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１月２４日（日）は
西都市長選挙の投票日です

はばたけ未来へ 伸びゆく西都
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1 敬老バスカード有効期限は3月31日です
無料顔写真撮影サービス付き
申告受付会場（西都市民会館）でマイナンバーカードが作れます
2 保険税等の納付済証明書について
高鍋税務署からのお知らせ
4 令和3年度西都市奨学資金貸付のお知らせ
令和3年度丸山国際交流資金貸付のお知らせ
「国の教育ローン」のご案内
5 令和3年度 転作受付日程について
6 生ごみ処理機器購入費の補助について
訪問販売に注意してください
空き地などの枯れ草等の除去をお願いします

8 スポーツ推進委員を公募します
9 令和3年度 放課後児童クラブ会員を募集します
10 会計年度任用職員（市民課マイナンバーカード交付業務）の
募集について
会計年度任用職員（福祉事務所）の募集について
11 会計年度任用職員（西都市立図書館司書）の募集について
会計年度任用職員（西都市歴史民俗資料館）の募集について
12 「宮崎ねんりんピック2021」参加者募集

相談
12 子育てに関する相談窓口について
13 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
行政相談のご案内

催し・講座

その他

7 第32回西都市総合文化祭開催のお知らせ
「古墳ってたのしい、古墳っておもしろい」
日本遺産シンポジウム開催
8 「2021宮崎県ふるさと就職説明会」開催のお知らせ

14 図書館だより2月号

市民の皆さんへ
新型コロナウイルスに感染された方への思いやりを！
○差別・偏見をなくしましょう
○正しい情報に基づく冷静な行動をしましょう
■下表については回覧の際、有効にご利用ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、お知
らせ印刷後に内容変更となる場合があります。
最新情報は市ホームページ「新型コロナウイル
ス感染症関連情報まとめ」をご確認ください。
※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。

URL･･･https://www.city.saito.lg.jp
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Information

敬老バスカード有効期限は3月31日です
敬老バスカードをご利用される方は、更新の手続きをお願いします
７０歳以上（３ヶ月以上西都市に在住）の方を対象に敬老バスカードを
発行しています。現在利用されているカードの有効期限が３月３１日（水）
までとなっていますので、以下の場所で更新の手続きを行ってください。
なお、更新の手続きをされないとカードの利用ができなくなり、バス利
用時に通常料金をお支払いいただくことになります。ご注意ください。
◎更新手続き及び新規バスカード申請（※）の一斉受付日
山村憩いの家
：２月 ３日（水）１０時３０分～１２時
三納地区館(市三納支所)
：２月 ５日（金）１３時３０分～１６時
穂北地区館(市穂北支所)
：２月 ９日（火）１３時３０分～１６時
都於郡地区館(市都於郡支所)：２月１６日（火）１３時３０分～１６時
三財地区館(市三財支所)
：２月１９日（金）１３時３０分～１６時
※新規は受け付けのみ行い、バスカードは後日発行となります。
□なお、福祉事務所での更新・新規手続きも２月２２日（月）より開始。
各支所窓口では、上記受付日以降に開始します。
◎持参するもの
【更新】
敬老バスカード、印鑑（認め印）
【新規申請】
身分証明書（保険証等）、顔写真（３㎝×２.５㎝）、印鑑（認め印）
□新規の場合は本人が来場し申請してください。乗降区間変更や利用回数
等の聞き取り、顔写真との照合などを行います。
□今の敬老バスカードの写真が不明瞭な方は顔写真をお持ちください。

（文書取扱・問合せ：福祉事務所 ３２－１０１０）
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案内

無料顔写真撮影サービス付き
申告受付会場（西都市民会館）で
マイナンバーカードが作れます
マイナンバーカードの作成はお済みですか。申告受付会場（西都市民会
館）では、申請に必要な証明写真を無料で撮影します。ぜひこの機会にご
申請ください。
■日時：３月３日（水）～１５日（月） ※土・日を除く。
９時～１２時、１３時～１６時
■場所：西都市民会館 ロビー
■資格：地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から送付されてきたＱＲ
コード付きの申請書をお持ちの方
■その他：ＱＲコードをお持ちかどうかで、申請方法が変わります。
【ＱＲコードをお持ちの方】
・官公署発行の顔写真付きの身分証明書（運転免許証など）または本人確
認書類（健康保険証と通帳など２点）
・通知カード※５年前に機構（J-LIS）から送付された通知カードを紛失し
た場合は、受付で紛失届をご記入いただくことで、申請できます。
・印鑑
【ＱＲコードをお持ちでない方】
申告受付会場(西都市民会館)では申請はできません。市民課窓口または
各支所で申請を行ってください。なお、手続きには、電話予約が必要です。
●市 民 課 ３５－３０２０ ●穂 北 支 所 ４３－１１１３
●三納支所 ４５－１１１１ ●都於郡支所 ４４－５２２２
●三財支所 ４４－５１１１ ●東米良支所 ４９－３０３１
●予約・問い合わせ：市民課 マイナンバーカード係 ３５－３０２０
※マイナンバーに関する手続きは事前に電話予約が必要です。予約のない
方は、他の方に迷惑がかかりますので、お断りする場合があります。
（文書取扱：市民課）

