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こんね！四季を彩るロマンのまち西都
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1 税務署からのお知らせ
国民年金保険料の納付は口座振替・前納がおトクです
2 森林環境税をご存知ですか
防災について家族で共通の認識を
3 麻しん・風しんの予防接種はお済みですか
二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）の予防接種はお済みですか
4 中小企業者のみなさまへ
中小企業退職金共済制度 加入促進補助金のご案内
ライター・カセットボンベ缶等のガスは必ず抜いて出してください
男女共同参画社会を目指して 【講師の派遣を行います】

9 第９回「西都市グラウンド・ゴルフ競技大会」参加者募集について
10 赤い羽根共同募金の助成を希望する団体を募集します
～平成２７年度共同募金運動による平成２８年度事業への助成～
ＮＨＫ学園通信制高等学校 生徒募集
11 臨時・非常勤職員の募集について
12 市民課窓口業務嘱託員の募集について
国民年金事務嘱託職員の募集について
13 市税等徴収嘱託員の募集について
学校給食配膳作業員の募集について
14 西都原ガイダンスセンターこのはな館
スタッフ募集について

催し・講座

相談

5 スポーツランドさいと ２０１５春季スポーツキャンプ情報
6 『第１０回 一夜の歌声喫茶』の開催について
Play on Passion『富岡ヤスヤ＆廣田奈緒子エレクトーンコンサート』
開催のお知らせ
7 西都原考古博物館展示会第四弾
『西都原の１００年 考古博の１０年 そして次の時代へ』
春のみやざき就職フェア開催のお知らせ
8 『お雛かざり』講座開催のお知らせ
さいとげんき塾「やっちみろ会」を開催します
9 男性料理教室『楽しく作って美味しく食べる会』

■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。

14 法務局・人権擁護委員による
『人権・なやみごと相談所』を開設します

その他
15 西都市青少年育成センター便り
子どもをネット犯罪から守るためにフィルタリングを活用しましょう
西都市地域子育て支援センターつばさ館 平成27年２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

案内

○

国民年金保険料の納付は
口座振替・前納がおトクです

○

口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間と時間が省けます。
また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とされることによ
り月々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カ月
分前納・１年分前納・２年分前納もあり大変お得です。

税務署からのお知らせ
相続税・贈与税が変わります
平成２７年１月１日より、相続税及び贈与税が改正されます。
詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧いただくか、税
務署までお問い合わせください。
期限内納付と振替期日
平成２６年分確定申告の納付期限は次のとおりです。
「申告所得税及び復興特別所得税」の納付期限
平成２７年３月１６日（月）
「消費税及び地方消費税」（個人事業者）の納付期限
平成２７年３月３１日（火）

口座振替の方法は「５種類」
①通常：毎月末日に前月分の保険料を引き落とします。
②早割：毎月末日に当月分の保険料を引き落とします。

納税は、お近くの銀行（日本銀行歳入代理店）などの金融機関（ゆうち
ょ銀行を含む）、納税地を管轄する税務署の窓口で受け付けています。
また、「申告所得税及び復興特別所得税」ならびに「消費税及び地方消
費税」（個人事業者）の納税は、金融機関の預貯金口座から引き落としと
なる「振替納税」が大変便利です。
まだ利用されていない方は、是非ご利用ください。
振替納税の振替日は、次のとおりです。
「申告所得税及び復興特別所得税」の振替日
平成２７年４月２０日（月）
「消費税及び地方消費税」（個人事業者）の振替日
平成２７年４月２３日（木）
○問い合わせ先
高鍋税務署 0983-22-1373
（※自動音声案内に従い「２」を選択してください）
（文書取扱：税務課

③前納（６カ月分）：４月末に４月分～９月分、１０月末に１０月分～
翌年３月分を引き落とします。
④前納（１年分）：４月末に４月分～翌年３月分を引き落とします。
⑤前納（２年分）：４月末に４月分～翌々年３月分を引き落とします。

申込について
納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参の上、お近くの
年金事務所またはご希望の金融機関へお申し出ください。
また、４月末に引き落とされる前納（６カ月・１年・２年）を希望され
る方は、２月末までに手続きが必要です。
【問い合わせ先】市民課年金係 ４３－１２２１

市民税係）

（文書取扱：市民課）

森林環境税をご存知ですか

防災について家族で共通の認識を

宮崎県では、県民みんなで森林づくりを進めることとし、その役割など
を示した「水と緑の森林づくり条例」を平成18年に制定し、これに基づい
て「森林環境税」を創設しました。

