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10 「平日夜間・土日もどうぞ！労働相談会」を開催します

ｎ

5 「おっぱい学級」を開催します

11 ワンストップ相談会を開催します

ｔ

宮崎労働局からのお知らせ～みやざきで働こう～

司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
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行政相談所のご案内

6 西都市公民館講座 受講生募集

12 消費生活に関する巡回相談のご案内

市営住宅の入居者募集について

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

7 「ふるさと就職説明会」参加者募集

その他

西都市市民協働推進委員会委員を公募します

13 図書館だより 3月号

■下表については回覧の際、有効にご利用ください。

※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.lg.jp
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Information

１

案内

乳幼児医療費資格証の交付について

子ども医療費資格証の交付について

平成３１年４月より、「子ども医療費助成制度」について未就学児の自
己負担額が無料になります。よって、平成３１年４月１日付で未就学児の
お子様については、新たに「乳幼児医療費受給資格証」を交付いたします
ので、３月中に新しい資格証交付の手続きを行ってください。
なお、対象となるお子様がいらっしゃる世帯には、福祉事務所から案内
及び申請書等を郵送します（３月上旬頃郵送予定です）。

平成３１年４月に小学生となるお子様については、現在お持ちの「乳幼
児医療費受給資格証」の有効期限が３月３１日までとなっております。４
月１日以降は、医療費が月額1,000円(調剤薬局は無料)の『子ども医療費
受給資格証』となりますので、３月中に新しい資格証交付の手続きを行っ
てください。
なお、対象となるお子様がいらっしゃる世帯には、福祉事務所から案内
及び申請書等を郵送します（３月上旬頃に郵送予定です）。

●手続きに必要なもの
・印鑑（シャチハタ不可）
・対象となるお子様の健康保険証（原本）
・郵送された資格証交付申請書
・対象となるお子様の「乳幼児医療費受給資格証」
●交付場所・日時
以下の日程で、資格証の交付を行いますのでお越しください。
月 日
時 間
場 所
３月１日(金)
８：３０～１２：００
西都市役所１階
～２９日(金)
１３：００～１７：１５
福祉事務所
(土日祝日除く)
上記の日程で都合がつかない場合は、以下の日時にお越しください。
月 日
時 間
場 所
３月２９日(金)
１７：１５～１９：００
西都市役所１階
３月３０日(土)
９：００～１２：００
福祉事務所
３月３１日(日)
１３：００～１７：００
※混雑などによりしばらくお待ちいただく場合がありますので、お時間に
余裕を持ってお越しください。
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 子育て支援係 ３２－１０２１）

●手続きに必要なもの
・印鑑（シャチハタ不可）
・対象となるお子様の健康保険証（原本）
・郵送された資格証交付申請書
・対象となるお子様の「乳幼児医療費受給資格証」
●交付場所・日時
以下の日程で、資格証の交付を行いますのでお越しください。
月 日
時 間
場所
３月１日（金）
８：３０～１２：００
西都市役所１階
～２９日（金）
１３：００～１７：１５
福祉事務所
(土日祝日除く)
上記の日程で都合がつかない場合は、以下の日時にお越しください。
月 日
時 間
場所
３月２９日(金)
１７：１５～１９：００
西都市役所１階
３月３０日(土)
９：００～１２：００
福祉事務所
３月３１日(日)
１３：００～１７：００
※混雑などによりしばらくお待ちいただく場合がありますので、お時間に
余裕を持ってお越しください。
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 子育て支援係 ３２－１０２１）