保険税等の納付済証明書について
本年度も所得税確定申告（国民健康保険税・市県民税の申告）の時期が近づいてまいりました。申告の際に「社会保険料控除」の対象となる国民健康保
険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付済証明書の交付方法についてお知らせいたします。
◎国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料いずれも普通徴収（納付書及び口座振替での納付）分のみ１月２５日（月）以降、ハガキ（介護保
険料は封書）にて証明書を送付いたします。すでに令和２年分の納付済証明書を健康管理課に取りに来られている方につきましては、送付いたしません。
※特別徴収（年金差引）分につきましては、年金保険者から届く源泉徴収票をご利用ください。
（文書取扱・問合せ：健康管理課 国保係・高齢者医療係 ４３－０３７８、介護保険係 ４３－３０２４）

高鍋税務署からのお知らせ
【申告相談会場等のご案内】
税務署が開設する申告相談会場は次のとおりです。また、申告書はご自
宅でパソコンやスマートフォン、タブレットから国税庁ホームページを利
用して作成し、ｅ－Ｔａｘによる送信又は印刷して郵送等により提出する
ことができます。
●開設場所 高鍋税務署（付属棟２階会議室）
●開設期間 ２月１６日（火）～３月１５日（月）※土日祝日を除く。
●受付時間 午前９時から午後４時まで
税務署では、感染症の感染拡大防止の観点から、以下のお願いをしてお
ります。感染拡大防止策へのご理解とご協力をお願いします。
〇咳・発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、来場をご遠慮いた
だいております。
〇来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い・うがいやマスク着
用など、感染予防策を講じています。来場者の皆様についても、手洗い
やマスクの着用など、感染予防へのご協力をお願いします。
〇令和２年分の申告相談会場では、混雑を回避するため、会場への入場に
は「入場整理券」が必要です。なお、入場整理券の配付状況に応じて後
日の来場をお願いすることもあります。

Information

多くの方がお越しになる申告相談会場ではなく、ぜひ、ご自宅からｅ－Ｔ
ａｘをご利用ください。
【いつでもどこでもスマホ】
スマートフォン（以下「スマホ」といいます。）で所得税の確定申告書を
作成し、ｅ－Ｔａｘで申告することができます。
給与所得のほか、年金収入や副業等の雑所得がある方などはスマホ専用画
面をご利用いただくことができます。
スマホからｅ－Ｔａｘで申告するために、次のいずれかの方法がお選びい
ただけます。
①マイナンバーカード方式
「マイナンバーカード」と「マイナンバー読取機能を搭載したスマホ」
をお持ちの方は、マイナンバーカードの電子証明書を読み取って、スマ
ホ専用画面からｅ－Ｔａｘで送信できます。
②ＩＤ・パスワード方式
事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される「Ｉ
Ｄとパスワード」があれば、スマホ専用画面からｅ－Ｔａｘで送信でき
ます。
〈次ページへ続く〉
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【確定申告書等にはマイナンバーの記載が必要です】
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成２８年分の申告書等からマイ
ナンバーの記載が必要となっています。
マイナンバーを記載した申告書等を税務署へ提出する際には、申告され
るご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
なお、自宅等からｅ－Ｔａｘで確定申告書等を送信する際には、本人確
認書類の提示又は写しの添付が不要となりますので、ぜひｅ－Ｔａｘをご
利用ください。
≪本人確認書類の例≫
例１：マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
例２：通知カードの写し＋運転免許証又は公的医療保険の被保険者証の
写しなど
【医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」の添付が必要です】
医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要
です（令和２年分の確定申告からは、医療費控除の明細書の代わりに医療
費等の領収書を添付することはできません）。
医療費等の領収書（医療費通知に係るものを除く）は、後日、提出又は
提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から５年間、ご自
宅等で保管してください。
【給与所得及び雑所得の計算方法等にご注意ください】
令和２年分の確定申告から、給与所得及び公的年金等に係る雑所得につ
いては、控除額が１０万円引き下げられたほか、控除額の上限が設けられ
るなど、令和元年分までの確定申告と計算方法が異なりますので、ご注意
ください。
また、基礎控除額については、１０万円引き上げられ、４８万円に変更
となったほか、所得金額が２，４００万円を超える方は、所得金額に応じ
て控除額が異なります。
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案内