常日頃より災害に備えての取組をお願いします。
今回は、地震による火災についてお知らせします。
地震による火災が発生すると、大きな被害をもたらします。
時間帯や季節、場所によって出火の危険性は異なります。様々な状況を
イメージして出火防止に努めましょう。
電気機器の出火を防ぐ
電気が復旧したときに、転倒したままの電気機器が作動して発火する
ことがあります。ブレーカーが落ちても、機器の転倒やガス漏れを確認
してから戻すよう心がけましょう。
石油機器の出火を防ぐ
石油ストーブのそばには洗濯物やカーテンなど燃え移りやすいものを
近づけないようにしましょう。

この「森林環境税」は、個人の場合、県民税均等割の納税義務がある人
に対して、年額５００円。法人の場合、均等割（年額）の５％を納めてい
ただき、様々な森林づくりの取組に使われています。
森林環境税の使い道
・県民の理解と参画による森林づくり
ボランティア団体や企業などによる森林づくり活動や森林環境教育の
推進とともに、森林のはたらきなどについて、広くＰＲしています。
・公益的機能を重視した森林づくり
広葉樹などの植栽や間伐などを行い、公益的機能を持った森林をつく
るとともに、多くの動植物の暮らせる場所の保護や保全などを行ってい
ます。
・資源の循環利用による森林づくり
木材の良さを伝えるイベントの開催や木育活動の支援など、木材の利
用を広げるための普及ＰＲ活動を行っています。

火災が起きたときの消火方法
●電気機器
いきなり水をかけると感電の危険があるので、コンセントかブレーカ
ーを切り、消火器で消火する。
●ストーブ
消火器は直接火元に向けて噴射する。消火器がない場合は、シーツや
毛布などをぬらして手前から滑らせるようにかぶせ、空気を遮断する。
●衣類
着衣に火がついたら転げ回って火を消す。風呂場に残り湯があれば、
浴槽に飛び込む。

私たちに様々な恩恵を与えてくれる森林を、みんなで守り、健全な姿で
次世代に引き継ぎましょう。
【問い合わせ先】
宮崎県環境森林課森林づくり推進室(0985－26－7153)

※逃げるタイミングは天井への延焼
火が天井に燃え移るまでの間は初期消火に努めますが、もし炎が天井
に燃え移ったら、けっして自分で消火をしようとせず、迷わずすぐに避
難してください。
（文書取扱・問い合わせ先：危機管理課 ４３－０３８０）

（文書取扱：農地林政課）
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麻しん・風しんの予防接種はお済みですか
麻しん（はしか）は感染力が大変強い感染症です。主な合併症として、
気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などがあります。
風しんは、かぜ症状、発疹、発熱など麻しん（はしか）に比べると軽い
症状で済みますが、まれに血小板減少性紫斑病や脳炎などの重い合併症を
引き起こすことがあります。
麻しん・風しん混合ワクチンは２回の接種が必要です。
自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも
予防接種は有効です。
対象年齢のお子さんは、接種費用は無料です。
【定期の予防接種】
内容
麻しん風しん
混合ワクチン
（MR）

対象者
２期 １歳代
２期

小学校に入学する前の１年間、
いわゆる年長児

回数
１回
１回

◎２期に該当するお子さんは、小学校入学前に忘れずに２回目の接種を
受けましょう。
【接種上の注意】
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。
○市内の医療機関
１期・２期・・・いわみ小児科医院、とめもり小児科
２期のみ・・・・上野医院、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。
【持参する物】 母子手帳
（文書取扱・問い合わせ先：健康管理課健康推進係 43-1146）

案内

二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）の
予防接種はお済みですか
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
1期 初回 生後3か月から生後12か月
３回
三種混合ワクチン
追加 1期初回接種（3回）終了後12 １回
（DPT）
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
（DT）
（望ましい接種年齢は11歳）

１回

【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。
（問い合わせ先：健康管理課 健康推進係 43-1146）

中小企業者のみなさまへ

ライター・カセットボンベ缶等の
ガスは必ず抜いて出してください

中小企業退職金共済制度
加入促進補助金のご案内

寒くなるとカセットボンベ缶等の使用が増えます。ガス抜きせずにごみ
として出されると、火災事故が発生しごみ処分ができなくなってしまう可
能性があります。
以下の点をしっかり守り、出していただくようお願いします。
○カセットボンベやスプレー缶は中身を完全に使い切った後、必ず穴を開
け、ガスを抜いて金属類で出してください。
○ガス等を抜かれる際には、必ず風通しの良い屋外で作業してください。
○ライターはガスを完全に使い切り、少量ずつ金属類で出してください。
なお、数が多い場合には生活環境課までご相談ください。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

市では、中小企業に勤める勤労者の福祉の増進及び雇用の安定並びに中
小企業の振興を図るため「西都市中小企業退職金共済制度加入促進補助金
制度」を設けています。下記の条件を満たす中小企業者は、平成26年度補
助金の交付を受けられますので、ぜひご利用ください。
◎対象者（下記の全ての条件を満たす者）
・市内に事業所を有する中小企業退職金共済法第２条第１項に規定する中
小企業者。
・「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」の共済契約を
締結している中小企業者。
・市税の滞納が無い者。

