Ｆ－４ 92.0 東へ離陸 Ｆ－４ 94.8 西へ離陸 Ｆ－４ 87.2 東へ離陸 ―

目 視 調 査

（ 飛 行 回 数 ）
５６回 ７８回 １０６回 １６６回 ―

【米軍訓練移転に伴う騒音調査結果（ピークレベル）】

☆新田原基地南側 （米軍機 １１６．９ｄＢ） （自衛隊機 １１６．０ｄＢ）

☆下三納代集会書 （米軍機 １０１．０ｄＢ） （自衛隊機 １０７．４ｄＢ）

☆溜 水 地 区 内 （米軍機 １０６．３ｄＢ） （自衛隊機 １０５．１ｄＢ）

☆祇園原地区内 （米軍機 ８５．３ｄＢ） （自衛隊機 ７７．９ｄＢ）

☆十文字地区内 （米軍機 ９５．２ｄＢ） （自衛隊機 ９４．８ｄＢ）


