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案内

催し・講座

1 障害者控除対象者認定書の交付について
緊急時に備えて食料品備蓄を用意しましょう
2 水痘（水ぼうそう）ワクチンを受けましょう
3 二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）を受けましょう
結核検診のお詫びと追加検診について
4 平成27年度西都市建設工事等競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の追加受付のご案内
平成27・28年度西都市物品等指名競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の定期受付のご案内
5 軽自動車税の税率変更について
7 浄化槽の法定検査の受検について
年末年始のごみ収集等について
8 平成２７年度 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出について
農林業センサスが実施されます
9 農家の皆様へ（農業用廃プラスチックの収集日について）
10 平成２６年度西都市農業再生協議会総会の公開について
西都おもちゃライブラリ－おもちゃの修理日（12月27日）の中止について
病害虫防除対策に伴う野焼きの実施について
カモシカの目撃情報をお待ちしています
11 西都原運動公園内工事に伴う利用制限について
（野球場、テニスコート、陸上競技場等）

11 平成２７年度西都市出初式
海上自衛隊佐世保音楽隊演奏会
12 「さいとの観光まるわかり講座」受講生募集
13 ピーチくらす（両親学級）を開催します
人材育成セミナー受講者募集医療・介護業務に特化した接遇講座を開催します
14 １１０番の日『ぜんざい交流会』

■読み終わったら、日付と名前を書いてすぐに回しましょう。

募集
14 平成２６年度生涯学習フェスティバル作品展示・舞台発表の団体募集
15 さいとこゆ「食」の大運動会一般審査員募集
宮崎県ユニバーサルデザイン（ＵＤ）アイディアコンクール
（一般の部）作品募集について
16 からいも交流（春）留学生受け入れ家庭募集
空き家情報を募集しています

相談
17 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
行政相談所のご案内
高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
18 「初めてのおっぱい相談」を開催します
休日の労働相談会のお知らせ

その他
19 図書館だより1月号

※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。

URL･･･http://www.city.saito.miyazaki.jp
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Information

障害者控除対象者認定書の交付について
障害者手帳の交付を受けていなくても、６５歳以上で市が障がい者に準
じると認めた場合、税の控除（障害者控除）を受けることが可能です。こ
のためには申請にもとづき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必
要です。
※すでに「身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人又は
扶養義務者が非課税で申告する必要のない方」は、障害者控除対象者
認定書は必要ありませんのでご注意ください。
１． 認定の対象者
市内在住の６５歳以上の方で次の①から③の全てに該当する方
① 寝たきり、認知症及び身体障がいにより日常生活に一定基準以上の
支障がある方
② 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手
帳・原爆認定書を所持していない方
③ 本人又は扶養者で税の控除が必要な方
２． 認定基準日
所得控除を受けようとする対象年の１２月３１日で判定
３． 申請方法
申請書を福祉事務所高齢者福祉係に提出（郵送可）
※申請書は福祉事務所窓口での受取か市ホームページ（申請書ダウン
ロード）から印刷が可能です。
４． 申請者
本人または家族（申請者が本人でない場合、対象者、申請者それぞれ
の認め印が必要です。）
５． 交付方法
申請書受理後、障がい状態を確認・審査のうえ、後日、認定書を申請
者へ送付します。

案内

緊急時に備えて食料品備蓄を用意しましょう
常日頃より災害に備えての取り組みをお願いします。
今回は、食料品備蓄についてお知らせします。
平成23年3月に発生した東日本大震災では物流の混乱等により、満足
に食糧を調達できたのが発災後3日目以降という地域や、電気の復旧に1
週間以上、水道の復旧に10日以上の時間を要した地域がありました。
こうした事態に備えるため、家庭でも日頃から、最低でも3日分、で
きれば1週間分程度の家庭での食料品の備蓄に取り組むことが望まれま
す。
これだけは備えましょう。
【水】
飲料水として1人あたり1日1リットルの水が必要です。
【カセットコンロ】
熱源は、食品を温めたり簡単な調理に必要です。ボンベも忘れずに。
【米】
2kgの米が1袋あると、水と熱源があれば、
（1食=0.5合＝75gとした場合)約27食分になります。
【缶詰】
缶詰は調理不要で、そのまま食べられるものを選ぶと便利です。
○普段使いの食料品を買い置きしましょう。
普段使いの食料品等の買い置きも有効な備蓄方法の一つです。
米など、通常購入している保存性の良い食料品を少し多めに買い置き
しましょう。
○消費分の買い足しをしましょう。
賞味期限を考えながら計画的に消費し、消費した分は新たに購入する
ようにしましょう。

（文書取扱：福祉事務所高齢者福祉係 ３２－１０１０）
（文書取扱：危機管理課）

水痘（水ぼうそう）ワクチンを受けましょう
水痘ワクチンが平成２６年１０月１日から定期予防接種になりました。水痘(水ぼうそう)は水痘・帯状疱疹ウイルスの直接接触、咳やくしゃみなどの飛
沫感染あるいは空気感染によって感染します。最も伝染力の強い感染症の一つであり、学校保健安全法の規定に基づき、保育園、幼稚園、学校への登園・
登校は治癒証明書をもらうまで禁止されています。このワクチンを受けた者のうち、約20％は、後に水痘にかかることがありますが、もしかかっても軽く
すむとされています。
平成２７年３月３１日までは、３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日までのお子さんも定期予防接種の対象となりますので、この機会にぜひ水痘ワクチ
ンを受けましょう。
※水痘にかかったことがあるお子さんは、定期接種の対象外になります。
【対象者】
1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までのお子さん
1回目の標準的接種期間：1歳から1歳3か月に達するまでの間
2回目の接種：1回目の接種から3か月以上経過した時期
（標準的接種期間は1回接種後半年から1年まで経過した時期）