運転免許証更新(切り替え)のご案内
西都地区交通安全協会で『優良講習』『一般講習』『高齢者講習受講者』の運転免許更新(切り替え)ができます。
○優良講習・一般講習
毎週火・金曜日（祝祭日を除く）
受付（８時３０分～９時）のあと、法定の講習があります。
優良講習は９時３０分、一般講習は１０時頃には全て終了します。
○高齢者講習受講者
毎週月～金曜日（祝祭日を除く） 午前の部９時～１１時、午後の部１３時～１６時
更新手続きには、高齢者講習終了証明書が必要です。
○場所
西都地区交通安全協会 西都市小野崎２丁目１６番地（４３－０２９４）
○その他
免許証写真は当協会で撮影できます（４枚セット ５００円）。
新しい免許証は後日交付です。
ハガキに違反講習、初回講習と記載された方は運転免許センターでの更新になります。
～交通安全協会へのご加入をお願いします～
○交通安全協会とは？
悲惨な交通事故を防止するため、社会奉仕の精神に基づいて生まれた一般財団法人です。
○交通安全協会の主な活動（事業）
①広報啓発活動 ②交通安全教育活動 ③街頭交通指導 ④免許証更新事務 ⑤交通事故相談業務 ⑥チャイルドシート貸出 ⑦軽微違反者講習
○活動に必要な財源（協力費２千円）
交通安全協会への加入については任意加入でありますが、この協力費は西都地区交通安全協会が活動をする上で、主な財源となっております。
免許更新時にぜひご加入をよろしくお願いします。
○会員特典について
交通安全協会の会員を対象として、協賛店において、取扱商品の割引や施設利用料金の割引等の各種サービスをご利用いただけます。
詳しくは宮崎県交通安全協会のホームページをご覧ください。
○問い合せ先
西都地区交通安全協会 西都市小野崎２丁目１６番地（４３－０２９４）
（文書取扱：生活環境課）
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案内

農業用廃プラスチックの「特別収集日」について
【特別収集日時】
通常の農業用廃プラスチック収集日では収集できない、農業用廃プラス
チックを『 童子丸集積所 』にて、以下のとおり受入れます。
受入日時

受入地区

３月１１日（月）
９時 ～ １５時

全地区

※正午～午後１時は、休憩のため受入を中断します。
【持込可能なもの】 ※金属部品は、必ず除去してください。

被覆資材
シート類

ルートラップシート、光反射シート、防草シート、
サニーカーテン、サンサンカーテン、パオパオ、
寒冷紗、ブルーシート、シルバービニール、
あぜなみ、硬質フィルム、硬くなったビニール

ネット
ひも類

キュウリネット、防風ネット、サイレージネット、
サイレージ用ひも、バインダーひも、エスター線、
ダンバンド、ビニール耳ひも、プラ製ロープ(ひも)

容器類

コンテナ、水稲用育苗トレー、タンク、フレコン、
コンバイン(ハーベスター)用袋、固い育苗ポット

灌水資材類
農薬容器
その他

塩ビパイプ、塩ビバルブ、スプリンクラー、
固い点滴灌水用チューブ、ホース

【処理費用と支払方法】
処理費用

支払方法

１kgあたり
５４円

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)』で処理費をお支払
いください。

【注意事項】
※ガラス、ゴム、発泡スチロール、ビン類は、受入できません。
※ホリバー（害虫捕獲粘着板）は、受入できません。
※ネット類は、作物屑等の異物を取り除いてください。
※ブルーシート、コンバイン用袋、パイプ、パッカー、ホース、タンク等
は、金属部品を取り除いてから持ち込んでください。
※水稲用育苗トレーは、50cm程度にきれいに重ねてダンバンド等で両側２
か所をしっかり結束してから持ち込んでください。
※塩ビパイプは、必ず２ｍ程度に切断した後にダンバンド等で両側２か所
をしっかり結束してから持ち込んでください。
【農薬ポリ容器について】
※農薬ポリ容器は、容器とキャップの内側を洗浄してください。
※洗浄後は、よく乾かした後に容器とキャップを分別し、別々に透明な袋
に入れて持ち込んでください。
※中身が入っている、容器を洗浄していない、分別していない等、不適切
であると判断される場合は受入できません。

ポリ製農薬容器・キャップ、ポリ製農薬袋
パッカー、プラ製支柱、液肥キャップ、ツユトール

（文書取扱・問合せ：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：農政課 園芸特産係 ３２－１００３≫）

２歳児歯科健診・フッ化物塗布のご案内
乳歯は３歳までに生えそろい、生えたての乳歯は非常にむし歯になりや
すい状況にあります。西都市では、１歳６か月児はほとんどむし歯があり
ませんが、３歳児になると２人に１人はむし歯が見られます。
大切な乳歯をむし歯から守るため、２歳の時期に歯科健康診査・フッ化
物塗布を、無料で３回受けることができます。ぜひ利用しましょう。
〇対象：西都市に住所を有する２歳児
〇内容：歯科健診、フッ化物塗布、ブラッシング指導、食生活習慣指導
〇料金：無料（公費負担４,３４０円）
〇持参するもの：２歳児歯科健康診査受診票兼フッ化物塗布無料券、
母子健康手帳
※対象のお子さんには、２歳の誕生日の翌月に２歳児歯科健康診査受診票
兼フッ化物塗布無料券３回分を郵送します。２歳の誕生日から３歳の誕
生日の前日まで有効です。
＜受診できる歯科医院＞
上山歯科医院
尾本歯科医院
こひつじ歯科医院

