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案内

Information

西都市プレミアム付商品券事業関連
購入引換券の申請はお早めにお願いします
１０月１日からの消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策として、
①住民税が課されない方（生活保護を受けられている方等を除く）
②平成２８年（２０１６年）４月２日以降に生まれた子のいる世帯の
世帯主

１０月１日からの消費税率引上げに伴い、ごみ処理経費・袋の製造原価
等も引き上げられることから、ごみ袋・指定シールの料金を以下のとおり
改定しました。市民のみなさんのご理解、ご協力をお願いします。
なお、９月３０日以前に購入されたごみ袋・指定シールは、１０月１日
以降も引き続き使用できます。
ごみ袋等の料金表（１０枚入）

を対象に、プレミアム付商品券事業を実施します。
①に該当する可能性のある方には８月中旬に購入引換券交付申請書を送
付しております。
対象者であるかの審査をするため、申請を受けてから購入引換券を発送
するまでに１ヶ月程度日数が必要です。
商品券を購入希望の方は早めに申請をお願いいたします。

・購入引換券交付申請期限

指定ごみ袋等の料金改定について

１１月２９日（金）※必着

・商品券購入期限

令和２年２月２８日（金）１７時

・商品券使用期限

令和２年３月１５日（日）

袋等の種類

色

燃やせるごみ

青

燃やせないごみ

赤

大
資源ごみ

黄

プラスチック製
容器包装類

緑

燃やせるごみ

青

小 燃やせないごみ
資源ごみ
シール（古紙類用）

（文書取扱・問合せ：福祉事務所 子育て支援係

３２－１０２１）

赤

９月３０日までの
金額（税込）

１０月１日からの
金額（税込）

３１０円

３３０円

１８０円

１９０円

３１０円

３３０円

黄
黄

（文書取扱・問合せ：生活環境課 環境保全係 ４３－３４８５）

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
１０月１日（火）から令和２年１月３１日（金）まで、高齢者インフルエンザ予防接種を行います。
【対 象 者】
西都市に住民登録のある方で①または②に該当する方
①満６５歳以上の方
②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の
身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な
程度の障害を有する方
※接種を希望される方は、ワクチンの効果や副反応などについて十分に
理解したうえで、医師と相談し接種をお願いします。
【接種回数】
１回（２回目からは自己負担になります。）
【接種費用】
自己負担 １,２００円
（生活保護世帯の方は無料になります。保護証明を医療機関に提示してく
ださい。)

【接種医療機関】
上山整形外科
クリニック
（41-0808）

宇和田胃腸内科
（42-0111）

黒木胃腸科医院
（43-1304）

こうの整形外科
（43-2200）

児玉内科
クリニック
（43-1777）

西都病院
（43-0143）

西都児湯医療
センター
(42-1113)

佐藤クリニック
（43-5309）

三財病院
（44-5221）

すぎお医院
(41-1177)

鶴田クリニック
(42-3741)

富田医院
(43-0178)

東米良診療所
(46-2335)

上野医院
（44-5100）

上山医院
（43-1129）

大塚病院
（43-0016）

水田内科医院
（43-1115）
※ワクチン確保の都合上、事前に各医療機関にお問合せされることを
お勧めします。
※市外にかかりつけ医がある場合は、市外で接種を受けることができ
ます。直接医療機関にお問合せください。

（文書取扱・問合せ：健康管理課 健康推進係 43-1146）
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小学生のインフルエンザ予防接種費用の
助成について
西都市内に住民登録のある小学生のお子さんがインフルエンザワクチン
を任意に接種される場合、1回につき1,250円（一人2回まで）の助成があり
ますので、以下医療機関にて接種してください。
説明書及び申請書は、９月中に各小学校を通じて個別配付しております
が、紛失された方は健康管理課までお問い合わせください。
※申請書は市内医療機関にも予備が置いてあります。
【接種時期】10月1日（火）から令和2年1月31日（金）まで
※2～4週間の間隔をあけて、2回接種します。
※1回目は12月31日（火）までに接種してください。
【助成を受けることができる医療機関】11医療機関
いわみ小児科医院
三財病院
大塚病院
(42-1500)
（44-5221）
（43-0016）
上山医院
上山整形外科クリニック 児玉内科クリニック
（43-1129）
（41-0808）
（43-1777）
水田内科医院
上野医院
富田医院
（43-1115）
（44-5100）
(43-0178)
※小学4年生以上
※要予約
黒木胃腸科医院
東米良診療所
（43-1304）
(46-2335)
※上記以外の医療機関で接種した場合は助成の対象になりません。
※予約が必要な場合がありますので、各医療機関にお問合せください。
（文書取扱・問合せ：健康管理課 43-1146）