【譲渡所得・贈与税の申告をされる方へ】
熊本国税局ホームページに、令和２年分の譲渡所得（土地・建物）及び
贈与税の主な特例の適用要件や必要書類を確認できるチェックシート（マ
イホームを売却した場合の特例、住宅取得等資金の贈与税の特例等）を掲
載していますので、ぜひご利用ください。
また、譲渡所得（土地・建物）の申告の場合に添付が必要となる「譲渡
所得の内訳書」の記載例についても掲載されていますので、併せてご覧く
ださい。
【青色申告特別控除及び基礎控除が変更になりました】
令和２年分の確定申告から、６５万円の青色申告特別控除を適用するた
めの要件及び基礎控除額が変更となりましたので、確定申告の際はご注意
ください。
○青色申告特別控除額
（令和元年分まで ６５万円 ⇒ 令和２年分から ５５万円）
○基礎控除額
（令和元年分まで ３８万円 ⇒ 令和２年分から ４８万円）
令和２年分の確定申告において６５万円の青色申告特別控除を受けるた
めには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①ｅ－Ｔａｘを利用して申告書及び青色申告決算書を提出すること
②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、令和２年
９月３０日までに「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請
書」を提出していること
また、基礎控除額については、所得金額が２，４００万円を超える方は、
所得金額に応じて控除額が異なります。
詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）をご覧いた
だくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
＜問合せ＞高鍋税務署 ０９８３－２２－１３７３ ※自動音声案内
確定申告に関するご相談は「０」番を選択してください。
１月１４日（木）～３月１５日（月）
（文書取扱：税務課）
（文書取扱：税務課）

令和３年度西都市奨学資金貸付のお知らせ
有能な人材の育成に資することを目的に、経済的理由により就学が困難
である学生・生徒に対して学資の貸付を行います。
⒈貸 付 条 件
⑴保護者が本市に居住している（居住する）こと
⑵学業成績及び素行が優良であること
⑶学資の支弁が困難であると認められること
⒉貸付期間等
⑴貸付期間 在学する学校の正規の修業期間内
⑵貸 付 額 ①高校等 月額10,000円
②高等専門学校等 月額15,000円
③短大・大学等 月額20,000～30,000円
④入学一時金（短大・大学等の月額貸付者） 24万以内
⑶貸付利率 正規の期間内の償還であれば無利息
⑷償還方法 正規の修業期間が終了した年の10月から貸付期間の2倍（短
大・大学等は3倍）の期間内で償還。償還月額は10,000円程
度。なお、償還時に市内に居住している方は、一定の条件
を満たせば償還した額を上限に補助金を受けることができ
ます。
⑸そ の 他 他奨学制度との併用可能。貸付金の使途は学資（授業料、
入学金）に限ります。
⒊申込期限等
4月6日（火）まで。申込み前に説明を受けていただく必要があります。
次のとおり随時行いますので事前にご連絡ください。
⑴実施期間 2月9日（火）から3月8日（月）まで
⑵そ の 他 ①必ず保護者生徒同伴でお越しください。
②申請書類は当日配布いたします。
（文書取扱・問合せ：教育政策課 43-3106）

Information

令和３年度丸山国際交流資金貸付のお知らせ
国際化社会に対応する人材の育成を目的に、向学心に富み、国際交流に
係る海外渡航を希望する者（小学生から大学生まで）の保護者に対して資
金の貸付を行います。
⒈貸付条件 保護者が本市に居住している（居住する）こと
⒉貸 付 額 40万円以内（当年度定員7人）
⒊貸付利率 正規の期間内の償還であれば無利息
⒋償還方法 貸付を受けた翌年度から4年以内に償還（毎年5月、8月、11月、
2月の末日までの均等償還）
⒌申込期限 随時受付
⒍そ の 他 国際交流資金は丸山嘉夫様（都於郡出身）の寄附金が充てら
れております。（文書取扱・問合せ：教育政策課 43-3106）