かわの歯科医院

きずな歯科医院

すが歯科医院

たかみデンタル
野間歯科医院
クリニック
長谷川歯科医院
穂北はせがわ みふね通り歯科
歯科医院
クリニック
宮崎歯科福祉センター
※障がいのあるために、一般の歯科医院受診が困難な方への歯科治療を
実施します。
☆受診には予約が必要となりますので歯科医院にお問い合わせください。
☆上記内容以外の治療などを行う場合は、別途料金が必要となります。
各歯科医院にご確認ください。
（文書取扱・問合せ：健康管理課 健康推進係 43-1146）

Information

「祝！宮崎県初“日本遺産”おひろめかい」
を開催します
昨年、日本遺産に認定されました「古代人のモニュメント－台地に絵を
描く 南国宮崎の古墳景観－」のお披露目会を以下の内容で開催します。地
域の皆様と一緒に盛り上げていきたいと思います。是非、ご来場いただき
ますようお願い申し上げます。
〇日
時：２月２３日（土）１３時～１５時３０分
〇会
場：西都市文化ホール（ショッピングセンターＰＡＯ３階）
〇入
場：無料
〇発表内容
・南国宮崎の古墳景観ロゴマーク発表及び授賞式
・坂井淳子さん（ラジオパーソナリティー）と西都古墳まつり炎の祭典
古代楽団の皆さんによる「語りと音楽で贈る西都神話の世界」
・講演（演題：未定、講師：クラブツーリズム顧問 黒田尚嗣氏）
・ワーキンググループ事業発表会（案）
＊古墳関連「グッズ」、「食」に関するご案内
＊新たなイベント、ホームページ、ミュージカル等のお知らせ
＊今後の活動内容について
などのお話
【お問合せ先】
日本遺産 南国宮崎の古墳景観活用協議会 ワーキンググループ事務局
〒880-0805 宮崎市橘通東3-6-19 ＥＳＴ2ビル６階
（近畿日本ツーリスト九州宮崎支店内）
TEL：0985‐25‐4895 FAX：0985‐28‐0551
担当：田代・賀来・戸高
（文書取扱：社会教育課 文化財係）
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Information

「おっぱい学級」を開催します
「母乳だけで足りているのかな。
」
「おっぱいだけで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。
」
「卒乳はいつ頃どうやってするの？」
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「個別での相談と乳房のケア」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♪

５

催し・講座

宮崎労働局からのお知らせ
～みやざきで働こう～
「２０１９ みやざき春フェア～県内企業・自治体の情報満載～」を開催
します。県内の様々な産業、業種の企業約１３０社・自治体が参加します。
県内外の学生の皆さん、保護者の方、是非お集まりください。
保護者や地域の皆さんからも学生へのお声掛けをお願いします。

【日

程】3 月 6 日（水）13 時～16 時

【開 催 日 時】３月２０日（水）
１２時～１５時
受付
１３時～１５時３０分 企業・自治体アピールタイム

【場

所】西都市保健センター

【会

【内

容】助産師による個別相談・乳房ケア （1 組 20 分程度）
・計測

【対

象】西都市在住の産後から卒乳期のお子さんとお母さん

【定

員】6 組

【参加対象者】
・２０１９年３月大学等卒業者（既卒３年以内を含む）
・２０１９年３月新規高等学校卒業者（既卒３年以内を含む）
・２０２０年３月以降大学等卒業予定者（大学等１～３年生）
・一般求職者（職業訓練生）
・保護者及び学校関係者

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

【持ってくるもの】母子健康手帳・フェイスタオル 2 枚
【そ
【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、2 月 26 日（火）までに健康管理課 健康推進係
（43-1146）までお申し込みください。