男女共同参画社会を目指して
【講師の派遣を行います】

◎補助金額
(1)中小企業者が平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間に退職金
共済契約を締結し、当該期間中に納付した当該契約の被共済者に係る掛
金が5,000円以上である当該被共済者１人当たり5,000円。
(2)中小企業者が平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間に退職金
共済契約を締結し、当該期間中に納付した当該契約の被共済者に係る掛
金が5,000円未満である当該被共済者のうち、当該掛金の額と平成25年10
月1日から平成26年9月30日までの間に納付した掛金の額とを合計した額
が5,000円以上である当該被共済者１人当たり5,000円。
◎受付期間

平成２７年３月１０日まで

◎申請方法

商工観光課に申請用紙がありますので、お申し出ください。
（文書取扱・問い合わせ：商工観光課 ４３－３２２２）

西都市では、家庭・職場・地域などのさまざまな場において、だれもが
対等な立場で個性や能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会
をめざし、講演会等を希望される団体に講師の派遣を行っています。
これからの地域づくりや、暮らしを取り巻くさまざまな問題について、
男女共同参画の視点で学んでみませんか。
講師は、宮崎県男女共同参画センター登録講師の方々をはじめ、ご希望
があればご相談ください。是非、ご利用ください。
○派遣条件： 各種団体・子ども会・地区公民館・学校関係などの団体で
参加希望者が２０名以上。
○申込期間： ２月２７日まで
○申 込 先： 市民協働推進課 ４３－１２０４（直通）
（文書取扱：市民協働推進課）
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スポーツランドさいと

催し・講座

2015春季スポーツキャンプ情報

今年もプロ野球球団やサッカーチームが市内で春季キャンプを行います。練習試合等もありますので、皆さんぜひ足をお運びください。
◆東京ヤクルトスワローズ（ファーム）
期間：２月１日（日）～２６日（木）
場所：西都原運動公園野球場
※休養日：４日(水)・９日(月)・14日(土)・19日(木)
◇サイン会が開催されます。日時未定です。
◇練習試合
VS 大阪ガス ２月20日(金) 12:30～ 西都原運動公園野球場
※イベントは天候等により変更・中止になる場合があります。
◆東邦ガス硬式野球部
期間：３月１日（日）～１０日（火）
場所：西都原運動公園野球場
◇歓迎セレモニー
３月２日（月） 9:00～ 西都市役所正面玄関前
◇練習試合
VS 福岡大学
３月４日(水) 13:00～ 西都原運動公園
VS ホンダ熊本 ３月５日(木) 13:00～ 西都原運動公園
VS 八戸学院大 ３月９日(月) 10:30～ 西都原運動公園
◆立教大学野球部
期間：３月１１日（水）～２３日（月）
場所：西都原運動公園野球場
◇練習試合：未定
◆八戸学院大学硬式野球部
期間：３月２日（月）～１５日（日）
場所：西地区野球場
◇練習試合：未定

◆Ｖ・ファーレン長崎（J2）
期間：２月５日（木）～１７日（火）
時間：9:30～11:30、15:30～17:00
場所：清水台総合公園多目的広場Ｃ面
◇歓迎セレモニー
２月５日（木）15:30～ 清水台Ｃ面（雨天時Ｂ面 大屋根下）
◇練習試合
VS 蔚山現代 ２月９日（月） 10:30～ 清水台Ｃ面
◆ツエーゲン金沢（J2）
期間：２月１１日（水･祝）～２８日（土）
場所：清水台総合公園多目的広場Ｂ･Ｃ面
◇歓迎セレモニー
２月１２日（木） 9:00～ 西都市役所正面玄関前
◇練習試合が開催されます。詳細未定です。
◆大学サッカー全日本選抜
期間：２月１６日（月）～２０日（金）
場所：清水台総合公園多目的広場Ａ面
◆大阪産業大学サッカー部
期間：２月２３日（月）～２８日（土） ※予定
場所：清水台総合公園多目的広場Ａ･Ｂ面
◆阪南大学サッカー部
期間：３月２日（月）～１０日（火）
場所：清水台総合公園多目的広場Ａ･Ｂ･Ｃ面
◆大阪学院大サッカー部
期間：３月１６日（月）～１９日（木）
場所：清水台総合公園多目的広場