【予防接種の特例】
平成26年10月1日～平成27年3月31日までの期間に限り、3歳の誕生日か
ら5歳の誕生日の前日までのお子さんも定期予防接種の対象となります。
接種回数は１回です。
※1歳以降に1回以上接種したお子さんは、定期接種の対象外になります。

【平成26年10月1日より前に接種をしている場合の取扱い】
①1歳以降に3か月以上の間隔をおいて、2回接種している場合
⇒定期接種の対象外になります。
（すでに定期接種は終了しているものとみなされます。）

【持参するもの】母子健康手帳
【費用】無料
※接種する際は、事前に医療機関に予約をお願いします。
※予防接種を受けるには、原則として保護者の同伴が必要です。

②1歳以降に1回接種している場合
⇒1回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種します。

【接種医療機関】
とめもり小児科、いわみ小児科医院
市外にかかりつけ医のある場合は、市外で受けることができます。

③1歳以降に3か月未満の期間内に2回接種した場合
⇒1回目の接種から3か月以上かつ2回目の接種から27日以上の間隔を
おいて1回接種します。

（文書取扱：健康管理課 健康推進係 43－1146）
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二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）
を受けましょう
幼児の時に受けた三種混合ワクチン（ジフテリア・百日せき・破傷風）
の追加免疫として、二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）を接種しま
しょう。
内容
標準的な接種期間
回数
三種混合ワクチン 1期 初回 生後3か月から生後12か月
3回
（DPT）
追加 1期初回接種（3回）終了後12
1回
か月から18か月までの間隔
をおく
二種混合ワクチン 2期 11歳以上13歳未満
1回
（DT）
（望ましい接種年齢は11歳）

案内

結核検診のお詫びと追加検診について
１１月２６日に各地区館で結核検診を実施致しましたが、三財地区館に
おきまして開始時間が大幅に遅れ、住民の皆様に大変ご迷惑をおかけしま
した。誠に申し訳ございませんでした。三財地区館におきましては、改め
て結核検診を実施致します。受診することができなかった方は下記の日程
にて受診してくださいますようお願いいたします。このようなことが二度
とないよう努めて参りますので、今後とも検診へのご協力をよろしくお願
いいたします。
【対象者】 ６５歳以上の住民（年度内年齢）
【料 金】 無料（※病院で受診された場合は自己負担となります）
【日 程】
検診日程

【接種上の注意】
1. 接種を希望される医療機関に電話で予約をしてください。
西都市内の実施医療機関
（いわみ小児科医院、とめもり小児科、三財病院、大塚病院）
市外にかかりつけ医がある場合は、市外でも受けることができます。
２．医療機関にて予診票の記入が必要になりますので、必ず保護者の方
も同伴してください。保護者以外の方が同伴する場合には、委任状
が必要になりますので、健康管理課までご連絡ください。
３．母子手帳を持参しましょう。
４．13歳の誕生日より有料になりますのでご注意ください。
13歳の誕生日の前日までに接種しましょう。
（文書取扱：健康管理課 健康推進係 43-1146）

検診時間

1月20日（火）

9：30～11:00
（追加）11:45～12:15

検診場所
保健センター
三財地区館

【持参するもの】 結核検診受診票（白色のＡ４用紙）
【結 果】 検査結果で異常がない方は、ご連絡いたしません。精密検査
が必要な方には検査後１か月前後にご連絡いたします。
☆医療機関で受診された方は結核検診受診票に証明をもらって、健康管
理課・各支所に提出してください。
【受けるときの注意】
金具やボタンのついた服や下着、湿布、エレキバン、カイロ、ネックレ
スなどははずして撮影します。金具やボタンのついていない服や下着で来
ていただくとそのまま撮影できますので撮影時間が短時間で終わります。
（文書取扱：健康管理課健康推進係

４３―１１４６）

平成27年度
西都市建設工事等競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の追加受付のご案内

平成27・28年度
西都市物品等指名競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の定期受付のご案内

平成27年度に西都市が発注する建設工事・測量・コンサル等の競争入札
に参加を希望される方は申請の手続きをしてください。
申請者の資格、提出方法や提出書類等、詳細については西都市ホームペ
ージ(入札・契約情報)をご覧ください。

平成27・28年度に西都市が発注する物品等の競争入札に参加を希望され
る方は申請の手続きをしてください。
申請者の資格、提出方法や提出書類等、詳細については西都市ホームペ
ージ(入札・契約情報)をご覧ください。

【申請期間】
平成27年1月5日(月) ～ 平成27年2月27日(金)
の午前9時から午後5時までとする。
ただし、正午から午後1時及び土、日、祝日は除く。

【申請期間】
平成27年1月13日(火) ～ 平成27年2月10日(火)
の午前9時から午後5時までとする。
ただし、正午から午後1時及び土、日、祝日は除く。

【申請場所】
西都市役所 財政課 契約管財係 (本庁舎3階)

【申請場所】
西都市役所

【申請方法】
郵送(最終日必着)または持参

【申請方法】
郵送(最終日必着)または持参

（文書取扱：財政課契約管財係

43-0377）

財政課 契約管財係 (本庁舎3階)

(文書取扱：財政課契約管財係 43-0377)
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軽自動車税の税率変更について
車体課税のあり方を含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成２６年度に地方税法が一部改正されました。
車輌の種類や最初の新規検査年月によって、平成２７年度より適用される税率が異なります。
種類