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

の 他】参加費無料、履歴書不要、事前申込不要

【問合わせ先】宮崎労働局職業安定課 ０９８５－３８－８８２３

（文書取扱：商工観光課）

西都市公民館講座

受講生募集

市営住宅の入居者募集について
○「定期募集(抽選会)」について
１．抽選会開催月（奇数月）：５月・７月・９月・１１月・１月・３月
２．抽選会日時・会場
：毎回２０日前後、午前１０時開始、
西都市コミュニティセンターにて
３．入居申込
・申込用紙を記入の上、必要書類（住民票、所得証明書等）を添付し
てお申し込みください。
・申込受付月以降の直近開催月から抽選会に参加できます。
※３月抽選については、２月末までに申込完了の方が対象
４．抽選会開催の通知
・入居希望住宅が空家になった場合に、抽選会参加者として抽選会の
詳しい情報（空家状況、開催日時等）を通知します。

●スマートフォン講座
内容：初心者向けアプリ体験型スマートフォン講座です。
その他携帯に関する相談も行います。
日時：３月５日（火）１０時～１２時
場所：西都市公民館 会議室
募集：２０名募集
対象：西都市在住または在勤の方
●着物着付け講座
内容：初心者のための着物着付け講座です。
日時：３月８日（金）１３時～１５時
場所：西都市公民館 作法室
募集：１０名募集
対象：西都市在住または在勤の方
●コーヒーの入れ方講座
内容：初心者でも楽しめるコーヒーの淹れ方講座です。
日時：３月９日（土）１３時～１５時
場所：西都市公民館 調理室
募集：５名募集（参加費５００円）
対象：西都市在住または在勤の方
締切：２月２８日（木）
【申込方法】
社会教育課へ直接または電話でお申込みください。
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）。

○「随時募集」について
申込順に入居受付を行う随時募集も行っております。随時募集住宅の最
新の情報は以下までお問い合わせください。今回の定期募集住宅のうち、
一部の住宅について入居希望がない場合、抽選会終了後、随時募集に切り
替えます。なお、定期募集との同時の申込みはできませんのでご注意下さ
い。
※市営住宅の空き家数について
（平成31年1月31日現在）
住宅名
空家数 住宅名 空家数
住宅名
空家数
三宅
８ 国分
０ 宮之下
１
稚児ヶ池
５４ 島内
０ 鹿野田
８
稚児ヶ池南
４ 南方
２３ 山田
９
酒元
１０ 杉安
６ 都於郡
０
妻東
４ 椿原
５ 岩崎
１
白馬
３ たて野
０ 再開発
６
瀬口
６ 札の元
１ 合計
１４９
（文書取扱・問合せ：建築住宅課 住宅係 ４３－０３７９）

（文書取扱・問合せ：社会教育課 社会教育係 ４３－３４７９）
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「ふるさと就職説明会」参加者募集

西都市市民協働推進委員会委員を公募します

人材を求める県内企業とＵＩＪターン就職希望者、大学等新規卒業予定
者の出会いの場として、県外３会場で就職説明会を開催します。

「西都市市民協働推進委員会」は、西都市市民協働推進条例に基づき、
市民協働の推進に関する事項について調査、研究、審議等を行うための委
員会です。
この度、平成３１年３月をもって、現委員の任期が終了する事に伴い、
新たな委員の一部を公募いたします。市民活動や市民協働の推進に向け、
積極的に取り組んでいただける方のご応募をお待ちしています。

会場

開催日

場所

東京会場

３月２４日（日）

新宿エルタワー

福岡会場

４月

大阪会場

４月１４日（日）

６日（土）

アクロス福岡
阪急グランドビル

【開催時間】 １３時～１６時（受付１２時３０分～） ※全会場共通
【対 象 者】 ①ＵＩＪターン就職希望の一般求職者
②２０２０年３月大学等卒業予定者
【参加企業】 県内に事業所等を有し、県内で就業する人材を募集する企
業１１０社程度
※参加企業は、宮崎県庁ホームページでご確認ください。
（
「宮崎県ふるさと就職説明会」で検索）
【参 加 料】 無料（事前申込み不要）
【問合せ先】 宮崎県雇用労働政策課 ０９８５－２６－７１０５
（文書取扱：商工観光課）