(文書取扱・問い合わせ先：西都市スポーツランド推進協議会事務局

スポーツ振興課スポーツランド推進係

43-3478）

平成２６年度西都市文化ホール文化事業

『第１０回 一夜の歌声喫茶』の開催について

Play on Passion
『富岡ヤスヤ＆廣田奈緒子
エレクトーンコンサート』
開催のお知らせ

まちなかギャラリー夢たまごにおいて、下記のとおり第１０回目となる
一夜の歌声喫茶が開催されます。
「歌声喫茶」はカラオケではなく、プロの伴奏（キーボード・大正琴・
ギター）でみんなで楽しく歌おうというものです。昭和の歌謡曲、青春歌
謡、フォークソングなど、あなたの好きな歌をみんなで歌いましょう。
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

西都市文化ホールにおきまして、下記のとおり西都市文化ホール文化事
業 Play on Passion『富岡ヤスヤ＆廣田奈緒子エレクトーンコンサート』
を開催いたします。
世界を股にかけるエレクトーンパフォーマー富岡ヤスヤさんと全日本
のエレクトーンコンクールで数々の賞を受賞されている廣田奈緒子さん
を迎えての親子で楽しめるコンサートです。この機会に、素晴らしいエレ
クトーンの演奏を、皆さまお誘い合わせの上、お聴きください。

【日 時】 ２月１５日（日）開場 １８時、開演 １８時３０分
【会 場】 まちなかギャラリー夢たまご
【料 金】 ４５０円（当日券は５００円）
【内 容】 歌謡曲、フォークソング、唱歌など、216曲の歌集の中から
リクエストをどうぞ。

【日 時】 ２月２７日（金）
開場 １８時、開演 １８時３０分

【主 催】 西都市レクレーション協会
【会 場】 市文化ホール（コミュニティプラザＰＡＯ ３Ｆ）
【問い合わせ及びチケット】
０８０－５０６５－５９３２（夢たまご／松下朝子）
まちなかギャラリー夢たまご ４２－００２７

【入場料】 前売り 1,000 円（当日 1,500 円）
小中学生 500 円（当日 800 円）
【チケット販売所】
西都市文化ホール・働く婦人の家事務所、パオインフォメーション、
ギャラリー夢たまご、西都市民会館ほか
【問い合わせ】

市文化ホール（32-6300）
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）
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西都原考古博物館展示会第四弾
「西都原の100年 考古博の10年
そして次の時代へ」
西都原の１００年の歩みを振り返りつつ、日本考古学の黎明期を支えた
学者たちの足跡を台湾や韓国など東アジア規模で紹介します。
そして西都原の未来を考えます。

○主な展示資料
鳥居龍蔵スケッチ資料（徳島県立鳥居龍蔵記念博物館所蔵）
大正時代の西都原古墳群発掘記録など

○期 間

３月１５日（日）まで

○場 所

宮崎県立西都原考古博物館（４１－００４１）

○入場料

無料

「平成２６年度 春のみやざき就職フェア ～宮崎で仕事してみらん
ね！！～ 」を開催します。
県内の様々な産業、業種の企業約１００社が参加します。
企業の担当者から直接生の話が聞けるチャンスです。
宮崎県内で就職を希望されている方や宮崎の企業の情報を収集したいと
思っている学生の方、ぜひご参加ください。
【日

時】 ３月４日（水）１３時～１６時３０分
（１２時から受付開始）

【会

場】 シーガイアコンベンションセンター
４階サミットホール

【参加対象者】・お仕事探しをされている方（職業訓練修了予定者を含む）
・平成２７年春卒業予定者
（既卒３年以内を含む。中学校卒業予定者を除く）
・平成２８年春卒業予定者
（卒業年次前学生。中学校・高校卒業予定者を除く）
【そ の 他】 参加費無料、履歴書不要

○開館時間 １０～１８時（入館は１７：３０まで）

○休館日

春のみやざき就職フェア開催のお知らせ

【問い合わせ先】 宮崎労働局職業安定課 ０９８５－３８－８８２３

月曜日（国民の祝日と重なるときは翌日）

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）

『お雛かざり』講座開催のお知らせ

さいとげんき塾｢やっちみろ会｣を開催します
今月のテーマ：健康長寿のために大切な「食事」のヒント②

西都市働く婦人の家では、お雛かざり講座を開講します。
「さげもん」の講座と同じ先生で、今回は単発で卓上のお雛かざりを作り
ます。今年の干支に合わせ、２匹のヒツジを使ったかわいいお雛かざりで
す。

「食べる」ことは、私たちが生きて活動していく上で1番基本となること
です。しかし、食が細くなったり、偏った食事のとり方により、健康に配
慮して食事をしているつもりでも、「低栄養」に陥いることがあります。
「低栄養」になると、老化が加速され、寝たきりなどの介護が必要な状態
にまで衰弱する一因となることもあります。
いつまでも健康ではつらつと過ごしていくために、今日からできる食事
のヒントについて、調理実習を行い、会食をしながら、参加者みんなと楽
しく学んでみませんか？