「国の教育ローン」のご案内
日本政策金融公庫からお知らせです。
国の教育ローンは、国内外の高校、大学等への入学・在学にかかる費用
を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人につき350万円以内
【金
利】年1.68％ 固定金利（令和2年11月2日現在）
「母子家庭」「父子家庭」「世帯年収200万円（所得122万
円）以内の方」または「扶養する子ども３人以上の世帯か
つ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」は年1.28％
【ご返済期間】15年以内
「交通遺児家庭」「母子家庭」「父子家庭」「世帯年収
200万円（所得122万円）以内の方」または「扶養する子ど
も3人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内
の方」は18年以内
詳しくはホームページ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローン
コールセンター（0570-008656(ナビダイヤル)または03-5321-8656）までお
問合せください。
（文書取扱：教育政策課）
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令和３年度 転作受付日程について
以下の日程で水田営農計画書（転作）の受け付けを行います。
受付時間や該当地区については、各地区の農事実行組合長または農業活性化センターまでお問合せください。
妻地区
１月２２日（金） 現王島
１月２７日（水）
①清水公民館
②鳥子公民館
③三宅集落センター
④下山路公民館
１月２８日（木）
①上山路公民館
②石貫公民館
③大口川公民館
１月２９日（金）
①今井公民館
②岡富公民館
③四日市公民館
④黒生野公民館
２月１日（月）
①薗元公民館
②旧経営指導課
（グリーンセンター横）

穂北地区
１月２７日（水）
①中須公民館
②下水流公民館
③調殿公民館
④山角公民館
１月２８日（木）
①杉安村公民館
②坂江公民館
③千田公民館
④囲公民館
１月２９日（金）
①串木公民館
②平原公民館
③原無田公民館
④上茶公民館

三納地区
１月２１日（木）
①鳶・高・法集落センター
②きゅうり選果場
③南樫野公民館
④長谷公民館

１月２５日（月）
①(株)アグリさいと
②(株)アグリさいと
③原田公民館
④平野公民館

１月２６日（火）
①ＪＡ西都三納支所
②ＪＡ西都三納支所
③ＪＡ西都三納支所

２月１日（月）
①ＪＡ西都穂北支所
②ＪＡ西都穂北支所

受付開始時間 ①９：３０～ ②１０：４５～ ③１３：３０～

④１４：４５～

都於郡地区
１月２１日（木）
①霧島公民館
②中村公民館
③馬継谷公民館
④筑後公民館

三財地区
１月２５日（月）
①水元公民館
②谷川公民館
③中村公民館
④加勢下公民館

１月２５日（月）
①黒貫公民館
②岩爪公民館
③長園公民館
④八木佐野公民館

１月２６日（火）
①前原公民館
②並木集落センター
③市三財支所
④石野田公民館

１月２６日（火）
①川原公民館
②山田公民館
③中山集落センター
④上沖公民館

１月２８日（木）
①諏訪下公民館
②小森公民館
③岩井谷公民館
④囲公民館

１月２７日（水）
①荒武公民館
②ＪＡ西都都於郡支所

１月２９日（金）
①ＪＡ西都三財支所
②ＪＡ西都三財支所
③ＪＡ西都三財支所
④ＪＡ西都三財支所

受付時間は各６０分となります。
（文書取扱・問合せ：農林課

４３－１５６６）

生ごみ処理機器購入費の補助について

訪問販売に注意してください

西都市では燃やせるごみの減量を図るため、生ごみ処理機器購入費に対
する補助を行っています。随時、生活環境課において申請を受け付けてお
りますので、ご利用ください。

突然自宅を訪問し「屋根瓦がずれている」又は「瓦が割れているので修
理した方が良い」と、修理等を促す訪問販売が増えていますので、ご注意
ください。
このような訪問があっても、すぐに修理等の依頼をせず、複数の業者か
ら見積もりを取るなど、比較検討をしてください。
もし契約しても、クーリング・オフ等ができる場合がありますので、西
都児湯消費生活相談センターに相談してください。

【補助金額】
コンポスト
電動生ごみ処理機

購入金額の１／２（上限５千円）
購入金額の１／３（上限２万円）

【補助対象金額】
本体購入価格（送料、長期保証料、ポイント還元等による割引分、設置・
工事費等は補助対象外）
【補助の対象】
・補助対象者は、市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者
・コンポストは一世帯につき２基、電動生ごみ処理機は一世帯につき１
基を限度とします。
・過去に交付を受けたことがある世帯は、補助金が交付された日の属す
る年度の翌年度から５年間は再申請できません。ただし、使用不能と
認められる場合にはこの限りではありません。
【申請に必要なもの】
・領収書（商品名、金額、購入日、購入店名が記載された領収書の原本。
ただし、申請日よりさかのぼって３０日以内の領収書に限ります。な
おインターネット購入の場合は、利用明細書並びに口座引落し後の金
額が判るもの）
・購入したものがわかるカタログや取扱説明書等
・申請者本人の通帳（補助金は口座振込になります）
・印鑑（認めでかまいません。シャチハタ不可）
・世帯員の市税完納証明書（税務課にて発行しております）