職務内容：市民活動及び市民協働の推進に関し、必要な意見、提言、審査
などを行います。
会議は月１回程度、原則として平日の日中に行われます。
募集人数：４名以内
任
期：４月１日（月）から２年間
公募資格：①～⑤の条件すべてを満たす方
①西都市内に居住又は通勤、通学する方
②２０歳以上の方
③国及び地方公共団体の議員、職員ではない方
④市民と行政の協働について関心があり、積極的な参画意欲が
ある方
⑤委員会に出席可能な方
応募方法：「西都市市民協働推進委員会委員応募書（応募用紙）」に必要
事項を明記し、郵送、持参又はＦＡＸ、メールにて応募してく
ださい。応募用紙は本庁情報コーナー及び市民協働推進課にて
配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
募集期間：２月１５日（金）～３月１５日（金） ※必着
委員選考：応募用紙の内容の審査により委員を選考し、選考結果を各個人
にご連絡します。また、委員に選任された方の氏名を公表しま
す。
（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 ４３－１２０４）

支所窓口業務 非常勤職員（パート職員）
の募集について
市民課 市民窓口係は、以下の職種について募集します。
職
種 支所窓口業務 非常勤（パート）職員
勤 務 時 間 週29時間以内 （8：30～17：15）
福 利 厚 生 社会保険、労災・雇用保険、有給休暇制度有り
任 用 期 間 4月1日（月）～9月30日（月）※更新することもあります
募 集 人 員 若干名 （穂北支所・都於郡支所）
戸籍・住民基本台帳事務、印鑑の登録及び証明に係る事務
勤 務 内 容 （窓口での各種証明書交付、異動届受付処理、印鑑登録業
務等）及びパソコンデータ入力、文書作成等一般事務
報
酬 時給780円
募 集 期 間 2月15日（金）～28日（木）
受 付 時 間 平日、９時～１６時
受 付 場 所 西都市役所 市民課 市民窓口係
応 募 資 格 ・西都市内在住の方で、パソコンの操作ができる方
・市税等滞納のない方
※市販の履歴書に顔写真を貼付し必要事項を記載のうえ、
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 面接による選考
応 募 方 法

問 合 せ 先 市民課 市民窓口係

４３－３６２３（直通）

臨時職員・非常勤職員募集のお知らせ
総合政策課では、以下の通り臨時職員・非常勤職員を募集します。
募集人員：臨時職員3名程度、非常勤職員1名程度
募集締切：3月8日(金) 17時まで ※必着
応募方法：履歴書に写真を添付し、総合政策課 さいと力創造推進係まで郵
送または持参してください。
資格要件
西都市在住で、パソコンの基本操作（Excel・Ｗord等）ができる方
※ただし、次に該当する方は応募資格がありません。
○市税の滞納がある方
○成年被後見人又は被保佐人
○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を
受けることがなくなるまでの方
選考方法：面接により選考します。
※面接の日程・結果については直接連絡します。
雇用期間：4月1日（月）～9月30日（月） ※更新することもあります
勤務内容：ふるさと納税業務に関する事務補助
勤務条件
○賃
金 臨時職員：日給6,000円
非常勤職員：時給780円
※給与支払日は翌月10日となります。
○勤務時間 8時30分から17時15分までの間
※非常勤職員は週29時間以内（土・日・祝日は休み）
○加入保険 社会保険・雇用保険・労災保険
○そ の 他 有給休暇制度有り、昇給・手当ほか無し
問合せ先：総合政策課 さいと力創造推進係 （32-1011）
〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地

（文書取扱：市民課 市民窓口係）
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国民健康保険事業の嘱託員を募集します
募集業務

業務内容

募集
人員

報 酬

応募資格

月額120,000円

①基本的なパソコン操作が可能な方
②医療保険に関する知識・経験を有する方
※医療事務有資格者または医療機関等での実務経験
がある方を優先します。
③健康で市税等の滞納がない方
①基本的なパソコン操作が可能な方
②医療事務経験者または医療事務の資格を有する方
③健康で市税等の滞納がない方