税率（年額）

詳細
①現行税率

②新税率

③重課税率（平成２８年度～）

総排気量 ５０ｃｃ以下

１，０００円

２，０００円

―

総排気量 ５１～９０ｃｃ

１，２００円

２，０００円

―

総排気量 ９１～１２５ｃｃ

１，６００円

２，４００円

―

ミニカー

２，５００円

３，７００円

―

農耕作業用自動車（乗用装置のあるもの）

１，６００円

２，４００円

―

その他のもの（フォークリフト等）
側車付き含む（総排気量 １２６～２５０
二輪の軽自動車
ｃｃ）
二輪の小型自動車（総排気量 ２５１ｃｃ～）
三輪の軽自動車

４，７００円

５，９００円

―

２，４００円

３，６００円

―

４，０００円
３，１００円

６，０００円
３，９００円

―
４，６００円

自家用

４，０００円

５，０００円

６，０００円

営業用

３，０００円

３，８００円

４，５００円

自家用

７，２００円

１０，８００円

１２，９００円

原動機付自転車

小型特殊自動車

貨物
四輪以上
乗用

営業用
５，５００円
６，９００円
８，２００円
◎原動機付自転車及び二輪車等･･･登録年月日の有無にかかわらず、平成２７年度（平成２７年４月１日）から上表の ②新税率 が適用されます。
◎四輪以上及び三輪の軽自動車･･･最初の新規検査（※）により ①現行税率 ②新税率 ③重課税率（平成２８年度～）のいずれかになります。
①現行税率
平成２７年３月３１日までに最初の新規検査（※）を受けた車輌で、新規検査から一定年数（１３年）を経過するまで適用
②新税率
平成２７年４月１日以降に最初の新規検査（※）を受ける車輌で、新規検査から一定年数（１３年）を経過するまで適用
③重課税率
平成２８年以降、最初の新規検査（※）から１３年経過した翌年度より、環境負荷の大きい自動車に対して環境配慮型税制（概ね２０
％増税）を実施
平成２８年度（適用開始年度）から重課税率で課税される車輌は、最初の新規検査が平成１４年以前の車輌です。
（※）最初の新規検査とは、今までに車輌番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するとき（新規登録時）に受ける検査です。
自動車検査証内の「初度検査年月」等の項目内に記載の年月をご確認ください。

軽四輪の乗用・自家用車の課税例
例１）平成２７年３月（平成２６年度）に新規登録車輌に買い換えた場合
・平成２７年度以後課税額･･･７，２００円（税率変更なし）
・平成４０年度以後課税額･･･１２，９００円（重課税率）

例２）平成２７年４月２日（平成２７年度）に新規登録車輌を新たに購入した場合
・平成２８年度以後課税額･･･１０，８００円（新税率）
・平成４１年度以後課税額･･･１２，９００円（重課税率）
※この例では、賦課期日「平成２７年４月１日」には所有されていませんので、
平成２７年度については課税されません。平成２７年４月２日から平成２８年
３月３１日までの新規登録の軽自動車 についても同様です。

例３）平成２７年４月１日（平成２７年度）に中古車（平成２０年３月に新規登録） に買い換えた場合
・平成２７年度以後課税額･･･７，２００円（税率変更なし）
・平成３３年度以後課税額･･･１２，９００円（重課税率）

同様の内容を西都市役所ホームページに掲載しております。
ご不明な点がありましたら、税務課市民税係 ３２－１００９（直通）までご連絡ください。
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＜文書取扱 税務課市民税係＞
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浄化槽の法定検査の受検について
浄化槽の法定検査
・維持管理（保守点検・清掃）と浄化槽の使用方法が適正であるかを第三
者機関が公正中立の立場で確認するための検査です。
・法律で年１回の受験が義務付けられており、県の指定検査機関である（
公財）宮崎県環境科学協会が実施します
・検査の内容は、外観検査、水質検査、書類検査となっております。

法定検査を受けていない方々へ
宮崎県高鍋保健所では、１１月から１２月にかけて、法定検査を受けて
いない方々に受検をお願いするハガキを送付しています。

後世の子供たちに豊かな自然を残すために
浄化槽の機能を正常に維持し、地域の水環境や豊かな自然を後世の子供
たちに残すためにも重要な検査ですので、必ず受検していただきますよ
うお願いします。

詳細については、下記までお問い合わせください
【宮崎県指定検査機関（公財）宮崎県環境科学協会】
・〒８８０－０８１１ 宮崎市大字田吉６２５８番地２０
・専 用 電 話 ：０９８５－５５－０２０９
・ファクシミリ：０９８５－５５－０８６２
【宮崎県高鍋保健所】
・電 話 番 号 ：０９８３－２２－１３３０

案内

年末年始のごみ収集等について
【ごみ収集】
ごみの収集時間は収集経路の状況等により変わることがあります。
ごみは必ず収集日当日の朝８時までに出してください。
月 日
ごみ収集
粗大ごみ置場
休み
12月23日
※妻西地区の古紙類は24日(水)、東米 休み
(火・祝)
良地区の可燃ごみは30日(火)に収集
12月24日(水)
通常通り収集
12月25日(木)
さらに、24日(水)は妻西地区の古紙類
も収集
12月26日(金)
12月27日(土)
12月28日(日)

休み

12月29日(月)

(妻東・穂北地区)可燃ごみのみ収集

12月30日(火)
12月31日(水)
1月 1日
(木・祝)
1月 2日(金)
1月 3日(土)
1月 4日(日)
1月 5日(月)

搬入できます

(妻西・三納・三財・都於郡・東米良地
区)可燃ごみのみ収集
休み
※31日(水)の妻東･妻西地区の容プラ
休み
は7日(水)に収集
※2日(金)の穂北･三納地区の缶･ビン、
東米良地区の容プラは9日(金)に収
集
搬入できます
通常通り収集