※不安なことがありましたら、以下にご相談ください。
西都児湯消費生活相談センター ２３－２１１０
生活環境課 ４３－１５８９

（文書取扱：生活環境課）

空き地などの枯れ草等の除去をお願いします
空気が乾燥し、強風が吹く日が続いています。
枯れ草等をそのまま放置していると、たばこの投げ捨てや子供の火遊び、
放火などの小さな火から簡単に燃え広がり火災が発生しやすくなります。
特に建物周辺の枯れ草等は、いったん火災が発生すると住宅等へ燃え移
る危険性がありますので、空き地を所有・管理している方は、空き地の状
況を確認し、枯れ草等を刈り取るなど早めの除去をお願いします。
また、刈り取った後、屋外での焼却は法律で禁止されていますのでご注
意ください。

（文書取扱・問合せ：消防本部 予防課 予防係 ４３－２４７７）

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５）
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第32回西都市総合文化祭開催のお知らせ
「第３２回西都市総合文化祭」が以下のとおり開催されます。
ご近所、ご家族お誘い合わせの上、ぜひお越しください。
【美術展】
日時：１月３０日（土） 午前１０時～午後５時
１月３１日（日）～２月７日（日） 午前９時～午後５時
内容：絵画、書、写真、彫刻、工芸の各部門の展示
【芸能大会】
日時：２月７日（日） 開場：午前９時３０分 開演：午前１０時
内容：舞踊、民謡、大正琴、三絃、太極拳、フラダンス、ギター、二胡、
吹奏楽、社交ダンス、エイサー、空手演武、落語等（予定）
※会場は西都市民会館（西都市小野崎２丁目４９番地）です。
※美術展、芸能大会とも入場無料です。

（文書取扱・問合せ：社会教育課 ４３－３４７９）
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地域文化財総合活用推進事業

「古墳ってたのしい、古墳っておもしろい」
日本遺産シンポジウム開催
日本遺産南国宮崎の古墳景観活用協議会では、３年間の日本遺産事業の
集大成として、日本遺産の日（２月１３日）にシンポジウムを開催します。
古墳の「楽しさ」や「面白さ」をテーマに、これまで事業に関わってい
ただいた方や著名人を迎えてのパネルディスカッションを行います。
そのほか、EPOさんによる歌のプレゼント、「古墳でコーフン健康体操」
の披露など楽しみなプログラムが満載です。これまで知らなかった古墳の
「たのしい」「おもしろい」がきっと見つかるはずです。お子様連れも大
歓迎です。
【日 時】２月１３日（土）１３時３０分開演（１２時３０分開場）
【場 所】西都市民会館
【出 演】竹田恒泰氏、EPO氏、まりこふん氏 ほか
【入場料】無料（整理券が必要です）※５００席限定
整理券は以下の４カ所でお求めください。
西都市観光協会 ４１－１５５７
西都市民会館
４３－５０４８
西都市児童館
４３－６１１７
西都市公民館
４３－３４７９
【その他】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来館者の情報提供や
入館時の検温など、予防対策にご協力とご理解をお願いします。
また、感染症の拡大により公演直前であっても、やむなく中止
することもございます。その際は市及び日本遺産のホームペー
ジにてお知らせしますので確認をお願いします。
■日本遺産ホームページ https://miyazaki.kofun.jp/
（主催：日本遺産南国宮崎の古墳景観活用協議会）
（主管：NPO法人さいと旗たて会）
（文書取扱：社会教育課）

「2021宮崎県ふるさと就職説明会」
開催のお知らせ
人材を求める県内企業と県内就職希望者の出会いの機会として、オンラ
イン形式による就職説明会を開催します
【開催日時】２月２７日（土）・２８日（日）
１０時から１７時３０分まで
【対 象 者】２０２２年（令和４年）３月大学等卒業予定者
UIJ ターン就職希望の一般求職者
※年齢制限はありません。
【参加企業】宮崎県内に本社または事業所のある企業約５０社及び行政関
係機関（参加企業は、宮崎県庁ホームページでご確認くださ
い。「2021 宮崎県ふるさと就職説明会」で検索）
【主な内容】①宮崎県内企業等の魅力紹介
②チャットによる質疑応答可能
③新卒学生、一般求職者向け就職ガイダンスの開催
④県外３会場に、オンライン視聴環境、UIJターン就職相談
コーナーの設置
【申込方法】専用サイトの申込フォームから事前申込み
【参 加 料】無料
【問合せ先】宮崎県 雇用労働政策課 ０９８５－２６－７１０５