案内

木造住宅耐震化の補助金が増額となりました
木造住宅の耐震化について補助を行っています。
まずは、耐震診断を行い、住宅の現状を調査してみませんか。
昭和５６年５月３１日以前に着工し、完成しているものが対象となりま
す（その他の要件がありますので、お問合せください）。
【木造住宅耐震化促進事業の流れ】
①耐震診断：地震の際に倒壊の可能性があるかどうか調査します。
区分
補助金額
一戸建て住宅
５万４千円
共同住宅
１０万８千円
②改修工事：倒壊の可能性がある住宅を補強する工事を行います。
区分
補助金額
一戸建て住宅
１００万円（最大）
※１０月１日より、補助金額が増額となりました。

〈出前講座のご案内〉
西都市では、木造住宅耐震化についての出前講座を行っています。ご希
望される地区は、お問合せください（公民館等において、地区の皆様に向
けての開催を想定しています）。
講座の内容（予定）
・大地震に備えた木造住宅の耐震化の重要性について
・耐震診断及び耐震改修工事の具体的な内容について
・補助制度の内容及び費用負担軽減の方策について
共催：宮崎県
（文書取扱・問合せ：建築住宅課 建築係 ３２－１０１４）

狂犬病予防集合注射を行います

不法投棄は犯罪です

飼い犬は１年に１度の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬
病予防注射を以下の日程で行います。まだ注射を受けられていない飼い主
の方には、お知らせのはがきを送付しますので、最寄りの場所で受けてく
ださい。なお、注射料金は３，３００円、新しく犬を飼われた方は別途登
録料３，０００円が必要となります（犬の登録は生涯１回です）。
実 施 日
時
間
場
所
９：００～ ９：１０ 学供宮の下館
９：２５～ ９：３５ 九流水公民館
９：４５～ ９：５５ 加勢消防器具庫
１０：０５～１０：１５ 岩井谷公民館（三財）
１０：３５～１０：４５ 長園公民館
１１：００～１１：１０ 鹿野田体育館
１１月１３日（水） １３：３０～１３：４０ 学供岡富館
１３：５０～１４：００ 学供三宅館
１４：１０～１４：２０ 白馬墓地西側駐車場
１４：３０～１４：４０ 学供石貫館
１４：５５～１５：０５ 杉安郵便局前広場
１５：１５～１５：２５ 穂北神社（串木）
１５：３５～１５：４５ 中茶集落研修センター
９：１５～ ９：２５ 市三納支所
９：４０～１０：００ 市三財支所
１１月１７日（日） １０：１５～１０：３０ 市都於郡支所
１０：５０～１１：１０ 市穂北支所
１１：３０～１１：４５ 市役所北駐車場
※動物病院でも注射ができます（西都市内の病院なら登録もできます）。
※おつりのでないようご協力お願いいたします。
※はがきに「未」とついている犬は登録確認ができていない犬、「済」は
注射済の報告書が病院から届いている犬、「不」は注射不可の連絡がき
ている犬を表しています。
（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５）

一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、人目の届かない
場所（山林、河川敷、空き地など）へ捨てる不法投棄が後を絶ちません。
また、国道、県道、市道等の道路沿線においても、ごみのポイ捨てが多
発しています。
不法投棄物としては、空き缶、ペットボトル、弁当パック、包装紙等の
生活ごみや廃タイヤ、家電製品、農業用廃資材等の粗大ごみが多く目立ち
ます。
◇不法投棄は法律により処罰されます
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、「何人も、みだりに廃棄
物を捨ててはならない」と定め不法投棄を禁止するとともに、重い罰則を
定めています。
懲役５年以下、罰金1000万円以下（法人の場合は３億円以下）