●開講日：２月２３日（月） 午後１時３０分～午後３時３０分
単発講座（全１回）
●場 所：パオセンターコート（パオ１階）
●条

件：西都市に在住、在勤の方ならどなたでも参加できます。
〔対象〕 市内在住の６５歳以上の方（３０名程度）

●費
●定

用：材料費 １，０００円
員：１０名（応募者多数の場合は事務局で抽選となります）

●申

込：○窓口で直接か、往復はがき・FAXでお申込みください。
○往復はがき・FAXの場合、必要事項をご記入の上、
「〒881-0012 西都市小野崎1-66 西都市働く婦人の家」ま
でご応募ください。
※往信はがきの裏面に①氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、②住所、③電話番号、
④年齢、⑤区分（女性労働者、主婦、その他、男性のいずれ
か）をご記入ください。
※返信はがきの裏面には、何も記入しないでください。

〔日時〕 ２月２６日（木）

９時３０分～１３時

〔場所〕 市公民館
〔内容〕 ・味噌汁の塩分濃度測定（希望者）
・管理栄養士のお話
「食事を楽しくしっかりとって健康長寿」
・調理実習「簡単でバランスのとれた食事づくり」、会食
※調理は認知症予防にも効果的な作業です。普段調理をされない男性の
方も大歓迎です。どうぞ気軽にお申し込みください。

●受付時間：月曜～金曜：午前９時３０分～午後８時まで
土曜：午前９時３０分～午後４時まで（日曜・祝日は休館）
●受付期間：２月２日（月）～２月２０日（金）※当日消印有効
●問合先：西都市働く婦人の家 TEL３２－６３００ FAX３２－６３３３

〔講師〕 健康管理課
〔費用〕 無料

管理栄養士

他

〔申し込み方法〕 ２月１９日（木）までに健康管理課（43－3024）に
お電話でお申し込みください。
（文書取扱：健康管理課）

（文書取扱：商工観光課）
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男性料理教室
『楽しく作って美味しく食べる会』
メタボリックシンドロームに着目した特定健診が行われていますが、受
診されましたか？ 年齢に関係なく高血圧・高脂血症・糖尿病・腎臓病等
の「生活習慣病」が増加しています。病気になる前に食生活の改善を行い
ましょう！
多忙な生活の中で、食事作りは女性のみならず男性も大きく関わってい
ます。毎日の食事が、あなたの体を作っています。「バランスのよい薄味
で美味しい食事」をいっしょに考えながら楽しく作ってみませんか？
料理作りに興味のある男性・料理を全くしたことがない男性・健康寿命
の延伸を望まれている男性は、是非ふるってご参加ください。
※今年度最後の教室になります。
★ 対象者
★ 場 所

： 市内在住の一般男性（２０人）
： 三納地区館 調理室・和室

★ 日時・内容
日
時
２月２８日（土）
18:30～21:00

講話と調理実習の内容
糖尿病予防について（講話）
「野菜たっぷりで美味しい糖尿病予防食」
（調理実習）

★持参する物：エプロン・三角巾・ご自宅の味噌汁 杯1/2程度（希望者）
※塩分濃度測定を行います

催し・講座／募集

第９回「西都市グラウンド・ゴルフ
競技大会」参加者募集について
期 日：３月７日（土）午前８時～受付開始
※雨天時は翌日に順延になります。
会 場：西都原イベント広場
参加料：２００円
※このはな館で360円の弁当（おにぎり弁当）が注文できます。
ご希望の方は参加申込の際に、事務局までご注文ください。
申込先：○〒８８１-０００３
西都市大字右松２９０８
西都市グラウンド・ゴルフ協会事務局
惣土邦利
４３-１１２７
○西都市観光協会 ４１-１５５７
申込締切：２月２１日（土）
注意事項：①参加者は、スポーツ保険に加入してください。
②傷害、事故については応急処置のみ行いますが、それ以外の
責任は負いません。
③健康管理については、各自留意してください。

参加希望の方は、２月２４日（火）までに健康管理課（直通43－1146）
までお電話ください。必ず、申し込みが必要です。
（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

