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こんね！四季を彩るロマンのまち西都

お 知らせ

編集・発行 西都市役所総務課
ＴＥＬ０９８３（４３）１１１１ ＦＡＸ０９８３（４３）２０６７
発行 毎月１日・１５日

ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

案内

相談

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

1 農家の皆様へ（農業用廃プラの収集業務）
2 はり・きゅう・マッサージ等施術料助成の申請・更新についてお知らせです
3 平成25年4月1日から後期高齢者医療の保険証が切り替わります
平成25年4月1日から低体重児の届出・
未熟児養育医療の給付申請窓口が西都市に変わります
4 平成25年度 重度障害者タクシー料金助成事業のお知らせ
介護予防のための「基本チェックリスト」にご協力ください
5 平成25年度 市営住宅の抽選会について
ボランティア清掃活動を行う団体等にごみ袋を配布しています
ごみ集積所の管理をお願いします
6 住宅用太陽光発電システム設置に対する補助について

9 不動産鑑定士による不動産の無料相談会
行政相談所のご案内
司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
10 こころの相談窓口のご紹介

その他
11 西都警察署ニュース
西都市地域子育て支援センター・つばさ館
12 図書館だより４月号

年度当初の
年度当初の西都市役所 窓口開庁のご
窓口開庁のご案内
のご案内

催し・講座
6 「おっぱい学級」を開催します
西都市市制55周年 西都花まつり
7 「原爆と戦争・西都空襲展」が開催されます

年度当初における
年度当初における転入
における転入・
転入・転出の
転出の手続きのため
手続きのため、
きのため、下記のとおり
下記のとおり時間外
のとおり時間外の
時間外の開庁を
開庁を行います。
います。
【実施日】
実施日】４月１日（月）、２
）、２日（火） 【時間
【時間】
時間】１７：
１７：１５～
１５～１９：
１９：００
【実施課および
実施課および取扱業務
および取扱業務】
取扱業務】※転入・
転入・転出に
転出に係る手続きに
手続きに限
きに限ります。
ります。
課名
係名
取扱業務
市民課
市民窓口係（
○転入・
市民窓口係（４３－
４３－３６２３）
３６２３）
転入・転出・
転出・転居等届出
年金係（
○証明書の
年金係（４３－
４３－１２２１）
１２２１）
証明書の発行（
発行（住民票関係、
住民票関係、戸籍関係）
戸籍関係）
※ただし広域交付住民票
ただし広域交付住民票は
広域交付住民票は除きます
健康管理課 国保係（
○資格取得・
国保係（４３－
４３－０３７８）
０３７８）
資格取得・喪失手続
○保険証等の
保険証等の交付・
交付・回収

募集
7 第4回 さいと活き活きウォーキング大会参加者募集
8 平成25年度 高齢者教室生募集
平成25年度 このはな学園 学園生募集

■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。

※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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★FM宮崎(83.2メガヘルツ)のラジオ放送で毎週土曜日の12時30分から12時55分まで、西都市の広報番組「発見！探検！ラジオ de さいと」が好評放送中。

Information

１

案内

農家の
農家の皆様へ
皆様へ（農業用廃プラの
農業用廃プラの収集業務
プラの収集業務）
収集業務）
農業用廃プラ排出の際には「農業用使用済プラスチック排出者カード」の提示をお願いします。
排出の際はカードを必ず持参していただき、登録申請書の提出がまだの方は、早めの手続きをお願いします。
「農業用使用済プラスチック排出者カード」がお手元にない場合は、新規登録・再発行申請の手続きをお願いします。
平成２５年度の持ち込み日、並びに注意点についてお知らせいたします。
（平成２５年７月以降の収集については６月頃お知らせします）
持 込 日
集積所
種
類
４
月
５
月
６
月
ビニール
８日
１３日
３日
１３日
童子丸集積所
ポリ
２２日
－
１７日
２２日
１７日
ビニール
１５日
日
２０日
日
１０日
１５
２０
１０日
三財集積所
ポリ
－
２７日
２４日
２７日
２４日
持込時間
午前９時～午後４時（１２時～１時までは休憩のため受け入れ中断）
分
類
○ 持 ち 込 め る も の
ビニール
塩化ビニール
ビニール
塩化ビニール
ポリ
処理費用
注意事項