スポーツ推進委員を公募します
スポーツ振興課では、このたびスポーツ推進委員を以下のとおり公募し
ます。
スポーツ推進委員とは、本市のスポーツ推進のために、スポーツの実施
に係る連絡調整並びに、住民に対するスポーツの実技などの指導、助言を
行う非常勤職員です。
本市のスポーツの普及・振興に興味とやる気のある方は、応募してみま
せんか。
○募集人員

２名

○任

期

４月１日から令和５年３月３１日まで

○報

酬

全日 ６，４００円、半日 ３，２００円

○業務内容

市民スポーツ大会・体力測定会等運営、スポーツ教室講師、
駅伝・マラソン大会競技役員など

○応募資格

本市の生涯スポーツ普及・振興に興味とやる気のある方

○応募方法

市販の履歴書に顔写真を添付し、必要事項を記載の上、期間
内にスポーツ振興課 スポーツ振興係に提出してください。

○応募締切

２月１２日（金）必着です。

○選考方法

面接により選考します。

○問合せ先

スポーツ振興課 スポーツ振興係 ４３－３４７８
担当：黒木

（文書取扱：商工観光課）

Information

（文書取扱：スポーツ振興課）
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放課後児童クラブ会員を募集します

仕事などで保護者が放課後に面倒を見ることができない小学生の健全な育成を目的に、令和３年度放課後児童クラブ会員を次のとおり募集します。
【児童クラブ概要】
○対象児童 市内の小学校に在学する児童
○実施期間 ４月１日～令和４年３月３１日
○市内の児童クラブ一覧
地区
クラブ名
きよみずの森学童クラブ
こどもの家学童クラブ
児童クラブあいいく
白梅児童クラブ
妻
稚児ヶ池児童クラブ
妻児童クラブ
西都カトリック幼稚園児童クラブ
西都市児童館どんぐりっ子クラブ
穂北
穂北児童クラブ
三納
児童クラブ札の元
岩崎保育園元気っ子児童クラブ
三財
三財児童クラブ
都於郡
都於郡児童クラブ

大字清水291
白馬町3
大字妻909-15
大字三宅126-1
大字三宅4385番地1
聖陵町1-31
小野崎2-33
下妻4
大字南方2291-1
大字三納12485
大字下三財3324-1
大字下三財8170
大字鹿野田6131

設置場所
清水保育園
こどもの家
あいいく幼稚園
白梅保育園
稚児ヶ池保育園
妻保育園
西都カトリック幼稚園
西都市児童館
穂北小学校内修学館
札の元保育園
岩崎保育園
三財保育所
都於郡小運動場横

電話番号
43-0741
43-1049
43-1163
43-0007
42-2098
43-3150
43-0437
43-6117
43-6752
45-1352
44-5032
44-5114
44-5072

その他

定員、活動時間、休業日、会
費などについては、施設によ
って異なります。
希望する児童クラブへ直接
お問い合わせください。

【入会手続き】
各児童クラブに備えてある入会申請書に必要事項を記入し、就労証明書等必要書類を添付のうえ、希望する児童クラブに提出してください。
【受付開始】
穂北児童クラブ・三財児童クラブ・都於郡児童クラブについては２月１日（月）から受付開始です。
その他の児童クラブについては、入会を希望する児童クラブへ直接お問合せください。
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 保育係 ４３－０３７６）

会計年度任用職員
（市民課マイナンバーカード交付業務）の
募集について

会計年度任用職員（福祉事務所）の
募集について
次のとおり募集します。
募集人員

一般事務 若干名

業務内容

地域福祉に関する事務及び福祉事務所庶務事務

任用期間

４月１日～令和４年３月３１日

募集期間

２月１日（月）～２月２６日（金）

募集人員

マイナンバーカード交付関連業務会計年度任用職員１名

業務内容

マイナンバーカード申請及び交付関連業務等

任用期間

４月１日～令和４年３月３１日
※次年度も同様の職があり、勤務成績が良好である場合、再度任
用されることがあります。

給与・報酬

募集期間

２月１日（月）～１９日（金）
（土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

勤務時間

週３０時間（１日６時間以内）
休日：土日及び祝日及び年末年始の指定日

報

月額１４１，０５８円以上
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

応募資格

①文書や表計算のソフトウェアを操作して事務処理ができ
る方
②普通自動車免許を所持している方
③健康で市税等の滞納がない方

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、福祉
事務所 障害福祉係へ提出してください。

選考方法

面接により選考します。
※面接の日程は後日連絡いたします。

酬

勤務時間

月曜日～金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分までの
間の６時間（シフト制）

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・通勤手当（２km 以上）
・期末手当あり

応募資格

健康で市税等の滞納のない方
パソコン操作ができる方

応募方法

市販の履歴書に顔写真を貼付し、必要事項を記載の上、期間
内に市民課に提出

採用方法

面接による選考
※面接の日程及び結果は直接連絡します。

（文書取扱・問合せ：市民課 マイナンバーカード係 ３５－３０２０）

Information

時給９２５円 期末手当あり

（文書取扱・問合せ：福祉事務所 障害福祉係 ４３－１２０６）
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会計年度任用職員（西都市立図書館司書）の
募集について
募 集 人 員 西都市立図書館司書 会計年度任用職員１名
業 務 内 容 図書館窓口業務、図書館奉仕、事業実施など