◇不法投棄を発見した場合
不法投棄を発見した場合は、警察又は生活環境課（４３－３４８５）へ
通報してください。
通報時には、以下の事項をお知らせください。
・不法投棄の場所
・不法投棄の発見日時
・不法投棄物の種類と量
・不法投棄を行っている人の特徴、人数
・車のナンバーや車種

（文書取扱・問合せ：生活環境課 環境保全係 ４３－３４８５）
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農業振興地域整備計画の見直しの受付

宮崎県最低賃金が時間額790円に改定

農業振興地域整備計画における農用地区域（青地）の個別見直しの令和
元年度第２回受付は、１１月２９日（金）までとなっております。

宮崎県最低賃金は、10月4日(金)から「時間額790円」に改定されること
になりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労
働者に適用されます。
なお、最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
・臨時に支払われる賃金
・１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
・時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当

＜農用地区域の個別見直しとは＞
１．青地からの除外･･･住宅の建設用地など
２．青地への編入
３．用途区分の変更（一定規模以上のもの）
※田や畑から畜舎等の農業用施設用地への変更など
除外、編入及び用途区分の変更を行うには要件が決められており、その
要件をすべて満たさなければ計画の見直しを行うことはできません。
また、見直しが可能な場合でも、ある一定の期間が必要です。
具体的な計画のある方は、早めに農政課 農政企画係（４３－０３８２）
までご相談ください。

【お問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室 ０９８５－３８－８８３６

（文書取扱：農政課 農政企画係）

（文書取扱：商工観光課）

違法な不用品回収業者にご注意ください
「無料で不用品を回収します」などと、軽トラックなどで地域を巡回しながら家電製品等不用品を回収する業者などが見受けられます。違法な不用品回
収業者を利用することで、「無料と思っていたら、後で有料といわれた」「積んだ後で、高額な料金を請求された」などといったトラブルが発生していま
す。
家電製品、家具などの不用品（ごみ）の収集・運搬及び解体等の処分を行うことは、廃棄物処理業の許可がないとできません（西都市の許可を受けた業
者が軽トラック等で不用品を回収することはありません）。無許可の業者による、不用になった家電製品や粗大ごみなどの廃棄物の回収は違法になります。
また、法律では、不用品を出すみなさんにも適正な処理が求められています（無許可の業者に不用品の処理を依頼することは違法です）ので、利用しな
いでください。
（文書取扱・問合せ：生活環境課 環境保全係 ４３－３４８５）

令和元年度 後期技能検定試験概要
技能検定は、職業能力開発促進法に基づいて、働く人達の技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度です。
厚生労働大臣名（特級、１級及び単一等級）又は知事名（２級及び３級）の合格証書を授与し、「技能士」の称号を付与します。
令和元年度後期技能検定試験の実施内容については、次のとおりです。
（３）３級
機械加工、機械検査、電子機器組立て、電気機器組立て、冷凍空気
調和機器施工、家具製作、建築大工、配管、機械・プラント製図、
電気製図

１．受検申請受付期間
10月7日（月）～18日（金）（土日祝除く、8：30～17：00）
２．受検資格
特級 １級合格後、実務経験５年以上
１級 実務経験７年以上、または、２級合格後実務経験が２年以上
２級 実務経験２年以上、または、３級合格者
３級 検定職種に関する工業高校等の在学生
単一等級 実務経験３年以上、または、検定職種に関する工業高校
等卒業後実務経験が１年以上
※受検資格は上記の限りではありませんので、詳しいことはお問合
せください。

４．試験の実施
検定は実技試験と学科試験によって行われます。
実施日は、12月6日（金）から令和2年2月16日（日）までの間で別途指
定されます。
５．受検手数料
・実技試験・・・18,200円
（但し、35歳未満の者が２級又は３級実技試験を受検する場合は9,200
円、35歳以上の高等学校、専修学校、各種学校の在校生が３級実技試
験を受検する場合は12,100円、35歳未満の在校生が３級実技試験を受
検する場合は3,200円）
・学科試験・・・3,100円

３．実施職種及び等級
（１）特級
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス
加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子
機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板
製造、自動販売機調整、光学機器製造、内燃機関組立て、空気圧
装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳
士服製造、プラスチック成形、パン製造
（２）１級及び２級
さく井、鍛造、機械検査、電気機器組立て、空気圧装置組立て、
農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、建築大
工、かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送
施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、ガラス施工、機械・プラ
ント製図、電気製図、塗装