窓口等業務嘱託員

国民健康保険窓口での資格手続
事務、保険給付手続事務等

特定健診等業務嘱託員

特定健診・特定保健指導事業に関
する事務（パソコンでのデータ処
理等）

１名

月額120,000円

特定健診等業務嘱託員
（保健師・看護師）

適正受診や早期介入などの訪問
指導、特定健診業務の補助等（保
健師または看護師）

２名

保健師：月額160,000円
看護師：月額150,000円

１名

①保健師または看護師の国家資格を有する方
②普通自動車免許をお持ちの方
③健康で市税等の滞納がない方

◆任用期間
◆勤務時間
◆福利厚生
◆応募方法

4月1日（月）～翌年3月31日（火） ※更新することもあります
原則として平日の9時から16時までの間で、1週29時間以内（ただし、業務により時間の変更または休日勤務があります。）
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
市販の履歴書に写真を貼付し、必要事項を記入の上、医療事務有資格者はその証の写し、保健師または看護師の方は免許証の写しを添えて
健康管理課 国保係に申し込んでください。
◆募集期間 3月7日（木）まで ※必着
◆選考方法 書類審査・面接により選考します。
◆問合せ先 健康管理課 国保係 ４３－０３７８

（文書取扱：健康管理課）

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団
水道メーター検針員募集について

「平日夜間・土日もどうぞ！労働相談会」
を開催します

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団では、水道メーターの検針員を募
集します。

宮崎県労働委員会では、労働者と使用者との間に生じた職場のトラブル
（パワハラ、賃金未払、解雇等）について、随時、秘密厳守・無料で相談
に応じています。
また、以下の日程で、平日夜間及び土曜日・日曜日にも相談をお受けす
る「平日夜間・土日もどうぞ！労働相談会」を開催します。

○業務内容

水道メーターを偶数月にハンディーターミナル（携帯用情報
端末）で検針する業務
○募集人員 ２～３名程度
○検針場所 西都市、新富町、高鍋町及び木城町で、一ツ瀬川と小丸川に
挟まれた台地
○委託契約期間 契約を締結してから１年以内とし、１年毎に更新
○委託料
検針１件あたり１１０円
※委託契約のため、社会保険、雇用保険はありません。
○募集資格 心身ともに健康な方
検針する交通手段をお持ちの方
○応募方法 履歴書に写真を貼り必要事項を記入の上、３月１５日（金）
までに提出してください（郵送可）
。
○選考方法 書類審査及び面接（面接の日時は後日お知らせします。）
なお、詳細につきましては、水道企業団（35-1381）までお問合せくださ
い。
【申込み及び問合せ先】
〒889-1406
宮崎県児湯郡新富町大字新田 15569 番地
一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 （担当：平谷、江川）35-1381

【受付期間】
２月１８日（月）～２４日（日）
（平日）８時３０分～１９時 （土曜・日曜）９時～１７時
※面談を希望される場合は、事前に電話連絡をお願いします。
【対象者】
県内の事業所に勤務する労働者及び使用者
【場所】
宮崎県労働委員会事務局
宮崎市橘通東１丁目９－１０（県庁３号館６階）
【相談方法】
電話、面談、FAX、インターネット（「宮崎県労働相談メール送信フォー
ム」で検索）
【お問合わせ先】
宮崎県労働委員会事務局
相談専用電話「働くあんしんサポートダイヤル」
TEL：０９８５－２６－７５３８ FAX：０９８５－２０－２７１５
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：農地林政課）
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ワンストップ相談会を開催します
3 月の自殺対策強化月間に合わせて、法律・経済・こころ・福祉などに関
する相談窓口を一箇所に設け、宮崎県民の皆様の悩みに関するご相談に専
門機関の相談員が対応します。
＜専門機関一覧＞
・宮崎県弁護士会
・宮崎県司法書士会
・宮崎県看護協会
・宮崎県臨床心理士会
・宮崎県精神保健福祉士会
・宮崎県自殺防止センター
・宮崎公共職業安定所（ハローワーク宮崎）
○日時：３月２日（土）
１０時３０分～１６時まで（受付終了１５時３０分）

11

相談

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：３月５日（火）、４月２日（火）
１３時～１６時
※相談時間はお一人約３０分です。
○場 所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○申込先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９
※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。
（文書取扱：生活環境課）

行政相談所のご案内

○場所：ハローワークプラザ宮崎（宮崎市大塚台西１丁目１ー３９）
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。

○対象：宮崎県在住の方
○費用：無料
○申し込み方法：事前申し込みは不要
○問合せ：宮崎県福祉保健課 地域福祉保健・自殺対策担当
TEL.０９８５－２６－７０７５