ポリフィルム・シルバーポリ・谷
ポリフィルム・シルバーポリ・谷シート・肥料袋
シート・肥料袋・
肥料袋・暖房用ダクト・
暖房用ダクト・PO
ダクト・PO系
PO系フィルム・プチプチ・サイレージラップ・育苗
フィルム・プチプチ・サイレージラップ・育苗ポット
育苗ポット

（注）上記の持ち込めるもの以外については、特別収集で処理します。絶対
絶対に
絶対に持ち込まず、
まず、各自保管しておいて
各自保管しておいて下
しておいて下さい。
さい。
トラックスケールで計量し、処理料を現金又
現金又は
現金又は農業用使用済プラスチック
農業用使用済プラスチック排出者
プラスチック排出者カード
排出者カード（
カード（デポジット）
デポジット）でお支払い下さい。
☆ビニール １ｋｇあたり
３円
☆ポリ １ｋｇあたり
ｋｇあたり
ｋｇあたり １５円
１５円
・ビニール、ポリは持ち込み日を別々に設定しております。上記分類表に従い、分別して持ち込んで下さい。
・ビニールは長さ１ｍ、幅５０㎝、重さ２０kg程度、ポリは１０kg程度にまとめ、どちらも耳ひもやダンバンドを使用して結束して下さい。
・サイドの耳ひもは抜いて下さい。（ビニールをはぐ前にヒモを抜いておくと簡単です。）
・作物屑、針金等、異物の混入がないよう注意して下さい。
※上記持込日以外の持ち込みを希望される方や急がれる方については、直接、下記の業者へ持ち込んで下さい。
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
電話：０９８５－３９－２２６１
●ビニール：月曜日～金曜日（祝祭日除く）
●ポリ：月曜日～金曜日（祝祭日除く）
持込時間
午前９時～午後４時
年度初め、ゴールデンウィークは変更の可能性があります、事前に処理場にご確認ください。
西都市農業用廃プラスチック
西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
プラスチック適正処理対策推進協議会（
適正処理対策推進協議会（事務局：
事務局：西都市農林振興課園芸特産係 ４３－
４３－０３８２）
３８２）
（文書取扱：農林振興課）

～後期高齢者医療制度に
後期高齢者医療制度に加入されている
加入されている皆
されている皆さまへ～
さまへ～
はり・きゅう・マッサージ等施術料助成
はり・きゅう・マッサージ等施術料助成の
等施術料助成の申請・
申請・更新についてお
更新についてお知
についてお知らせです
後期高齢者医療制度に加入されている方で、健康増進のために、はり・きゅう・
マッサージの施術所に通われる場合には、施術料の助成を受けることができます。
○助成金額…１回につき1,000円以内
○助成回数の限度…１日につき１回・年２４回まで

平成２
平成２５年度
宮崎県後期高齢者医療広域連合

助成を受ける際には、各施術所にて「はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受
療証」の提示が必要です。
受療証の必要な方は、下記のとおり申請をお願いします。申請は代理の方でも可
能です。

有 効 期 限

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証

交 付 番 号
被保険者番号

受 療

申 請 日 時…平成２５年４月以降、随時受付けます。
申 請 場 所…市役所２階・健康管理課 高齢者医療係
持参するもの…助成を受けられる方の保険証と印鑑（認め印）
代理の場合は、その方の身分を証明できるもの

氏

名

者
生年月日

【現在、受療証をお持ちの方】
受療証の有効期限は平成２５年３月３１日となっていますので、更新を希望され
る方も上記のとおり手続きをしてください。期限を過ぎた受療証は使用できません
ので返却をお願いします。

保険者

◆問い合わせ先◆
健康管理課高齢者医療係 ４３－０３７８

名称印

宮崎県後期高齢者医療広域連合

交付年月日
（文書取扱：健康管理課高齢者医療係）

Information

２

「はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証」（表）
【淡い黄色】

案内

Information

平成２５
平成２５年
２５年４月１日から
後期高齢者医療の
後期高齢者医療の
保険証が
保険証が切り替わります
現在お手持ちの後期高齢者医療（７５歳以上の方全員、及び
宮崎県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた６５歳から７４
歳の方で一定の障がい状態にある方）の保険証については有効
期限が平成２５年３月３１日までとなっております。
平成２５年４月１日から有効の保険証へ下記のとおり切り替
わりますので、病院等へ提示する際にはご注意ください。