６．合格発表
合格発表日

令和2年3月13日（金）

７．受検申込み・問合せ先
宮崎県職業能力開発協会 0985－58－1570
所在地：〒889-2155 宮崎市学園木花台西２－４－３
（文書取扱：商工観光課）
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浄化槽をお使いの皆様へ
浄化槽の維持管理については、以下の３つの義務があります。
①清掃（毎年一回）
浄化槽内部にたまった汚泥等の引き抜き、機器類の洗浄、清掃を行っ
てください。
西都市の許可を受けた業者に依頼してください。
②保守点検（四か月に一回以上）
浄化槽が正しく機能するために、機器の点検や補修、水質検査や消毒
液の補充等を行ってください。
宮崎県知事の登録を受けた業者に依頼してください。
③法定検査（毎年一回）
浄化槽の清掃と保守点検がきちんと行われ、浄化槽が正しく機能して
いるかの確認を行ってください。
宮崎県知事指定の業者に依頼してください。
１０月１日は「浄化槽の日」です。
浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを
目的として昭和６２年に制定されました。
【お問合せ先】高鍋保健所
生活環境課

「オレンジカフェ」を開催します
１０月は「日向市方面への外出（ドライブ）」となっています。
オレンジカフェとは、認知症の方や介護されている方、支援している方、
介護に興味がある方などが、自由に出会い・思いを分かりあい活動し・つ
ながり・元気を取り戻し・情報交換の場所として、どなたでも自由に参加
できる「集いの場」です。
１０月は、介護のつかの間の休息として、バスで移動しながら施設見学・
海鮮食事・「道の駅 つの」での買い物を行う予定です。
現在オレンジカフェに参加されている方たちだけでなく、介護に興味の
ある方など、たくさんの方々の参加をお待ちしております。
【開 催 日】 １０月２４日（木）

９：３０～１５：３０ の予定

【対 象 者】 市内在住で、本人・家族・介護に興味のある方
【集合場所】 うからや（さどわら店跡：妻町２丁目５３番地）
※９：３０出発 その後福祉バスを利用
【内

容】 施設見学・食事・買い物・情報交換等

【参 加 費】 参加費は無料ですが、昼食代は自己負担となります。
【実施主体・申込先】
西都市南地区地域包括支援センター ４１－０５１１（担当：押川）
西都市北地区地域包括支援センター ３２－９５９５（担当：辻間）

２２－１３３０
４３－３４８５

※１０月１８日（金）までにお申込みください。

（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

令和元年度のファミサポ研修について

働く婦人の家 主催 「アラカルト料理」講座
～働く人にオススメ時短レシピ～

本市では、子育て家庭の保護者が急な仕事や外出のとき、サポートをし
てくれる会員さんに子どもを預けることができる『西都市ファミリー・サ
ポート・センター事業（ファミサポ）』を行っています。

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
毎回違うジャンルの料理を単発形式で学べる料理講座です。身近な材料
を使って簡単に美味しく作れる料理方法を学びませんか。

ファミサポは、事前に会員登録をしている利用会員（保護者）と援助会
員（有償ボランティア）が会員間で支え合うネットワークです。なお、援
助会員に登録する方は、毎年１回開催される養成講座を受講する必要があ
ります。

【開講日】11月9日（土）10時～13時
【場 所】西都市働く婦人の家（コミュニティプラザパオ2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。
【材料費】1,000円程度
【持参品】エプロン・三角巾・タッパー・筆記用具
【定 員】10名（応募者多数の場合は事務局による抽選となります。）

本年度の養成講座を以下のとおり開催しますので、受講を希望される方
は申込みをお願いします。
＜ファミサポ援助会員養成講座＞
【日時・場所】
講
座 11月15日（金）・19日（火）9～16時（2日間）
新富町総合交流センター「きらり」 33-1022
保育実習 11月18日（月）西都市、22日（金）川南町、
11月26日（火）・12月5日（木）新富町のいずれか１日
（午前中150分）
【対象】ファミサポ援助会員または援助会員への登録を検討している方
【内容】子どもの遊びとおもちゃ作り、子どもの病気、事故防止と安全対
策、子どもの発達とその問題、乳幼児安全法など