（文書取扱：商工観光課）

赤い羽根共同募金の
助成を希望する団体を募集します

ＮＨＫ学園通信制高等学校

生徒募集

ＮＨＫ学園では、通信制の高等学校普通科、福祉教育、生涯学習通信講
座の生徒・受講生を募集しています。
まずは、無料の案内書をご請求ください。

～平成27年度共同募金運動による平成28年度事業への助成～
市民の皆様には毎年「赤い羽根共同募金運動」へのご理解ご協力をいた
だき、心より感謝申し上げます。
さて、本会では共同募金の助成に地域住民の皆様の声を反映させ、福祉
のまちづくりに向けて、地域の実情に応じた多様な活動を財政面で支えて
いくこと、草の根活動を行っている団体の掘り起こしをしていくことを目
的に、下記のとおり助成希望団体を募集いたします。
１ 助成の対象となる団体
市内において地域福祉の推進を図るための社会福祉活動（以下、「地域
福祉活動」という）及び更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業
を経営する者（国及び地方公共団体が設置、若しくは経営し、又はその責
任に属するとみなされる者は除く）。
２ 対象事業
平成28年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）に行われる地域福祉活
動及び更生保護事業、その他の社会福祉を目的とする事業。
３ 申請方法
（1）２月１３日（金）までに、お電話にて申込みをしてください。
（2）２月１６日（月）18時から西都市総合福祉センターにて開催する「助
成説明会」に必ず出席してください。
※説明会に出席した団体のみ申請することができます。申請書などの
配布･申請方法の詳細について説明いたします。
４ 問い合わせ先・申請書提出先
社会福祉法人 宮崎県共同募金会西都市共同募金委員会
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会
〒881-0004
西都市大字清水1035番地1
TEL：43-3160 FAX：42-4743 担当/総務課総務係
（文書取扱:福祉事務所）

◆広域通信制 ＮＨＫ学園高等学校 普通科
全国どこからでも入学可能。ＮＨＫのテレビ・ラジオの放送を利用し、
３年間で高校卒業資格を取得できる。登校は月に１～２回。
[履修年数]３年（ただし、転編入あり）
[募集対象]中学校を卒業または2015年3月に卒業見込の方、高校中退者。
[願書･申込受付]４月３０日（必着）まで
◆ＮＨＫ学園 社会福祉士養成課程
地域や社会福祉施設等で、高齢者や障害者に対して福祉に関する相談援
助を専門的に行う国家資格「社会福祉士」の受験資格を取得できる。
[履修年数]１～２年
[募集対象]一般養成科：大学等を卒業した方
短期養成科：福祉系大学等で基礎科目を履修して卒業した方
[願書･申込受付]２月２５日（必着）まで
◆ＮＨＫ学園 生涯学習通信講座
教養から語学、資格まで、幅広いジャンルの講座が200以上あります。
[履修年数]３か月～１年（講座により異なる）
[募集対象]一般
[願書･申込受付]通年受付
【問い合わせ、案内書・願書の請求先】
〒186-8001 東京都国立市富士見台２－３６－２ ＮＨＫ学園広報
（フリーダイヤル）0120-06-8881
（電話）042-572-3151（代表）
（FAX）042-574-1006
（ＨＰ）http://www.n-gaku.jp
（文書取扱：総務課）
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臨時・非常勤職員の募集について
平成27年4月より西都市役所等に勤務する臨時・非常勤職員の募集について、次のようにお知らせします。
・職種及び勤務条件等
職

種

勤務時間

賃 金

勤務日

勤務場所

一般事務（臨時）

8 時 30 分～17 時 15 分

日額 5,700 円

月曜日～金曜日

市役所及び市関係施設

一般事務（非常勤）

週 29 時間以内

時間給

730 円

月曜日～金曜日

市役所及び市関係施設

保育士（臨時）

8 時 30 分～17 時 15 分

日額 6,200 円

月曜日～土曜日

保育所

※注1 保育士（臨時）については土曜日の勤務時間が8時30分～12時30分になります。
※注2 保育士については資格が必要です。（保育士証の写しを添付してください）
※注3 非常勤職員については勤務場所によって勤務時間が異なる場合があります。
・登録期間
随時登録中
・受付時間
8時30分～17時15分
・受付場所
西都市役所 総務課 職員係 （本庁舎３階）
・申込手続
履歴書に必要事項を自筆し、必ず写真を貼付の上、提出してください。
・履歴書の有効期間
応募を受け付けた日から１年間。
・応募資格
西都市在住で18歳以上の健康な男女（保育士については市外の方も応募できます）
ただし、次に該当する人は応募資格がありません。
・成年被後見人及び被保佐人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人。
・雇用方法
平成27年度中、市役所等で臨時・非常勤職員が必要になった時、登録された人の中から選考により、その都度雇用します。
なお、希望職種どおりにならない場合もあります。
・雇用期間
６カ月以内（更新することもあります）
・福利厚生
社会保険（健康保険、厚生年金保険）、労災・雇用保険、有給休暇制度あり。
・その他
採用された場合、雇用期間中は原則として許可がないと他の仕事をすることはできません。
履歴書の有効期限は１年間とし、その間採用されなかった場合は返却します。
雇用確保のため他の公共的団体等への紹介をする場合がありますが、支障がある場合は受付時にお申し出ください。
嘱託員等の募集については別途おこないますので、こちらでの登録とは別に応募が必要となります。
（文書取扱：総務課職員係 43-1111