３

案内

平成２５
平成２５年
２５年４月１日から
低体重児の
低体重児の届出・
届出・未熟児養育医療の
未熟児養育医療の
給付申請窓口が
給付申請窓口が西都市に
西都市に変わります
（１） 県から市町村に移譲される母子保健法関係事務
・低体重児の届出受理
・未熟児の訪問
・未熟児養育医療の給付
（２）保護者からの申請・届出先が変更となる手続き

○新しい保険証の形や大きさは、これまでのものと同じですが、
色がオレンジ
オレンジ色
オレンジ色から淡
から淡い緑色に替わります。
緑色
○新しい保険証の有効期限は、平成２８年７月３１日です。
○新しい保険証は、３月下旬までにご本人あてに届きます。
○新しい保険証が届きましたら、住所・氏名・生年月日をご確
認ください。
○これまでお持ちの有効期限を過ぎた保険証は使用できません
ので、市役所健康管理課まで返却いただくか、ご自身で処分
してください。なお、ご自身で処分される際には、そのまま
捨てず、個人情報が漏れないようハサミなどで裁断してから
処分されるようお願いします。
○新しい保険証は、なくさないよう大切に保管してください。

低体重児の届出
低体重児の届出は、出生児の体重が2,500ｇ未満の場合に保護者が届出
を行うものです。
このことにより、未熟児の出生を速やかに把握し、早期に適切な養育
が行われるよう保護者に対し支援を行うことができます。
未熟児養育医療の給付申請
未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000ｇ以下または身体の発育が未
熟のまま出生した子どもで、指定医療機関へ入院し、養育を行う必要の
ある子どもに対して、保護者が申請により医療の給付を行う制度です。
所得に応じて費用の一部負担があります。

【問い合わせ先】健康管理課高齢者医療係

４３－０３７８

（文書取扱：健康管理課）

（文書取扱：健康管理課健康推進係 ４３－１１４６）

平成２５
重度障害者タクシー
タクシー
平成２５年度
２５年度 重度障害者
料金助成事業のお
料金助成事業のお知
のお知らせ

介護予防のための
介護予防のための
「基本チェックリスト
基本チェックリスト」
チェックリスト」にご協力
にご協力ください
協力ください

《タクシー利用券
タクシー利用券を
利用券を４月１日から交付
から交付します
交付します》
します》
【対

「基本チェックリスト」とは、６５歳以上の方を対象に、日常生活に必

象 者】市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方
１．身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が１級
または２級に該当する方
２．療育手帳の交付を受け、障がいの程度がAに該当する方
３．精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度
が１級に該当する方

要な機能の低下がみられないかをチェックするためのもので、近い将来、
介護が必要となるかを判断するための大切な調査です。
チェック項目は、運動器、栄養、口腔等の２５項目で、身長と体重の記
入と「はい」「いいえ」で答える質問となっています。
平成２５年４月初めに、基本チェックリストを郵送しますので、普段の
生活の様子を思いうかべながら、ご回答いただき、同封の返信用封筒（切
手不要）にてご返送をお願いします。

※障がいを理由に自動車税減免（軽自動車税の減免を除く）を受けてい

６５歳以上の方で、介護保険の要支援や要介護の認

る方、また施設に入所中の方は該当しません。

定を受けていない方。
対象者

【助 成 額 等】タクシー利用券２４枚（４月申請決定のとき）

今回は約２，５００名の方に送付します。

※１枚につき小型タクシー基本料金の額。

（※入院中及び入所中の方は返送不要です。）

※申請月により交付枚数が変わります。
【申

３年間に分けて全ての対象者に送付する予定です。

返送期限

込 先】手帳と印鑑をご持参のうえ福祉事務所障害福祉係にてお申

返送後

し込みください。

の流れ

※ご不明な点は、福祉事務所障害福祉係までお問い合わせください。
【問い合わせ】福祉事務所障害福祉係 ４３‐１２０６

４月３０日（火）までにお願いします。
基本チェックリストの結果により、生活機能の低下
が疑われる方には、介護予防事業のご案内を送付い
たします。

※ご不明な点は下記までお問い合わせください。
問い合わせ先：健康管理課介護保険係 ４３－３０２４

（文書取扱：福祉事務所障害福祉係）

Information

（文書取扱：健康管理課介護保険係）

４

案内

Information

平成２５
平成２５年度市営住宅
２５年度市営住宅の
年度市営住宅の抽選会について
抽選会について
平成２５年度の西都市営住宅補充入居者抽選会は、下記のとおり実施す
る予定です。