◆申込み◆
○窓口で直接か、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※必要事項…①講座名「アラカルト料理」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号・FAX番号、⑤年齢
⑥区分（女性労働者、主婦、男性、その他のいずれか）
⑦講座をどこで知ったかをご記入ください。
○受付時間 月～金曜 9時30分～20時まで
土
曜 9時30分～16時まで（日曜・祝日は休館）
○受付期間 10月1日（火）～28日（月）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333

受講希望者は、以下の申込先まで直接お電話にてお申込みください。
なお、講座受講・保育実習の際に託児（無料）を希望される場合は、申
込みの際にお知らせください。
【申込先】福祉事務所 保育係 43-0376
＜受付時間＞平日の午前8時30分から午後5時15分まで

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：福祉事務所）
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働く婦人の家 主催

「さげもん」講座

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
桃の節句をお祝いする吊るし飾りをひとつひとつ手縫いする講座です。
干支の子（ねずみ）や手毬、梅の花などの縁起が良い小物を、お子様の
幸せと健康を願いながら、みんなで楽しく作りませんか。
【開講日】11月12日（火）毎週火曜日
13時～15時（全12回）
【場 所】西都市働く婦人の家（コミュニティプラザパオ2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。
【費 用】材料費：ひとさげ1,000円程度、友の会費200円（初回のみ）
【持参品】裁縫道具、筆記用具
【定 員】10名（応募者多数の場合は事務局による抽選となります。）
◆申込み◆
○窓口で直接か、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※必要事項…①講座名「さげもん」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号・FAX番号、⑤年齢
⑥区分（女性労働者、主婦、男性、その他のいずれか）
⑦講座をどこで知ったかをご記入ください。
○受付時間 月～金曜 9時30分～20時まで
土
曜 9時30分～16時まで（日曜・祝日は休館）
○受付期間 10月1日（火）～28日（月）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333

（文書取扱：商工観光課）

催し・講座

働く婦人の家 主催
「フラワー１ｄａｙレッスン」講座
～素敵なウインターハーバリウム～
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
フローリストに学ぶ、季節に合ったお花を楽しむレッスン。お花とふれ
あう時間を楽しみましょう。今回は、お好みの花材を選んでつくるハーバ
リウム。花材の配置のコツや材料の選び方を学びませんか。
【開講日】11月13日（水）19時30分～21時
【場 所】西都市働く婦人の家（コミュニティプラザパオ2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。
【材料費】1,500円程度
【持参品】不要
【定 員】10名（応募者多数の場合は事務局による抽選となります。）
◆申込み◆
○窓口で直接か、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※必要事項…①講座名「フラワー1dayレッスン」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号・FAX番号、⑤年齢
⑥区分（女性労働者、主婦、男性、その他のいずれか）
⑦講座をどこで知ったかをご記入ください。
○受付時間 月～金曜 9時30分～20時まで
土
曜 9時30分～16時まで（日曜・祝日は休館）
○受付期間 10月1日（火）～28日（月）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333

（文書取扱：商工観光課）

西都市民会館自主事業

西都市民会館自主事業

第25回 宮崎・音のスケッチブックコンサート

宮川彬良×米良美一ふたりの歌謡ショウ

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
昭和の大作曲家「宮川泰」のヒット曲を中心に、昭和の名曲の数々をお
贈りするコンサート。息子の宮川彬良と類まれな美声の米良美一にボーカ
ルエンターテイメントグループ、ダイナマイトしゃかりきサ～カス、そし
て地元コーラス団体も加えた、楽しくて豪華な歌謡ショウ。メンバー全員
で歌って踊って盛り上げます。全席指定。チケット発売中です。

日本一、人にやさしいコンサートとして平成12年に宮崎市ではじめた「宮
崎･音のスケッチブックコンサート」が場所を西都市に移し開催決定。
宮崎県内で活動している、また西都市に縁のある団体・アーティストの
演奏や発表の機会を創出し、育成を図ることを目的としています。
市民の皆様に屋外でさわやかな音楽を楽しんでいただけるコンサートで
す。ひと時の癒しの空間を楽しみませんか。
皆さまのご来場お待ちしております。
【日
時】
【会
場】
【主
催】
【出演団体】