【粗大ごみ搬入】１２月３１日(水)～１月３日(土)まで休み
搬入先：西都市粗大ごみ置場

（文書取扱：生活環境課）

【し尿汲み取り】１２月３０日(火)～１月４日(日)まで休み
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

平成２７年度 農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書の提出について

農林業センサスが実施されます
平成２７年２月１日現在で、全国一斉に‘農林業の国勢調査’といわれ
る「2015年農林業センサス」が実施されます。
この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５年ごとに実施され
るきわめて大切な調査です。
平成２７年１月中旬頃から随時、調査員証を携帯した調査員が農林業関
係者の方々に対して、聞き取り調査や調査票の記入のお願いにお伺いしま
す。調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。
この調査は統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いし
ます。

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書を世帯毎に送付します。この申請
書を提出されないと平成２７年度の農業委員会委員選挙人名簿に登録され
ません。
下記の条件に該当する方で申請書が届かない場合は、送付しますので
西都市選挙管理委員会まで御連絡ください。
申請書提出期限

平成２７年１月１０日（土）

連

西都市選挙管理委員会
電話
４３－３４１８（直通）
不在時：総務課行政係
電話
４３－１１１２（直通）

絡

先

調査の項目
・世帯員の状況
・農地の所有、賃借及び年間販売額
・農業用機械の所有
・作付品目及び面積
・耕作放棄地面積
・年間販売額
等

※農業委員会委員選挙に選挙権を有する方は、下記の３つの要件をすべて
満たしている方です。
①西都市内に住所を有する方
②平成２７年３月３１日において年齢が満２０歳以上の方
（平成７年４月１日以前生まれの方）
③１０アール以上の農地を自ら耕作している方及びその同居の親族又はそ
の配偶者で年間おおむね６０日以上耕作に従事する方

前回（平成２２年）の調査結果（一部抜粋）
宮崎県全体
農林業経営対数
33,078
経営耕地面積（a）
4,711,920
作付経営体数（稲）
20,600
家畜飼養頭数（肉用牛）
262,950
耕作放棄地面積(a)
177,529

ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会（４３－３４１８）か農業
委員会（４３－３５９５）までお問合せください。
（文書取扱：選挙管理委員会 ４３－３４１８）

西都市
1,888
350,314
1,378
15,392
10,372

（文書取扱：総合政策課）
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農家の皆様へ（農業用廃プラスチックの収集日について）
【収集日】
平成27年１月から３月までの農業用廃プラスチック収集日は、下の表
のとおりです。
４月以降の収集については、３月頃にお知らせします
童子丸集積所

三財集積所

ビニール

ポリ

ビニール

ポリ

１月

７日(水)

２１日(水)

１４日(水)

２８日(水)

２月

４日(水)

１８日(水)

３月

４日(水)

１８日(水)

２５日(水)
１１日(水)

２５日(水)

★持ち込む際には「農業用使用済プラスチック排出者カード」を必ず持
参し、提示をお願いします。お手元に無い場合は、再発行申請の手続き
をしてください。
【持込時間】
午前９時 ～ 午後４時
ただし、12時～１時は休憩のため受入を中断します。
【直接搬入】
上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合または、お急ぎの場合は
「農業用使用済プラスチック排出者カード」を持参し、以下の事業者
へ直接持ち込んでください。
事業者名 … 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合
所 在 地 … 宮崎市大字島之内2932番地
電話番号 … ０９８５－３９－２２６１
受入時間 … 月曜～金曜(祝祭日を除く)午前９時～午後４時
★連休・年末年始は変更になる可能性があるため、事前に確認してから
持ち込んでください。

【処理費と分別】
ビニール・ポリの１kgあたり処理費と分別は、以下のとおりです。
ビニール
３ 円/kg

ポ

リ

１５ 円/kg

塩化ビニール

ポリフィルム、シルバーポリ、クリンテート、
ＰＯ系フィルム、プチプチ、暖房用ダクト、
谷シート、柔らかい育苗ポット、
サイレージラップ（ネット状のものは不可）、
肥料袋（麻袋の様に編んでいるものは不可）、灌水チ
ューブ（固い部分は取り除いてください）、
柔らかい液肥容器（農薬容器は不可）
★処理費は、排出の前後にトラックスケールで計量した後に『現金』
または『農業用使用済プラスチック排出者カード(デポジット)』で
お支払いください。
★ビニールとポリの持込日は、左の表のとおり第１～２週を廃ビニール
・第３～４週を廃ポリの収集を設定していますので、上記を参考に分
別してから持ち込んでください。
★上記に分別できないものは、特別収集日（毎年３月頃および９月頃
に実施）を設けて収集しますので、絶対に持ち込まずに各自で保管
してください。
★ビニールは、長さ１ｍ・幅50cm・重さ20kg程度、ポリは10kg程度に、
耳ひもやダンバンドを使用して結束してください。
また、サイドの耳ひもは抜いておき、作物屑や針金などの異物が
無いように注意してください。
★液肥容器は中をきれいに洗浄し、キャップ・容器口等の固い部分を
取り除いてから持ち込んでください。
【文書取扱：
西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
（事務局：西都市農政課 園芸特産係 ４３－０３８２）】

平成２６年度西都市農業再生協議会
総会の公開について

病害虫防除対策に伴う野焼きの実施について
例年、各地域において病害虫防除対策として行っております、農地・畦
畔等の「野焼き」について、申請に基づき、下記のとおり期間を設定し許
可します。
各地域においては、農事実行組合長等の農家の方が、許可期間内におい
て実施日を決められます。休日に実施される場合が殆どですが、具体的な
日時については、各地域の農事実行組合長等にご確認ください。