４月・５月・７月・９月・１１月・１月・３月
２．抽 選 会 日 時
毎回１５日前後、午前１０時開始
居

申

案内

ボランティア清掃活動
ボランティア清掃活動を
清掃活動を行う
団体等にごみ
団体等にごみ袋
にごみ袋を配布しています
配布しています
市では地域の環境美化を推進するため、ボランティア清掃活動を行われ
る団体等にごみ袋を無料で配布しております。大いにご活用ください。

１．抽 選 会 開 催 月

３．入

５

込

・申込は随時受付けしています。申込用紙を記入のうえ、必要書類（
住民票、所得証明等）を添付してお申込みください。
・申込受付の翌月から抽選会に参加できます。
・申込時に入居を希望する住宅を指定してください。（地区指定可）

○申請方法
市役所生活環境課にてお渡しする申請書に必要事項を記入していただき
提出をお願いします。
対象となる清掃活動は、道路や広場など市民が自由に利用できる公共の
場の清掃作業のみとさせていただきます。
○分別方法と回収方法
申請時に回収希望場所や希望日時についてお知らせください。分別方法
と合わせて打合せを行います。
※なお、ご不明な点等ありましたら下記までお問い合わせ下さい。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

４．抽選会開催の
抽選会開催の通知
入居を希望した住宅（地区）が空家になった場合に、抽選会対象者とし
て抽選会の詳しい情報（空家状況、日時、会場等）を通知します。
※もっと詳しい情報が必要な方は、来庁されるか、下記まで電話してくだ
さい。
【お問い合わせ先】建築住宅課住宅係 ４３－０３７９（課直通）
（文書取扱：建築住宅課）

ごみ集積所
ごみ集積所の
集積所の管理をお
管理をお願
をお願いします
いよいよ今年度も年度末が近付き引っ越しシーズンとなりました。
ごみ集積所の中には分別の間違いなどで収集されず、ごみが残ったまま
になっている所もあるようです。一度、皆様が使用されているごみ集積所
をご確認いただければと思います。
ごみ集積所の管理は利用されている皆様の責務となっております。それ
ぞれ集積所の環境美化に努めていただきますようお願い致します。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電 システム設置
システム 設置に
設置 に
対 する補助
する 補助について
補助 について
平成２５年度の新たな事業として、地球環境問題に自ら取り組む市
民を支援し、環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽
光発電システムの設置についての補助金を予算に計上しています。
平成２５年度に太陽光発電システムの設置を計画されている方は、
総合政策課企画政策係までご相談ください。
（文書取扱・問い合わせ先：総合政策課企画政策係

西都市市制５５
西都市市制５５周年
５５周年 西都花まつり
西都花まつり
春の西都原古墳群では、2,000本の桜と30万本の菜の花によるピンクと黄
色の色鮮やかなコントラストが楽しめます。
また、3月30日（土）から4月7日（日）の9日間は、満開の桜と菜の花を
背景に「西都花まつり」が開催され、ライトアップによる夜桜や宝探しな
どの楽しいイベントが盛りだくさんです。
ぜひ、「花見が楽しめる都市公園全国第６位」の西都原古墳群で春を満
喫しませんか？

４３－０３８０）

＜西都原の花の見頃＞
１．菜の花：３月１５日頃～４月１０日頃まで
２．桜：３月末～４月上旬
３．ミツバツツジ：４月１０日頃～
※天候に左右されるため、あくまでも目安です。
開花状況は西都市観光協会（41-1557）までお問い合わせください。

「おっぱい学級
おっぱい学級」
学級」を開催します
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♪
【日 程】4月10日（水）13時～16時
【場 所】西都市保健センター
【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】産後から卒乳期のお子さんとお母さん
【人 数】6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、4月5日(金）までに健康管理課（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）