内線3008）

市民課窓口業務嘱託員の募集について

国民年金事務嘱託職員の募集について

次のとおり募集します。

市民課年金係は、下記の職種について募集します。

職種

市民課窓口業務嘱託員

勤務時間

８時３０分から１７時１５分までの間で、１日６時間
以内とし、週２９時間以内とします。
（シフト勤務となります。）

勤務時間

週２９時間以内

福利厚生

社会保険、労災・雇用保険、有給休暇制度あり

福利厚生

社会保険、労災・雇用保険、有給休暇制度あり。

任用期間

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
※更新する場合があります（最長３年）

任用期間

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
※更新する場合があります。

募集人員

１名

募集人員

２名

勤務内容

国民年金事務

勤務内容

各種証明発行等窓口業務

報

月額 １５０，０００円

報酬

月額

募集期間

平成２７年２月２日（月）～２７日（金）

平成２７年２月２日（月）～２７日（金）
（土日、祝日を除く ８時３０分～１７時１５分）

受付時間

平日、午前９時～午後４時

募集期間

受付場所

西都市役所市民課年金係

応募資格

西都市在住の健康な方で、パソコンでの事務処理が可
能な方。

応募資格

国民年金事務に精通し、国民年金事務の従事経験者

応募方法

市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真貼付の上、
市民課市民窓口係へ申し込んでください。

応募方法

※市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載の上、
期間内に提出してください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。

採用方法

面接により選考します。

採用方法

面接による選考

問い合わせ先

市民課 市民窓口係 ４３－３６２３（直通）

職

１２０，０００円

種

酬

問い合わせ先

国民年金事務嘱託職員

西都市役所市民課年金係 ４３－１２２１（直通）
（文書取扱：市民課年金係）

（文書取扱：市民課市民窓口係）
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募集

Information

市税等徴収嘱託員の募集について
項

目

等

市税等徴収嘱託員

市教育委員会では、下記のとおり非常勤職員を募集します。

業 務

内 容

市税等の訪問催告業務等

募 集

人 員

１名

任 用

期 間

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

募 集

期 間

平成２７年２月２日（月）～２７日（金）

賃

金

勤 務 時 間 等

福 利
応 募

月額

●業務内容：学校給食牛乳等仕分け作業
●勤務場所：妻北小学校・妻南小学校

１３０，０００円

原則として、午前９時から午後８時までの間で、
１日６時間以内とし、週２９時間とします。
（変則勤務となります）

厚 生

社会保険（健康保険、厚生年金保険）・労災・雇
用保険・有給休暇制度あり

資 格

市内在住の健康な方で、パソコンによる事務及び
車の運転のできる方。市税等の滞納のない方。

応 募

方 法

※市販の履歴書に写真を添付し、必要事項記載の
上、市役所税務課市税収納係に申し込んでくだ
さい（郵送不可、直接持参してください）
※不採用の場合、提出された履歴書は返却します

採 用

方 法

面接により選考します。

問い合わせ先

学校給食配膳作業員の募集について

税務課 市税収納係 ３２－１００１（直通）
（文書取扱：税務課市税収納係）

●募集人員：各１名（計２名）
●勤務時間：午前１１時～午後１時（勤務学校における給食実施日）
●賃

金：時給７３０円

●雇用期間：平成２７年４月１日～９月３０日
（雇用期間は最大２年まで延長する場合があります）
●応募資格：市内在住で市税等に滞納が無い方
●応募方法：履歴書に必要事項を記入し、写真添付の上、直接持参くださ
い（郵送不可）
●受付期間：平成２７年２月２日（月）～１６日（月）
ただし、平日（月～金曜日）午前９時～午後５時
●受付場所：西都市学校給食センター
●採用方法：面接により選考いたします（面接日程は後日連絡します）
●問い合わせ先：西都市学校給食センター 43-2453
（文書取扱：教育政策課

学校給食係）

西都原ガイダンスセンターこのはな館
スタッフ募集について

法務局・人権擁護委員による
『人権・なやみごと相談所』を開設します
家庭内の問題(夫婦・親子、結婚・離婚、相続など)や、隣近所との
もめごと、いじめ、体罰などの問題に関するご相談をお受けします。
相談は無料で秘密厳守になっておりますので、お気軽においでくだ
さい。

西都市観光協会は、下記の職種についてスタッフを募集します。
●職
種：パートアルバイト
●勤務時間：早番 午前 ９時～午後１時
遅番 午後 １時～午後５時
（１日４時間でのシフト制、繁忙時期は時間延長の場合あり）
●休
日：週休２日