下記のとおり、西都市農業再生協議会総会を行います。
総会は公開で開催されますが、座席の都合上、傍聴を希望される方は
事前に下記の連絡先まで連絡をしてからお越しください。
日

時 ： １２月１９日（金）午後２時から

場

所 ： 西都市役所

※

西庁舎３階

【妻・穂北地区】平成２７年１月１６日（金）～１月２６日（月）
【三納・三財・都於郡地区】平成２７年１月２７日（火）～２月９日(月)
※地域の事情により、この期間以外に許可する場合もあります。
（文書取扱：農地林政課 ３２－１０１３）

農業委員会室

総会での発言等はできませんので、ご承知ください。
【連絡先】西都市農業活性化センター
直通電話：４３－１５６６
（文書取扱：農政課）

カモシカの目撃情報をお待ちしています
カモシカは国の特別天然記念物に指定されている動物で、西都市でも確
認されています。平成２４・２５年に行われた調査によると、カモシカは
最近山奥から人里に近い場所まで広い範囲に生息していることがわかって
きました。しかし、九州のカモシカは減少傾向にあると言われています。
そこで、カモシカの移動や分布をより詳しく知るため、みなさんからの
目撃情報をお待ちしております。カモシカを見かけた方は、以下へ御連絡
いただきますようお願いします。

西都おもちゃライブラリ－
おもちゃの修理日(12月27日)の中止について
12 月 1 日号の「お知らせ」17 ページに掲載させていただきました、お
もちゃの修理日につきまして、12 月 27 日(土)は、年末に伴い生きがい交
流広場が閉館するため、中止させていただきますので、ご理解いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。
なお、12 月 13 日（土）につきましては、予定どおり実施いたします。

連絡先：宮崎県教育庁文化財課（ 0985-26-7250）または
西都市社会教育課文化財係（ 43-0846）
※カモシカの写真については宮崎県のホームページをご参照ください。
ＴＯＰ＞教育文化＞文化＞
「平成23・24年度九州山地カモシカ特別調査報告書」
（文書取扱：社会教育課）

【問い合わせ先】生きがい交流広場 43-5766(担当：森)
西都市社会福祉協議会 43-3160(担当：押川)
（文書取扱：福祉事務所）
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西都原運動公園内工事に伴う利用制限について
（野球場、テニスコート、陸上競技場等）
西都原運動公園利用者等の要望を受けまして、野球場・陸上競技場・テ
ニスコートの増設・改修工事を実施します。工事の期間中は、工事実施及
び工事車両等の搬入等に伴う安全を確保するために、施設や公園内歩道等
の利用が制限されます。利用者の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご
理解、ご協力をお願いします。
【工事期間予定】 ※変更されることもあります。
○野球場側溝蓋取り替え工事
12月中旬～翌年1月末
○陸上競技場タータン増設工事
12月中旬～翌年3月上旬
○陸上競技場観客席屋根設置工事 12月初旬～翌年3月上旬（実施中）
○テニスコート照明増設工事
12月初旬～翌年3月末 （実施中）
（文書取扱：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

平成２７年度西都市出初式
新春恒例の西都市消防出初式が下記の日程で行われます。西都市消防団
全団員が参加しての厳格な規律訓練、消防車団車輛52台による勇壮なカラ
ー放水を実施します。また、アトラクションとして「西都心華エイサー」
のエイサー演舞を予定しております。
つきましては、多くの市民のみなさまに御参観していただきますよう御
案内申し上げます。
１．日

時 平成２７年１月１１日（日） 午前８時から
（当日朝6時にサイレン吹鳴を行います）
２．場
所 山角橋下河川敷公園
３．そ の 他 ・放水予定時間 10:00 ・アトラクション予定時刻 10:30
※ 雨天の場合は西都市民会館にて表彰式を実施いたします。
（表彰式 10時20分～）
【文書取扱：西都市消防本部警防課消防団係
（担当 弓削）
４３－２４６６】

案内／催し・講座

海上自衛隊佐世保音楽隊演奏会
「平成２６年度西都市民会館自主文化事業」
海上自衛隊佐世保音楽隊が初めて西都で演奏会を開催します。
季節を感じる曲や懐かしの曲など、幅広い曲目の演奏が楽しめます。
ご家族、お友達お誘い合わせてお出で下さい。
【日 時】平成２７年２月８日（日）
開場１３：３０ 開演１４：００
【会 場】西都市民会館
【演 奏】海上自衛隊

佐世保音楽隊

【入 場】無料 全席自由 要入場整理券
入場整理券は、１２月２０日（土）より配布します。
休館日 毎週月曜日 ただし、月曜日が祭日の場合は、翌日
１２月２８日～翌年１月４日
未就学児の入場は、ご遠慮下さい。
【取 扱】西都市民会館、パオ、Ａコープさいと店
【主 催】西都市民会館
【後 援】西都市、西都市教育委員会、宮崎日日新聞社
【問合せ】西都市民会館 ４３－５０４８
（文書取扱：社会教育課）

「さいとの観光まるわかり講座」受講生募集
西都市の観光史跡や名勝を知っていただくための講座を開催します。
この講座は、ボランティアガイドや市の文化財係によるガイドを聞きながら、西都のさまざまな観光地を巡ります。毎週参加することが困
難な方は、参加できる講座の受講だけで構いません。この機会に有名どころから隠れスポットまで西都の魅力を知りつくしましょう。
○講座日程