Information

＜西都花まつりの概要＞
１．期
間：3月30日（土）～4月7日（日）
２．時
間：10時～22時（日曜～木曜は21時まで）
３．場
所：特別史跡公園西都原古墳群
４．イベント：夜桜のライトアップ、地場産品販売、「西都菜の花レ
ディ」による花の苗の無料配布、桜の苗木（ソメイヨ
シノ）の無料配布、西都市市制55周年記念 55の宝探
しなど
５．出
店：約70店舗
６．駐 車 場：約1,000台（無料）
７．そ の 他：3月29日（金）は、花まつりプレオープンとして10時～
17時まで特別に地場産品等の販売を行います。
○問い合わせ先：西都花まつり実行委員会（西都商工会議所内） 43-2111
又は、西都市観光協会
41-1557
（文書取扱：商工観光課）

６

催し・講座

Information

「原爆と
原爆と戦争・
戦争・西都空襲展」
西都空襲展」が開催されます
開催されます
戦争体験者の方などが子どもたちや若い世代にふるさとの歴史と戦争体
験を語り継ぐ集い「原爆と戦争・西都空襲展」が開催されます。
期間：３月２９日（金）～３１日（日）
会場：西都市公民館 １階 展示室
料金：無料
【展示】時 間：９時～１９時
内 容：原爆と戦争・西都空襲の写真や資料の展示
【特別企画】戦争を語り継ぐ３世代の集い
日にち
時間
語り部
１０時～１２時
弥勒祐徳さん、日高不二夫さん
３月
穴見昭二さん、上野良子さん、
２９日(金) １４時～１６時
津山政信さん
松浦百合子さん、岩田チエ子さん、
１０時～１２時
吉野ミサオさん、榎本朗喬さん
３月
３０日(土)
関屋忠文さん、河野晃さん、
１４時～１６時
金丸鋼造さん
３月
１０時～１２時
中島忠さん、成合和雄さん
３１日(日) １４時～１６時
吉野忠康さん、鬼塚勇作さん
【紙芝居・えほんの読み聞かせ】 時間：１２時～１２時３０分
【映画上映】 時間：１２時３０分～１４時
上映作品：３月２９日（金）「はだしのゲン」
３月３０日（土）「対馬丸」
３月３１日（日）「ビルマの竪琴」
【主催】「原爆と戦争・西都空襲展」実行委員会
（顧問・弥勒祐徳、代表・日高不二夫）
【後援】宮崎県教育委員会、西都市教育委員会
【問い合わせ】実行委員会 事務局 ０９０－６８９１－１２５４
（文書取扱：総務課）

７

催し・講座／募集

第４回 さいと活
さいと活き活きウォーキング大会
きウォーキング大会
参加者
参加者募集
歴史と花に包まれた西都原台地でウォーキングを楽しみませんか。
コース沿いのミツバツツジ、八重桜等が見頃です。
【日

時】4月14日（日）9時30分スタート

【受

付】西都原運動公園陸上競技場

※小雨決行

8時30分～

【コース】運動公園➔西都原公園➔運動公園【周回コースの約８ｋｍ】
※所要時間 約2時間
【申込先】第4回 さいと活き活きウォーキング大会事務局
〒881-0005 西都市大字三宅2503番地5 成合三明宛
電話090-5941-7684 Ｅ-meil:spqd2u79@globe.ocn.ne.jp
中山スポーツ店内でも申込できます。
電話：42-3846 ＦＡＸ：42-4138
※当日申込みも可能ですが、保険加入の関係からできるだけ
事前に申込みをお願いします。
※小学生以下の申込は、保護者同伴でお願いします。
【参加料】大人300円
高校生以下100円 （保険料等）
※参加料は保険加入等の関係から、返金はいたしません。
【締切日】4月8日（月）
【主 催】ＮＰＯ法人 活き活きスポーツさいと
【共 催】西都ウォーキングクラブ
（文書取扱：市民協働推進課）

平成２５
平成２５年度高齢者教室生募集
２５年度高齢者教室生募集

平成２５
平成２５年度
２５年度このはな
年度このはな学園
このはな学園 学園生募集

あなたのお近くの公民館・地区館で６５歳以上の方が参加できます。

学ぶ喜び、集う楽しさ、生き生き生涯学習、友だちづくりの場として「こ
のはな学園」を開設します。
月一回、心身のリフレッシュをしませんか。

１ 場

所

２ 募集人数

妻地区は西都市公民館で、他の地区は最寄の地区館。
２５名程度

３ 期間・
期間・時間 平成２５年５月から平成２６年２月まで（１０ヶ月）
（原則として毎月１回、午前９時３０分～１２時）
４ 主な学習内容

次のようなことを学習していきます。
①健康増進と食生活
②パークゴルフ
③市内外の施設見学
④生活と福祉
⑤子供とのふれあい活動
⑥暮らしに役立つ法律
⑦人権学習
⑧市政についての講話
⑨歴史・新聞学習
⑩その他