○日 時
○場 所
○相談員

●募集人員：１名
●勤務内容：販売及びレジ、レストラン調理補助、配膳等
●賃
金：時給７００円

２月１７日（火）
午前１０時から午後３時まで
市役所南庁舎１階
・人権擁護委員 齋 藤 武 征 委員
・人権擁護委員 池田 カズヨ 委員

その他関係機関でも、面談・電話による相談は平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで随時お受けしております。

●募集期間：２月２日（月）～２０日（金）
●受付時間：月曜～金曜
午前９時～午後５時
●受付場所：西都市観光協会（市庁舎北側駐車場横）
●応募資格：①西都市在住で１８歳以上の方
②市税に滞納がない方

関係機関名

電話番号

宮崎地方法務局人権擁護課

０９８５－２２－５１２４

人権相談ナビダイヤル

０５７０－００３－１１０

女性の人権ホットライン

０５７０－０７０－８１０

子どもの人権１１０番

０１２０－００７－１１０

●応募方法：履歴書に必要事項を自筆、写真添付のうえ期間内に西都市観
光協会まで提出してください。
●雇用期間：３月１日～３か月（更新する事もあります）
●採用方法：面接による選考

備考

全国統一ナビ

通話料無料

インターネット人権相談受付システム
○ パソコンから（大人・子ども共通）
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

●問い合わせ先：西都市観光協会 西都市聖陵町１丁目８８番地
４１－１５５７
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：市民協働推進課）
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Information

西都市青少年育成センタ―便り

子どもをネット犯罪から守るために
フィルタリングを活用しましょう
インターネットの普及により、携帯電話やスマートフォンなどは日常生
活に欠かせないコミュニケーションの道具になってきています。
しかし、そのような機器を知識のないまま判断力が十分育っていない子
どもに与えたり、子どもが不適切な使い方をしたりすることで、ネットい
じめや、非行に結びつく出会い、リベンジポルノなどの事件に巻き込まれ
るケースが年々増加しています。
そのような被害から子どもたちを守り、健全育成を図る上から、保護者
には18歳未満の青少年が利用するために携帯電話やスマートフォンを契約
する際、携帯電話会社に青少年が利用することを伝える義務があります。
また、保護者は、保護する青少年について、インターネット利用を適切
に管理し、適切に活用する能力の習得の促進に努めなければなりません。
子どもに携帯電話やスマートフォンを持たせる際には、子どもが有害情
報に触れないようにするために、フィルタリングの設定をすることが重要
です。特に、スマートフォンでは、無線LAN回線（wi-fiなど）を利用した
際でも有害サイトにつながらないようにするアプリ用のフィルタリングを
設定する必要があります。
子どものことで悩みは、ありませんか。
気軽にお電話ください。
４３－１６１６（しんみにいろいろ）
火・水・木曜日の原則として 午後１時～４時

（文書取扱：西都市青少年育成センター [社会教育課内 43-3479] ）

その他

西都市地域子育て支援センターつばさ館
平成２７年２月号
☆子育て支援センターは、主に家庭で子育てをしているお母様方とお子さ
んが集まり、情報交換したり、お子さんと一緒にみんなで遊べる交流の
場です！！（利用料は無料です）
<２月の行事予定>
３日（火）節分の豆まき（鬼登場）
４日（水）にこにこ広場（パオ）
AM１０:３０頃～
５日（木）誕生会(２月生まれ)
AM１０:３０～
９日（月）バレンタインカード作り ※随時 ～1３日まで
12日（木）給食試食会
※予約制 （１食３００円）
13日（金）リトミック
AM１０:３０頃～
16日（月）ひなまつり制作
※随時 ～28日まで
17日（火）給食試食会
※予約制 （１食３００円）
18日（水）ベビーマッサージ
※予約制 オイル代込５００円
19日（木）おでかけ支援（いきいき交流広場）AM１０:３０頃～
22日（日）まちなか地域福祉まつり参加
24日（火）親子クッキング
※予約制 材料費１５０円
25日（水）にこにこ広場（パオ）
AM１０:３０頃～
◆支援センターつばさ館概要（駐車場は横にあります）◆
【住
所】 西都市白馬町３番地（こどもの家保育園敷地内）
【連 絡 先】 ＴＥＬ：４３－１０４９ ＦＡＸ：４３－１０７９
【利 用 時 間】 月～金曜 ９～１５時 土曜 ９～１２時（育児相談可）
【子育て相談】 電話・来園・訪問でのご相談をお受けします。（随時）
【一 時 保 育】 料金・時間は１時間単位でのお預かりになります。
詳しいお問合せはお電話ください。
（１時間→３５０円、４時間→１０００円です）
【育児情報誌】 毎月１回 活動内容の情報発信（つばさ館便り）
【育 児 講 座】 年数回開催
（文書取扱：福祉事務所）