平成27年1月24日～2月28日 （全6回）
講座日程
講座内容
平成27年1月24日(土)
開講式及び
10：00～12：00
西都原古墳群見学①
平成27年1月31日(土)
西都原古墳群見学②
10：00～12：00
平成27年2月7日(土)
宮崎県立西都原考古博物館展示室見学
10：00～12：00
及び古代生活体験館案内、まがたま作成
平成27年2月14日(土)
都於郡城址案内
10：00～12：00
平成27年2月21日(土)
日向国分寺跡、日向国府跡案内
10：00～12：00
平成27年2月28日(土)
記紀の道案内
10：00～12：00
及び閉講式
○申込期限
○費
用
○申 込 先

集合場所
西都原ガイダンスセンターこのはな館
西都原ガイダンスセンターこのはな館
宮崎県立西都原考古博物館
都於郡城址大駐車場
西都原ガイダンスセンターこのはな館
西都原ガイダンスセンターこのはな館

平成27年１月21日（水）まで
無料（ただし、第３回のまがたま作成のみ100円必要です。）
西都市観光協会 TEL:(0983)41－1557 FAX:(0983)41－1559
（文書取扱：商工観光課）
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Information

ピーチくらす（両親学級）を開催します
もうすぐパパやママになる皆さん、安心して元気な赤ちゃんを産み育て
るために一緒に楽しく学びませんか？マタニティーのお友達もできます
よ。
日 時
場 所
内 容
１回目

平成 27 年
1 月 21 日
（水）
13:30～15:30

２回目

2月1日
（日）
9:30～12:30

保健
センター

西都市
児童館

☆ もっと知りたい母乳育児
（妊娠中の乳房のお手入れ・個別相談）
☆ おっぱい学級の見学に行ってみよう♪
（助産師さんが来られます）

☆ 安心して出産・育児ができるためのお話
☆ パパの妊婦擬似体験♪
☆ チャレンジ、育児体験♪
（抱っこ、おむつ替え、お風呂入れ）
☆ ランチタイム♪～おなかの赤ちゃんと
ママのためのバランスのよい食事～
（試食・個別相談もあります）

◎ 母子手帳・筆記用具をご持参ください。
◎ 2 月 1 日（日）に参加の方は 1 組お米１合をご持参ください。
◎ 参加希望の方はお早めに健康管理課（43-1146）にご連絡下さい。
定員、８組程度となります。
（参加希望者多数の場合、第１子の方を優先させていただきます。）
今回は出産予定日が平成 27 年 3 月～平成 27 年 6 月の方を対象にしてお
ります。
（お問い合わせ先：健康管理課 健康推進係 43－1146）
（文書取扱：健康管理課）

人材育成セミナー受講者募集
医療・介護業務に特化した接遇講座を開催します
西都市雇用創造協議会では求職をされている方、及び転職を検討される
方を対象に、医療・介護の現場で必要とされている「接遇（コミュニケー
ション能力）」をＵＰさせる講座を開催します。
【開催日時】平成２７年１月１７日(土)
【会

場】西都市パオ２階

【講

師】谷口

10:15～12:15

働く婦人の家

真紀先生（キャリアカウンセラー）

【受講資格】西都市内で求職中の方、及び在職中で転職希望の方。
【定
員】１０名程度
【申込方法】電話にて、受付します。下記電話番号にご連絡ください。
月曜日から金曜日までの午前９時～午後５時まで（祝日を除く）にご連
絡ください。
【申込期間】１２月１５日（月）～１月１５日（木）
＜お申し込み・お問い合わせ先＞
西都市地域雇用創造協議会事務局（ 西都市観光協会２階、担当：山崎）
ＴＥＬ：０９８３ (４３) ４５８６（直通）
ＦＡＸ：０９８３（４１）１５５９（観光協会経由）
Ｅメール：yamasaki@saitokoyo.jp Ｗeb：http://www.saitokoyo.jp/
（文書取扱：商工観光課）

１１０番の日『ぜんざい交流会』

平成２６年度生涯学習フェスティバル
作品展示・舞台発表の団体募集

西都警察署妻交番連絡協議会では、地域の皆様にご協力いただき、防犯
活動等に取り組んでおります。その中で、毎年開催しております”１１０
番の日『ぜんざい交流会』”を下記のとおり開催いたします。地域の皆様
お誘い合わせのうえ、多数おいでくださいますようお願いいたします。

生涯学習フェスティバルにおける作品展示団体および舞台発表団体の募
集をします。市内で活動している生涯学習関連団体の皆さん、作品展示や
舞台発表などにより日頃の活動の成果を披露してみませんか！
希望する団体はぜひ申込みをしていただきますようお願い致します。

○日時 平成２７年１月１０月（土）１０：００～１２：００
開催期間：平成２７年３月３日（火）～８日（日）
○会場 あいそめ広場（小野崎通り）
※雨天の場合は、パレードは中止しますが、
行事はアーケード内で開催いたします。

開催内容：作品展示（２日搬入、３日～８日の６日間）
舞台発表（７日リハーサル、８日発表）

○主な行事
（予定）

開催場所：市公民館（作品展示）
文化ホール（舞台発表）

①１１０番の日パレード ９：５０～１０：００
妻交番～中央通り～あいそめ広場
②一日指令長（菜の花レディー）の紹介
③ぜんざい交流会 ～みやざき犬来場予定～
④白梅保育園和太鼓演奏
⑤子どもの家保育園鼓笛隊演奏
⑥嘱託警察犬紹介
⑦パトカー、白バイの展示と体験搭乗
※行事については、変更する場合もあります。

○連絡先 西都警察署妻交番連絡協議会
西都警察署妻交番
西都警察署
西都市役所生活環境課

募集予定：作品展示10団体程度、舞台発表 10団体程度
そ の 他：詳細につきましては後日申込者に連絡します。
本年度より実行委員に加わっていただきます。
【申込方法】市公民館及び地区公民館に備え付けてある応募用紙に必要事
項を記入して申し込んで下さい。受付時間は平日の8時30分か
ら17時15分までです。
(祝日や土日は受付いたしません。）
申込締切は1月16日（金）です。