○定例行政相談所
日時：３月１４日（木）１０時～１２時まで
場所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○お問い合わせ 生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

（文書取扱：生活環境課）

消費生活に関する巡回相談のご案内
平成２９年４月１日より、西都・児湯、１市５町１村共同の「西都児湯
消費生活相談センター」を高鍋町役場内に開設し専門スタッフによる消費
生活相談を行っております。
この事業の一環として、スタッフが各市町村を毎月１回出張訪問しての
巡回相談を実施しております。
西都市では原則として毎月第３水曜日に巡回相談所を開設しております
ので、消費生活（悪質商法、架空請求、多重債務等）に関しての相談等が
ありましたら、この機会にぜひご利用下さい。

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
予約が必要ですので
高鍋年金事務所に電話でお申し込みください。
高鍋年金事務所では、年金に関する各種手続きについて出張相談を行っ
ています。老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談もできますの
で、ご利用ください。なお、予約が必要ですので高鍋年金事務所に電話で
お申し込みください。
【相談日】
【時 間】
【場 所】

〈巡回相談日程〉
○日 時：３月２０日（水）、４月１７日（水）
１０時～１５時まで（１２時～１３時を除く）
○場 所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○申込先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９
※予約が必要となりますので、必ず事前にお電話ください。

３月２０日（水）
午前１０時から１２時 午後１時から３時です。
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 ０９８３－２３－５１１１
【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付します。
（例：3/20の相談日の場合は、1/21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。

◇西都児湯消費生活相談センター◇
○平日の問い合わせ先
〒８８４－８６５５
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７番地
（高鍋町役場 町民生活課隣）０９８３－２３－２１１０
○開設時間
８時２５分～１７時１０分まで
（１２時～１３時を除く）
※電話での相談は上記時間帯に随時行っていますので、お気軽
にご相談ください。

（文書取扱：市民課）

（文書取扱：生活環境課）

Information

12

相談

Information
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その他

西都市立図書館(43-0584)

●●●図書館まつりご案内●●●
３月３日（日）図書館まつりを開催します。
○９時～

市内保育園・認定こども園児の読書感想画
（３月３日（日）～１０日（日）館内展示）

○１０時～

多読賞表彰式
古本市
古本・古雑誌を無料で進呈。事前持ち込み可
能（図鑑や辞典は不可）

○１０時～１２時

ワークショップ
★耳が痛くならないイヤリング
★赤ちゃんお昼寝アート
★天然石アクセサリー
★手作りナチュラル麻ひもガーランド
（事前申込み・材料費が必要）

3月の休館日

【一般図書新刊のご案内】
◎毎日ラクラク！中高生のお弁当３０４ （成沢 正胡）
◎ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本 （和田 高士）
◎６５歳からでは遅すぎる!!超長寿時代の人生設計 （布施 克彦）
◎ダイソーハンドメイドＢＯＯＫ （光文社）
◎ゼロトレ （石村 友見）
◎知っておきたい法事・仏事のすべて （主婦の友社）
◎０・１・２歳児のキュートな壁面＆ルームグッズ (チャイルド本社)
◎人生１００年時代の年金戦略 （田村 正之）
【児童図書新刊のご案内】

○１１時～１１時３０分 読み聞かせ
※まつり当日は、館内全室をイベントに使用するため、学習室等の使用
ができませんのでご了承ください。
児童室・閲覧室は午後より使用できます。
※詳しい内容はホームページ・フェイスブックをご覧ください。

4・11・18・25日

☆は絵本です

☆じしんだ! （ラビッツアイ）
☆かくれているのはだあれ？ （＊すまいるママ＊）
☆かぞえてみよう！ミニオンかずのえほん （小学館）
☆いぬとぼく、おなじひにうまれた （のぶみ）
◎まいて観察!たね図鑑２野草のたね （おくやまひさし）
◎ほっとけない神様図鑑 （椙山 林継）
◎ジヘーショーのバナやん （成沢 真介）

【図書館Q＆A】
Q：古い雑誌を読みたいのですが・・・
A：雑誌は、バックナンバー（過去１年分所蔵）の貸出ができます（最
新版については貸出不可）。館内に置いていない分もありますので、
カウンターにお尋ねください。
（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係

TEL 43－0584 FAX 41-1113）