５ 申込方法 電話で「住所、氏名、年齢、電話番号」をお知らせくださ
い。
※受付の締め切りは４月１８日（木）です。
６ 申込先

各地区の方は、各支所に申し込んで下さい。
妻地区の方は、直接西都市公民館に申し込んで下さい。
西都市公民館内 社会教育課（成人教育係） ４３－３４７９
穂北支所
４３－１１１３
都於郡支所 ４４－５２２２
三納支所
４５－１１１１
東米良支所 ４９－３０３１
三財支所
４４－５１１１

７ 開級式

開級式は、５月第３週頃の予定です。
申込者には「ハガキでご案内」いたします。

１ 入園対象者 西都市在住の６９歳以下の方

募集人員

２５名程度

２ 学習会場 西都市公民館及び各施設（見学等）
３ 期間・
期間・時間 平成２５年５月から平成２６年２月まで（１０ヶ月）
（原則として毎月１回、午前９時３０分～１２時）
４ 主な学習内容 次のようなことを学習していきます。
①健康と食生活
②世代間交流
③パークゴルフ
④環境問題・生活と福祉
⑤市内外の視察研修
⑥暮らしに役立つ身近な法律
⑦歴史・新聞学習
⑧人権学習
⑨消費生活
⑩その他
５

申込方法 電話で「住所、氏名、生年月日(年齢)、電話番号」をお知
らせください。
※受付の締め切りは４月１８日（木）です。

６ 申 込 先 西都市公民館（社会教育課成人教育係）４３－３４７９
７ 開 級 式 ５月第３週頃の予定です。
申込者には「ハガキでご案内」いたします。
（文書取扱：社会教育課）

（文書取扱：社会教育課）

Information

８

募集

Information

不動産鑑定士による
不動産鑑定士による不動産
による不動産の
不動産の無料相談会
不動産鑑定士で組織される社団法人宮崎県不動産鑑定士協会では、「平
成２５年地価公示」の結果発表の時期にあわせ、県民の皆さまの質疑に応
えるため「不動産無料相談会」を開催します。
【日
時】４月１３日（土）１０時～１３時
【会
場】宮崎県立図書館（宮崎市）
【相談内容】地価調査の内容、地価公示・調査等を利用した簡易な地価水
準の求め方、土地建物の価格、賃料、その他不動産の有効利
用等に関するカウンセリング
【相 談 員】宮崎県不動産鑑定士協会所属の不動産鑑定士 １０人
【共
催】宮崎県立図書館
【後
援】国土交通省、宮崎県
【連 絡 先】社団法人 宮崎県不動産鑑定士協会
事務局 ０９８５－２９－３３８９
（文書取扱：総務課）

行政相談所のご
行政相談所のご案内
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、郵
便事業株式会社等）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：４月１１日（木） １０：００～１２：００
場 所：西都市役所南庁舎２階 小会議室
○お問い合わせ 生活環境課市民生活係 ４３－３４８５
（文書取扱：生活環境課）

９

相談

司法書士による
司法書士による消費生活無料相談
による消費生活無料相談を
消費生活無料相談を
ご利用ください
利用ください
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。
○開催日時：４月２日（火）午後１時から午後４時
５月７日（火）午後１時から午後４時
※相談時間はお一人約30分です。
○開催場所：西都市役所 南庁舎
○申込先：西都市生活環境課 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。
（文書取扱：生活環境課）

高鍋年金事務所が
高鍋年金事務所が出張年金相談を
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】 ４月１８日（木） ※次回は５月１６日（木）
【時 間】 午前１０時～１２時、午後１時～３時
【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
【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付開始
（例：4/18の相談日の場合は、3/18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・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。
（文書取扱・問い合わせ先：市民課年金係 ４３－１２２１）