４３－１０３４
４２－５９８９
４３－０１１０
４３－３４８５

（文書取扱：社会教育課 成人教育係 ４３－３４７９）
（文書取扱：生活環境課）
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募集

さいとこゆ「食」の大運動会一般審査員募集

宮崎県ユニバーサルデザイン（ＵＤ）
アイディアコンクール（一般の部）作品募集について

平成２７年２月８日（日）に「地産地消」「西都児湯名物料理の発掘・

宮崎県では、平成20年３月に宮崎県ユニバーサルデザイン推進指針を策
定し、ユニバーサルデザインの普及・啓発に努めているところですが、そ
の一環として宮崎県ユニバーサルデザイン（ＵＤ）アイディアコンクール
（一般の部）を実施します。

開発・情報発信」「地域交流」をテーマに小野崎通り（あいそめ広場）で
開催予定の、さいとこゆ「食」の大運動会一般審査員を募集いたします。
高校生・一般のチームが、西都児湯の食材を使った料理で出場します。
各チーム自慢の料理を目と舌で味わってみませんか？
食に興味がある方、西都児湯の特産物が大好きな方、奮ってご応募くだ
さい。
応募は、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番号、生年月日、職業、
西都児湯の食に対するこだわりやご意見を任意の用紙にご記入の上、平成
２７年１月１５日（木）までに西都商工会議所内（さいとこゆ「食」の大
運動会実行委員会事務局）までご持参またはTEL・FAXをお願いします。
結果につきましては後日事務局より連絡いたします。
【主

催】さいとこゆ観光ネットワーク

【お問合せ】さいとこゆ「食」の大運動会実行委員会事務局
西都商工会議所内 TEL 0983-43-2111 FAX 0983-43-5722
営業時間 8時45分～17時30分(休み：土日祝祭日)
（文書取扱：商工観光課）

１ 募集対象者
県内に住む高校生以上の個人、法人等すべての方
２ 募集テーマ
「ＵＤを取り入れたまちづくりのアイディア」
３ 応募方法
【提出物】「様式１ 宮崎県ＵＤアイディアコンクール（一般の部）
応募用紙」
【提出方法】応募先に①郵送②電子メール③持参のいずれかにより提
出してください。
４ 応募・問合せ先
宮崎県 総合政策部 総合政策課
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号（県庁本館3階）
電話：0985-26-7115 ﾌｧｯｸｽ：0985-26-7331
電子ﾒｰﾙ：sogoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
５ 応募締切
平成27年1月15日（木）必着
６ その他
応募用紙、審査方法、注意事項等詳しくは、下記県庁ホームページに
てご確認ください。
県庁ホームページ：http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
（県庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→組織別で探す→総合政策課→更新情報）
（文書取扱：総合政策課）

からいも交流（春）
留学生受け入れ家庭募集

空き家情報を募集しています

● 募集

西都市では市内にある空き家を有効活用し、市外からの移住を希望され
る方等の受入体制を充実させるため、空き家情報を提供する「空き家情報
バンク」制度を運用しています。

日本の大学にいる留学生をホストファミリーとして受け入れてみま
せんか。

空き家を貸したい、又は売りたいという所有者から登録いただいた物件
を、空き家を利用したいという方に情報提供しています。ただし、契約は
原則として宅建業者の仲介のもとに行っていただきます。
なお、空き家情報につきましては、『西都市定住支援サイト』のホーム
ページにて公開し、全国に向けて発信しています。「空き家情報バンク」
制度につきましても、同ホームページをご覧ください。

● からいも交流とは
日本在住の留学生を南九州に招いて行う２週間のホームステイプロ
グラム事業です。家族・地域の一員として家庭交流・労働交流・学校
交流・地域交流を通して、相互理解を促進します。また、地域社会の
閉鎖性を異文化交流を通して打破し、目覚め、自立への道を切り開き、
活力と誇りある地域づくりを創造します。

西都市定住支援サイト http://www.uji-saito.com/
● 受入期間
平成27年3月8日（日）～平成27年3月22日（日）
「空き家を貸したい」又は「空き家を売りたい」････ とお考えの方がいら
っしゃいましたら、下記までご連絡ください。

● 申込締切
平成27年1月20日（火）

西都市総合政策課
〔問合せ先〕 NPO法人からいも交流宮崎ブロック
西都児湯からいも交流実行委員長 押川
（0983）23-0961

３２－１０１１

（文書取扱：総合政策課）

（文書取扱：総務課行政係）
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司法書士による消費生活無料相談をご利用く
ださい
西都市では司法書士による無料の消費生活相談を行っています。借金問
題、訪問販売や架空請求による被害などでお困りの方は是非ご利用くださ
い。
○日時：平成２７年１月６日（火）１３：００～１６：００
平成２７年２月３日（火）１３：００～１６：００
※相談時間はお一人約３０分です。
○場所：西都市役所南庁舎１階
○申込先：西都市役所生活環境課市民生活係
４３－３４８５
※予約の方が優先となりますので、必ず事前にお電話ください。

相談

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
西都市役所で老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談ができま
す。
【相談日】 １月１５日（木） 次回は２月１９日（木）です。
【時 間】 午前１０時から１２時、午後１時から３時です。
【場 所】 西都市役所 市民課 年金係
年金相談は事前に電話予約が必要です
【予約先】
高鍋年金事務所 ２３－５１１１