11

募集

会計年度任用職員(西都市歴史民俗資料館)の
募集について
社会教育課では、西都市歴史民俗資料館で窓口業務及び事務を行ってい
ただける会計年度任用職員を以下のとおり募集します。
西都市の歴史や文化財に興味のある方、これから学びたい方など、間近
で西都市の文化財に触れることができる職です。ぜひご応募ください。

任 用 期 間 ４月１日～令和４年３月３１日
○職
募 集 期 間

１月１５日（金）～２月１４日（日）
（月曜日を除く９時～１９時）

名

○業務場所 西都市歴史民俗資料館内
○採用人数

報

酬 月額１４１，０５８円以上

勤 務 時 間

福 利 厚 生

応 募 資 格

応 募 方 法

西都市会計年度任用職員（一般事務職員）

１名

○勤務内容 資料館休日窓口業務及び事務

火曜日～日曜日・祝日に週３０時間勤務 週休２日
午前８時３０分～１９時１５分の間６時間（シフト制）

○資 格 等

社会保険（健康保険・厚生年金保険）労災・雇用保険・
期末手当・通勤手当（２㎞以上）・有給休暇制度あり

○勤務内容 毎週水～日曜日の週３０時間、休憩時間１２時～１３時
○週 休 日

月・火曜日

司書資格を有し、パソコンでポップ等製作可能な方
健康で市税等の滞納のない方

○報酬額等

時給９２５円以上

○手 当 等

期末手当、通勤手当（ただし通勤距離２㎞以上に限る）、社
会保険、雇用保険あり

○申込期間

２月１９日（金）締切り

○募集方法

申込期間内に履歴書（様式不問）を西都市歴史民俗資料館
（西都市大字妻１２４１－１）にご持参ください。
書類審査の上、後日、面接を行います。

市販の履歴書に顔写真を添付し、必要事項を記載の上、
期間内に図書館に提出

採 用 方 法 書類・面接による選考 ※日程及び結果は直接連絡

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 ４３―０５８４）

問いませんが、Word・Excel等の入力は必要となります。

○任用期間 ４月１日～令和４年３月３１日

（文書取扱・問合せ：社会教育課 ４３－０８４６）

「宮崎ねんりんピック2021」参加者募集
「宮崎ねんりんピック2021」は、スポーツ・文化種目を通じた競技会を
開催し、高齢者の生きがいや健康づくりを目的としています。
【開催期日】5月16日(日)
ミニテニス競技は17日(月)、ゴルフ競技は19日(水)、
ソフトテニス競技は23日(日)、なぎなた競技は6月6日(日)
【 開催地 】宮崎県総合運動公園ほか
【 参加料 】500円（申込み後に郵送される振込用紙にて郵便局で振り込み
してください）※種目によっては別途プレイ代が必要
【参加資格】60歳以上（昭和37年4月1日以前に生まれた方）
【ねんりんピック実施種目】
○ ラージボール卓球
○ ソフトバレーボール ○ ラグビーフットボール
○ テニス
ミニテニス
パークゴルフ
○ ソフトテニス
○ 弓道
○ 水泳
○ ソフトボール
○ 剣道
卓球バレー
○ ゲートボール
なぎなた
○ ダンススポーツ
○ ペタンク
○ 太極拳
還暦軟式野球
○ ターゲット・バードゴルフ
四半的弓道
○ 囲碁
○ グラウンド・ゴルフ
ボウリング
○ 将棋
○ バウンドテニス
○ ゴルフ
○ 健康マージャン
ミニバレーボール
○ サッカー
○がついている種目は全国健康福祉祭ぎふ大会の予選会を兼ねています。
【申込期間】2月1日(月)～26日(金) 市役所受付期間
※3月1日(月)～15日(月)は大会事務局のみ受け付け可(郵送)
【 申 込 先 】宮崎県社会福祉協議会
長寿社会推進センター(大会事務局) 0985-31-9630
福祉事務所 高齢者福祉係 32-1010
※各競技の実施要項及び参加申込書は、福祉事務所で配布又は県社協ホー
ムページ（http://www.mkensha.or.jp）よりダウンロードできます。