【入 場 料】
【お問合せ】

【日
時】 10月17日(木) 開場：18時 開演：18時30分
【入場料金】 一般5,000円 西都市民4,000円 高校生以下1,000円
未就学児膝上鑑賞可(お席が必要な場合は有料)
※西都市民料金での購入の際は証明が必要
【販 売 所】 西都市民会館・シティサイト(株)・宮崎県立芸術劇場 他
【出 演 者】 宮川彬良、米良美一、ダイナマイトしゃかりきサ～カス他
西都童謡を歌う会、コール西都
宮崎県立妻高等学校・新宮崎県立妻高等学校合唱部
【会
場】 西都市民会館ホール
【お問合せ】 西都市民会館 ４３－５０４８
※市民会館イベント情報は会館フェイスブックでも発信しております。
(文書取扱：社会教育課)

10月13日(日) 13時30分～16時まで
西都市民会館 正面前広場
西都市民会館
宮崎県立妻高等学校・新宮崎県立妻高等学校吹奏楽部
香月保乃 ＆ 柳田裕輔Jazzデュオ
パステルクロック
無料
西都市民会館 ４３－５０４８
(文書取扱：社会教育課)

「第３８回

一夜の歌声喫茶」開催

以下のとおり第３８回目となる「一夜の歌声喫茶」が開催されます。多くの方のご参加をお待ちしております。
【日時】１０月１４日（月・祝） 開場：１３時 開演：１３時３０分
【会場】西都市民会館 大ホール舞台
【料金】４５０円（電話申込）※当日は５００円
【内容】童謡、青春歌謡、フォークソングなどを全員で歌います。２２０曲の歌集の中からリクエストをどうぞ。
（アコーディオン・大正琴・キーボード・ベースなど、伴奏はプロのミュージシャンです。）
【問合せ及びチケット】西都市レクリエーション協会 事務局：松下 ０８０－５０６５－５９３２
※福祉施設よりの団体参加は、あらかじめ事務局へご連絡ください。
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（文書取扱：社会教育課）

11

Information

催し・講座

個人事業者の方を対象とした
消費税記帳説明会の開催について

外国人雇用実務セミナー
「技能実習・特定技能の実務を学ぶ。」

高鍋税務署では、個人事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度
に対応した記帳に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある制度ですので、是非お越しください

宮崎県では、外国人雇用実務セミナー「技能実習・特定技能の実務を学
ぶ。」を開催します。

日 時
11月20日(水)
10時30分～12時
11月20日(水)
13時30分～15時
11月21日(木)
10時30分～12時
11月21日(木)
13時30分～15時
11月22日(金)
10時30分～12時
11月22日(金)
13時30分～15時

会
場
都農町役場
新館１階会議室
木城町役場
３階会議室
川南町役場
別館３階第５会議室
高鍋税務署
別棟２階会議室
西都市コミュニティセンター
２階図書室
新富町役場
２階大会議室

定 員
・50名
・事前予約制
・40名
・事前予約制
・50名
・事前予約制
・50名
・事前予約制
・100名
・事前予約制
・50名
・事前予約制

主催者：高鍋税務署、各市町税務課
【申込先・問合せ先】
高鍋税務署 個人課税第１部門 ０９８３－２２－１３７５
※定員になり次第締めきらせていただきます。

（文書取扱：税務課 市民税係）

1.開催日程・場所等
日時：11月7日（木）13時30分から15時30分まで
場所：KITENコンベンションホール
定員：100名（受講料無料）
2.対象者
・外国人雇用に取り組む予定の企業
（技能実習80職種140作業、特定技能14分野に該当する企業に限る。）
・企業支援を実施している団体等の担当者
3.セミナー内容
「技能実習」と「特定技能」について、具体的な事例を交えながら、
どのように導入を進めていけば良いか、その実務について学んでいきま
す。
4.申込方法
申込用紙に必要事項を記入して、ヤングJOBサポートみやざき宛てに
FAX又はメールでお申込みください。
5.お問合せ・申込先
ヤングJOBサポートみやざき
TEL：0985-23-7260 FAX：0985-26-0890
メールアドレス：info@job-miyazaki.com
（文書取扱：商工観光課）

市営住宅の入居者募集について

商工観光課臨時職員募集について

１．「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。
※１１月抽選については、１０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。