（文書取扱：生活環境課）

行政相談所のご案内
行政相談所では、国・県・市町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日
本郵便株式会社等）の仕事について、皆様から受けた苦情や意見・要望な
どを公正・中立な立場から、解決や実現を促進するお手伝いをしておりま
す。相談は無料で、秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
○定例行政相談所
日時：平成２７年１月８日（木）
１０：００～１２：００
場所：西都市役所南庁舎１階
○お問い合わせ
西都市役所生活環境課市民生活係
℡０９８３－４３－３４８５
（文書取扱：生活環境課）

【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付開始
（例：1/15の相談日の場合は、12/15から受付開始）
●電話予約の時には、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日・電話番号・
相談内容をお知らせください。
また、年金相談日に持参するものをご確認ください。
●相談日にはできるだけ本人がおいでください。
代理の場合は、委任状・代理の方の身分証明書（運転免許証など）をご
用意ください。
【問い合わせ先】年金係 ４３－１２２１

（文書取扱：市民課）

「初めてのおっぱい相談」を開催します

休日の労働相談会のお知らせ
宮崎県労働委員会では、労働者と使用者との間の労働問題に関する相談
を無料で受け付けています。
１月は以下の日程で、土曜日、日曜日に「労働相談会」を行います。平
日に相談する時間のない方も、労働問題に関することなら何でも結構です
ので、お気軽にお問い合わせください。

生後３か月までのお子さんとお母さんを対象に、助産師によるミニ育児
講話と個別相談・乳房ケアを行います。
この頃は、授乳のリズムが整わず、色々な悩みが出てきやすい時期です。
「母乳だけで足りているのかな。」
「こどもの体重が増えているのか心配。」
「間隔が空かない。」
「よく吐く。」
など、お悩みや不安・相談したいことはありませんか。
助産師による「個別相談と乳房のケア」を通して、これから先、安心し
て母乳育児を続けていけるように、またお母さん同士の情報交換やリフ
レッシュの場として参加してみませんか♪

期

日：平成２７年１月１０日（土）、１１日（日）
１７日（土）、１８日（日）

受付時間：９時～１７時
対 象 者：県内事業所に勤務する労働者及び使用者

【日 程】
：平成 27 年 1 月 21 日（水）15 時～16 時 30 分
【場 所】：西都市保健センター
【内 容】
：助産師によるミニ育児講話
個別相談・乳房ケア （1 組 20 分程度）
・計測
【対 象】
：生後 3 か月までのお子さんとお母さん
【人 数】
：3 組程度
【持ってくるもの】：母子手帳・フェイスタオル 2 枚
【申込み】
＊ 予約制です。予約時間は申し込み後にお知らせします。
＊ 参加希望の方は、1 月 16 日（金）までに健康管理課（43-1146）
までお申し込みください。

場

所：宮崎県労働委員会事務局（県庁３号館６階）

方

法：電話、面談、ファックス、メール
※来局される場合は、事前に電話連絡をお願いします。

【問い合わせ先】 宮崎県労働委員会事務局調整審査課
働くあんしんサポートダイヤル
TEL：０９８５(２６)７５３８
ふりむいて！なんでもいつでもみんなにやさしい
FAX：０９８５(２０)２７１５
e-mail：rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）
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その他

図書館だより1月号 西都市立図書館 (43-0584)
1月の休館日 1～3・5・13・19・26日
（1～3日年始休館日）
≪よみきかせ講演会のご案内≫
●年末年始休館のお知らせ
日 時：平成２７年１月２４日（土） 午前１０：００～
場 所：西都市立図書館内
講演者：UMKアナウンサー
内 容：読み聞かせ実演、テクニック、本の選び方。
申 込：お電話かFAX、または、図書館受付カウンターへ
直接お申込み下さい。
申込締切
１月２３日（金）１９：００
※参加は無料です。どなたでもお気軽にご参加ください。

１２月２９日（月）から１月３日（土）まで休館になります。
１２月２８日（日）まで
１２月２９日（月）～
１月 ３日（土）
１月 ４日（日）

【児童・新刊図書のご案内】 ☆は絵本です。
☆サンタクロースとあったよる (クレメント・クラーク・ムーア)
☆やきざかなののろい （塚本 やすし）
☆くろくまくんトイレでち～！（たかい よしかず）
◎にんじゃざむらいガムチョコバナナ（原 ゆたか）
◎動物の見ている世界 仕掛絵本図鑑（ギョーム・デュプラ）
【YA（ヤングアダルト）中高生向き・新刊図書のご案内】
◎オリンポスの神々と７人の英雄 ４（リック・リオーダン）
◎僕たちの国の自衛隊に21の質問（半田 滋）

通常どおり

休

館

通常どおり

【一般・新刊図書のご案内】
◎人間の顔は食べづらい（白井 智之）
◎名刺ゲーム（鈴木 おさむ）
◎オヤジかるた 女子から贈る、飴と鞭（瀧波 ユカリ）
◎途中下車－パニック障害になって・・・（北村 森）
◎「おひとり」を不安0で生き抜く女子貯金（横山 光昭）
◎おもてなしと持ちよりレシピ
ほめられるとまた作りたくなる（植松 良枝）

クリスマス アニメ上映会
『１４ひきのさむいふゆ』
風がなり 雪がまうさむいふゆ・・・あたたかい部屋で、おまんじゅうつくり、雪がやんだらそり遊び・・・あの「１４ひきシリーズ」
のねずみたちが動きだすよ！
日 時：１２月２４日（水）午前１０：３０～（２７分間）
場 所：西都市立図書館内
みなさん、遊びに来てください！！
（文書取扱：社会教育課図書館係 ℡ 43－0584

FAX

41－1113）