こころの相談窓口
こころの相談窓口のご
相談窓口のご紹介
のご紹介 ～ひとりで悩
ひとりで悩まずに、
まずに、誰かに話
かに話してみませんか？～
してみませんか？～
誰かに話
かに話をするだけで、
をするだけで、気持ちが
気持ちが楽
ちが楽になることもあります。
になることもあります。あなたの力
あなたの力になれる相談先
になれる相談先・
相談先・専門家が
専門家が見つかるかもしれません。
つかるかもしれません。
こころや健康
健康・
こころや
健康・生活などの
生活などの悩
などの悩みについて専門
みについて専門の
専門の相談機関に
相談機関に話してみませんか？
してみませんか？
高鍋保健所 高鍋町大字蚊口浦5120-1 電話 22-1330
☆心の健康相談（無料）
相 談 日：毎月第4水曜日 午後2時～4時（予約制）
相談内容：統合失調症や躁うつ病、薬物やアルコール、ギャンブル、
引きこもり状態等の心の健康に関する問題でお悩みの本
人・家族等の相談に精神科医・保健師が応じます。

宮崎県精神保健福祉センター
宮崎県精神保健福祉センター宮崎市霧島1-1-2（県総合保健センター4階）
センター
☆精神科医による
予約受付電話 0985精神科医による診療相談
による診療相談（
診療相談（無料）
無料）
0985-2727-5663
相 談 日
相
談
内
容
ストレス
毎月第1・3木曜日
自殺対策の一環としてメンタルヘル
専門診療
毎月第2・4月曜日
スに関することやストレス、うつ病
相談
午後2時～4時
等で悩む本人や家族等の個別相談に
（予約制）
精神科医が応じます。
一般診療
毎月第1・3水曜日
精神科の病気、心の健康に関する問
相談
午後2時～4時
題など精神保健一般について精神科
（予約制）
医が相談に応じます。
薬物関連
毎月第1・3月曜日
薬物やアルコール、ギャンブル等の
診療相談
午後2時～4時
問題で悩む本人並びに家族等の個別
（予約制）
相談に専門の精神科医が応じます。

ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人 宮崎自殺防止センター
宮崎自殺防止センター 相談専用電話0985-77-9090
☆電話相談
相 談 日：毎週日・水・金曜日
午後8時～11時
☆ランタンのつどい（自死遺族のつどい）
開 催 日：原則として毎月第2土曜日 午後2時～4時
場
所：宮崎市民プラザ
※大切な人を自死で亡くされた方々がそれぞれの想いを分かち合う
つどいです。

思春期
毎月1～2回不定期
思春期の精神的不調等の問題で悩む
精神保健
午後2時～4時
本人並びに家族等の個別相談に専門
診療相談
（予約制）
の精神科医が応じます。
☆電話相談「
相談専用電話 0985電話相談「こころの電話
こころの電話」
電話」
0985-3232-5566
相 談 日：平日月曜日～金曜日（祝祭日・12/29～1/3を除く）
午前9時～午後7時
※特定の相談に限定することなく様々な悩みを幅広くお受けしています。
今の辛い気持ちをただ聴いてもらいたい方もお気軽にご利用ください。

ライフネット宮崎
ライフネット宮崎 相談専用電話 0985-28-2555
☆電話相談
相 談 日：毎週月・火・木・土曜日
午後7時～11時
いのちの電話
年中無休24時間対応
いのちの電話
☆鹿児島 いのちの電話
099-250-7000
☆熊本 いのちの電話
096-353-4343
☆大分 いのちの電話
097-536-4343
注：電話料金は自己負担になります。

あおてぃー

☆相談窓口等情報サイト
ねっと」
相談窓口等情報サイト 「みやざきこころ青
みやざきこころ青 Ｔ ねっと」
アドレス ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍ－ａｏｔ．ｎｅｔ
※さまざまな悩みや心配事、心の病気などを抱えている方のために、相談
窓口。情報や生きがいづくりの場などを案内する宮崎県民向け情報サイ
トです。