商工観光課では、以下のとおり臨時職員を募集します。
○募集人員 １名
○任用期間 １１月５日(火)から令和２年３月３１日(火)まで
○勤務条件 ・賃

金：日額６，０００円
※最低賃金の改定により変更の可能性あり。
・勤務時間：８時３０分～１７時１５分（土日祝日は休み）
・福利厚生：有給休暇、厚生年金、健康保険、雇用保険

○業務内容 ・マイキーID設定支援業務、事務補助等

２．「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
（令和元年9月18日現在）
住宅名
空家数
住宅名
空家数
住宅名
空家数
三宅
９ 国分
０ 宮之下
１
稚児ヶ池
５３ 島内
１ 鹿野田
７
稚児ヶ池南
４ 南方
２３ 山田
１１
酒元
９ 杉安
６ 都於郡
０
妻東
６ 椿原
８ 岩崎
２
白馬
４ たて野
０ 再開発
８
瀬口
６ 札の元
１ 合計
１５９

○応募資格 ・パソコンでの事務処理が可能な方
・市税等滞納のない方
○応募方法 市販の履歴書に写真を添付し、商工観光課まで郵送または持
参してください。
○応募締切 １０月１５日（火）※必着
○選考方法 面接により選考します。
○問合せ先 〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地
商工観光課 商工振興係
TEL：４３－３２２２、FAX：４３－２０６７
Mail：shoko@city.saito.lg.jp

（文書取扱・問合せ：建築住宅課 住宅係 ４３－０３７９）

（文書取扱：商工観光課）
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第 33 回

西都古墳まつりについて

○たいまつ行列の一般参加者募集について
西都古墳まつりでは、たいまつ行列に参加していただける方を募集して
います。たいまつ行列参加者は、都萬神社から記紀の道をたどりながら御
陵墓前広場へ向います。皆様のご参加をお待ちしています。
日

○地場産展・産業祭出店者の募集について
西都古墳まつり会場で開催する「地場産展・産業祭」に出店していただ
ける方を募集しています。なお、詳細については西都市観光協会及び西都
商工会議所・三財商工会に開催要項及び申込用紙を置いていますので参考
にしてください。

程：11月2日（土）

集合場所：西都原御陵墓前広場 受付テント
※御陵墓前広場から都萬神社まではバスで搬送いたします。
※お車はまつり会場一般駐車場をご利用ください。
受付時間：16時～17時45分予定
行

募集

程：18時15分
～19時

都萬神社出発式
御陵墓前広場到着予定

申込資格：年齢制限はありませんが、4kmの行程を自力で歩ける方
中学生以下は保護者の参加が必要です。
申込方法：観光協会に参加申込書がございますので必要事項を記入の
上、観光協会にFAXもしくは直接お持ち下さい。また、観光
協会のホームページ（https://www.saito-kanko.jp）からも
参加申込書がダウンロードできます。
締め切り：10月18日（金）
※ただし、予定定員になり次第締め切らせていただきます。
なお、締め切り後の申し込みは受け付けできません。

日
程：11月2日（土）～3日（日・祝）
締め切り：10月11日（金）
出店条件：西都商工会議所、または三財商工会の会員であること
※名義貸しは一切認めません。
○西都古墳まつり古代花火へのご協力について
西都古墳まつり初日の夜に炎の祭典を開催していますが、その祭典後の
古代花火において、昨年度は多くの方のご支援を賜り、市制施行６０周年
を記念して盛大に花火を打ち上げ、大変ご好評いただきました。
今年度も古代花火の開催を計画しております。古代ロマンに漂う秋の夜
空に、盛大な古代花火を彩ることが出来れば、古代から現代そして未来に
つなげていけると考えております。
趣旨にご理解をいただき、協賛のご協力（ご寄付）いただけます方につ
きましては、以下までお問合せください。
受付締め切り：10月11日（金）
【申込先及び問合せ先】
西都古墳まつり実行委員会事務局（
（一社）西都市観光協会内）
℡0983-41-1557 FAX0983-41-1559
（文書取扱：商工観光課）

介護職員初任者研修講座受講生募集

令和元年度都萬神社秋祭り及び
相撲教室参加者募集について

対 象 者：宮崎県内のひとり親家庭の母もしくは父、及び寡婦の方
※「寡婦」とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者の
ない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方
のことです。