子育てに関する相談窓口について
福祉事務所 家庭児童相談室では、子育てに関する悩みや親子間のトラブ
ルなど多様な家庭問題の相談を受け付けています。
専門的な内容については、児童相談所などの関係機関と連携し対応して
います。
相談は無料で秘密は守られます。どうぞご利用ください。
【家庭児童相談室】
場所は、福祉事務所内（市役所１階）にございます。
相談は、原則毎週火・水・木曜日（祝日は除く）の午前９時から午後４
時の間、対応しております。
電話でも受け付けます。
市役所代表電話 ４３－１１１１（内線２７０９）
なお、児童虐待かも・・・と思われる通告・相談は、通話料無料の児童
相談所虐待対応ダイヤル『１８９（いちはやく）』でも対応いたします。
１本の電話で救われる子どもがいます。
もしかしたら？と思ったら、すぐにお電話ください。

（文書取扱：福祉事務所）

（文書取扱：福祉事務所 高齢者福祉係）
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募集／相談

Information

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
お申込みください。
【相談日】２月１８日（木）

次回は３月１８日（木）

【時

間】１０時～１２時、１３時～１５時

【場

所】市民課 年金係

13

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ぜひご利用くださ
い。
日

時：２月２日（火）１３時～１６時
次回は、３月２日（火）１３時～１６時
※相談時間はお一人約３０分です。

相談方法：新型コロナウイルス感染防止のため、予約した日時に司法書
士から相談者に電話をかけて行います。
申 込 先：生活環境課 市民生活係

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

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）

０９８３－２３－５１１１

【予約方法】
●相談日の１カ月前から受け付けします。
（例：２月１８日の相談日の場合は、１月１８日から受付開始）
●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。

行政相談のご案内
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：２月１８日（木）１０時～１２時
次回は、３月１１日（木）１０時～１２時
場所：西都市コミュニティセンター ３階 学習室

（文書取扱：市民課）

（文書取扱・問合せ：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９）

図書館だより2月号

西都市立図書館（43-0584）

2月の休館日1･8･15･22日

【一般図書新刊のご案内】
●「第３２回西都市読書感想文・感想画コンクール」を展示します
今年は６５作品の参加がありました。
１月３１日（日）まで作品展示を行います。
みなさんの来館をお待ちしています。

◎炭水化物は冷まして食べなさい。 （笠岡 誠一）
◎プラスチック・フリー生活 （シャンタル・プラモンドン）
◎あのころ、うちのテレビは白黒だった （平野 恵理子）
◎メロンパンdeコッタ （花田 えりこ）
◎図解でよくわかる土壌診断のきほん （日本土壌協会）
◎認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション
（尾渡 順子）
◎ブラウスを縫おう。 （かたやま ゆうこ）
◎きちんと楽ちん「テレウェア」 （治山 正史）
◎ストレスフリーになる休息のヨガ （サントーシマ 香）

●バレンタインイベントを開催します
「ケーキポップス」作り
ケーキスポンジを丸くしたものにポップス棒をさし、チョコレート
コーティングなどでかわいくデコレーションします。
日時：２月１３日（土）１０時～１２時
場所：西都市公民館 調理室
料金：１，０００円 事前申込み制
定員：４組（小学３年生以下は保護者同伴）

【児童図書新刊のご案内】

※詳しい内容やお申込みは図書館にお問合せください。
※コロナ感染防止の為、やむなく中止する場合があります。

☆は絵本です。

☆やねうらべやのおばけ （しおたに まみこ）
☆ことばたんていテンテン・マールをおえ （平田 昌広）
☆うどんできた！ （加藤 休ミ）
☆ナマケモノのメブくん （かやの しんや）
☆おべんとうかいじゅう （しまだ ともみ）
◎伝えよう心にのこる偉人たちの名言 （国土社編集部）
◎知れば知るほどお相撲ことば （『おすもうさん』編集部）
◎「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図鑑
（セルゲイ・ウルバン）
◎５分後に美味しいラスト （エブリスタ）
◎

●読み終えた本はありませんか
ご自宅で不要になった一般小説・児童本・絵本等がありましたら図書館
までご持参ください（古本市での利用を予定しています）。
なお、雑誌・古新聞・図鑑辞書・汚損・破損・青少年育成に有害なもの
は受け付けしておりません。
※図書の受け入れ及び取扱いについては、図書館に一任していただきます
ようお願いいたします。

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係
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その他

TEL：43-0584 FAX：41-1113）