Information

（文書取扱・問い合わせ先：健康管理課健康推進係
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11

その他

西都市地域子育て
西都市地域子育て支援センター・つばさ
支援センター・つばさ館
センター・つばさ館
平成２５年

～

○ご存じですか？
自転車は、道路交通法上「軽車両」といい、自動車やバイクと同じ「車
両」の仲間です。自転車に乗る際は、自転車の交通ルールである自転車安
全利用五則をしっつかり守りましょう！
※自転車安全利用五則
①自転車は車道が原則、歩道は例外。
②車道は左側を通行。
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
④安全ルールを守る。 ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用。
◆店舗等の駐車場で交通事故が多発！
※全事故の約３０％が駐車場等で発生しています。
○２月末の交通事故発生状況（概数）
人身事故～24件（－10）死者～0名（±0）負傷者～26名（－10）
物損事故～102件（＋18）
○交番・駐在所別発生状況
妻 １４・薗元 ５・穂北 ２・銀鏡 １・下三財 １
上三財 ０・都於郡 ０・三納 １・村所 ０
春の全国交通安全運動
平成２５年４月６日（土）～４月１５日（月）
☆運動の基本 子どもと高齢者の交通事故防止
（文書取扱：生活環境課）

３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）

<

３月の行事予定

>

18日（月）スクラップブッキング～29日（金）※随時
19日（火）離乳食講座（栄養士・渋谷先生）
21日（木）給食試食会

AM10：30頃～

※予約制（280円） AM11：30頃～

22日（金）なかよしランド※予約制（10組）

AM10：30頃～

26日（火）親子クッキング

※予約制

AM10：30頃～

今回は、「ロールパン」作りです！
27日（水）にこにこ広場（パオ）

AM10：30～11：30

◆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】月曜～金曜 9:00～15:00 土曜 9:00～12:00
【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。
詳しいお問い合わせはお電話下さい。
【育児情報誌】毎月1回 活動内容の情報発信（つばさ館新聞）
【育 児 講 座】年数回開催
（文書取扱：福祉事務所）

図書館だより
西都市立図書館(43
図書館だより４
だより４月号
西都市立図書館(43(43-0584)
４月の休館日 １・8・15・
15・17・
17・22・
22・30日
30日
●新着図書のご案内
【 児童 】 ☆は絵本です
☆ゆかいなわんころタウン （大島 妙子）
☆スルスルスルリンウンチをだすぞ （すみもと ななみ）
☆ぐんぐんせがのびるひみつ （おおくぼ ともひろ）
◎パンプキン・ロード （森島 いずみ）
◎ミステリアス・セブンス－封印の七不思議－ （如月 かずさ）
◎学習に役立つ！なるほど新聞活用術 （市村 均）

●子ども読書の日のイベントをおこないます
【日時】４月２０日（土曜日） １０：３０～１６：００
【場所】西都市立図書館
【内容】10:30～11:00
読み聞かせ会
ボランティア「ねえ、よんで！」
14:00～14:30
人形劇
15:00～16:00
上映会 「こびと観察入門」
ご家族そろって図書館に遊びに来てください。
●図書館のホームページがリニューアルしました
ホームページに利用案内、新着図書など掲載してあります。
また、新たに蔵書検索から予約をすることができるように
なりました。
『予約をするには・・・
予約をするには・・・』
をするには・・・』
貸出中の蔵書のみに限り予約ができます。
メールアドレス・パスワードの登録が必要です。

【

中高生ＹＡ 】
◎卒業するわたしたち （加藤 千恵）
◎紅玉（ルビ－）は終わりにして始まり （ケルスティン・ギア）
◎何のために生まれてきたの？（100年インタビュー）‐希望のありか‐
（やなせ たかし）

【

一般 】
◎ａｂさんご （黒田 夏子）
◎いよう！（山田 宗樹）
◎晩夏-東京湾臨海署積班‐（今野 敏）
◎九死一生 （小手鞠 るい） ◎輝天炎上 （海堂 尊）
◎ちょうちんそで （江國 香織） ◎望郷 （湊 かなえ）
◎シェアハウスで暮らす （シェアパーク）
◎別れさせ屋の恋 （新堂 冬樹）
◎イノセントブルー－記憶の旅人－ （神永 学）
◎慟哭の家 （江上 剛）
◎定吉（セブン）の復活 （東郷 隆）
◎社会学ウシジマくん （難波 功士）
◎☆九州☆オートキャンプ場ベストガイド

●利用者カードの有効期限の更新をおこなっています
図書館の利用者カードの有効期限は作成から最大5年間までです。
期限が過ぎたカードや、住所、氏名、電話番号に変更のある方は
届けが必要です。
ご来館の際に受付カウンターにお申し付けください。

（ 文書取扱：社会教育課

Information
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TEL 43－0584

・ FAX

41－1113 ）