西都市相撲大会と相撲教室が次のとおり開催されます。毎年恒例の都萬
神社秋祭りに合わせて行われる大会で、今年度は相撲教室を同時開催いた
します。大会には西都市内外より子どもから大人まで多くの参加があり、
選手の気迫や熱気、応援の歓声で１１月の寒さも忘れる程です。
皆様の参加をお待ちしております。

講座内容：介護の専門的な知識や技術を学びます。
日

時：11月6日（水）～令和2年3月2日（月）
月・水・金（祝日は除く）
19時～21時 ※全日程出席できる方に限ります。

会

場：ライブビジネススクール（宮崎市江平西1丁目第2丸三ビル）

定

員：13名程度

１
２
３
４

主
催：西都市相撲連盟
開 催 日：１１月１７日（日）
場
所：西都市相撲場（都萬神社内）
時
間：午前８時３０分～ 受付
午前９時～
開会式
※相撲教室については大会終了後に開催いたします。
５ 参 加 料：【大会】無
料
【教室】５００円（スポーツ保険料等）
６ そ の 他：お昼に恒例のちゃんこ鍋とおにぎりを準備いたします。
観戦は無料です。
好評の「赤ちゃん土俵入り」も行われます。希望される方
はお子様一人につき３，０００円が必要となります。
なお、「赤ちゃん土俵入り」を９時１５分から、終了次第
幼児の部、小学生の部、中学生の部の試合を行います。
７ 申込締切：１０月１８日（金）

受 講 料：無料（但し、テキスト代5,500円位は受講生負担）
応募必要書類：①令和元年度就業支援講習会受講申込書
②児童扶養手当証書又はひとり親家庭医療費受給資格者証
の写し
応募締切：定員になり次第終了
受講者決定方法：受講が決定した方には、文書でお知らせします。
※受講希望者は、宮崎県母子寡婦福祉連合会又は、母子会会長にお問合せ
ください。ホームページからもご覧いただけます。
※お申込みや講座に関するお問合せは、以下までお願いいたします。
財団法人 宮崎県母子寡婦福祉連合会 0985－22－4696
〒880－0007 宮崎市原町2番22号 宮崎県福祉総合センター内
ホームページは「宮崎県母子寡婦福祉連合会」で検索してください。

【申込み・問合せ先】
西都市相撲連盟事務局
田宮良太 （有）サンワ ０９８５－４１－２００４

（文書取扱：福祉事務所 子育て支援係）

（文書取扱：スポーツ振興課）
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その他

西都市地域子育て支援センターつばさ館
２０１９年１０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保護者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。
<１０月の行事予定>
１日（火）10月の製作
※今月いっぱい、随時
２日（水）助産師さんに聞いてみよう
AM10：00～12：00（身体測定＆手形足形をとる成長記録会も並行して実施します。）
４日（金）リトミック
AM10：30頃～
８日（火）英語であそぼう（予約制）
AM10：30頃～
10日（木）10月生まれの誕生会（予約制）
AM10：30頃～
11日（金）給食試食会（予約制）
※１食３５０円
16日（水）アタッチメントベビーマッサージ（予約制） AM10：30頃～ 参加費：500円（オイル代込み）
17日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場）AM10：30頃～
18日（金）つばさ館カフェ①（予約制）
AM10：30頃～ 参加費２００円
21日（月）給食試食会（予約制）
※１食３５０円
25日（金）つばさ館カフェ②（予約制）
AM10：30頃～ 参加費２００円
27日（日）親子ふれあいフェスティバル
9：30～14：30
29日（火）親子クッキング（予約制）
※材料費１５０円
30日（水）モンテであそぼう
AM10：30頃～（モンテッソーリ教育に、気軽に触れて頂ける体験会です。）
※つばさ館カフェは、18日（金）か25日（金）のどちらかに１回のみ予約下さい。
※ベビーフォトの日程・時間は、つばさ館にお問い合わせ下さい。
◆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（認定こども園 こどもの家敷地内）
【連 絡 先】ＴＥＬ：４３－１０４９ ＦＡＸ：４３－１０７９
【利 用 時 間】月～金曜：９時～１５時、土曜：９時～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。詳しいお問い合わせはお電話下さい。
※１時間→３５０円、４時間→１,２００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）

（文書取扱：福祉事務所）

