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新型コロナウイルスワクチン（４回目）接種のご案内
後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ
子宮頸がん検診のご案内
口腔がん検診のお知らせ
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について
5 「西都市プレミアム付商品券」発行決定
6 産業基盤維持・育成【ＤＸ推進】事業補助金
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
7 コンビニなどでマイナンバーカード署名用電子証明書用暗証番号
の初期化ができます
７月１日から三財郵便局でもマイナンバーカードの

11 明るい選挙啓発ポスター・書道作品募集
12 会計年度任用職員の募集について（健康管理課 健康推進係）
西都硬式野球クラブの加入者募集について
13 「点訳ボランティア養成講習会」受講生を募集します

相談
13 弁護士による消費者トラブル無料相談会を実施します
14 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

その他
15 図書館だより７月号

巻末

電子証明書更新や暗証番号の再設定などの手続きができます
8 農業用廃プラスチックの通常収集日（７～９月）について
9 道路への樹木・雑草の張り出しについてのお願い
みやざき結婚サポートセンター出張窓口のご案内

７月の西都市イベントカレンダー

催し・講座

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。

9 「男性介護者カフェ」を開催します
10 宮崎県防災士養成研修が開催されます
西都市青少年健全育成市民大会のご案内
■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･･･https://www.city.saito.lg.jp
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※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～

Information

１

案内

新型コロナウイルスワクチン（4回目）接種のご案内
～60歳未満の方は接種券の発行申請が必要です～
新型コロナウイルスワクチンの４回目接種は、次の方を対象として実施します。
【対 象 者】
(1) 60歳以上の方
(2) 18歳以上60歳未満の者であって基礎疾患を有するもの
(3) 18歳以上60歳未満の者であって新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの
【接種券の発送時期】
対象者(1)の60歳以上の方には、６月中旬から、３回目接種完了後５カ月経過の時機に合わせて接種券を発送します。
対象者(2)、(3)の60歳未満の方には対象者からの申請があった方のみ接種券を発行します。
※ 基礎疾患をお持ちの方で、初回接種（１・２回目接種）時に優先接種の事前申込履歴が確認できる方には、接種券発行の申請がなくても３回目
接種から５カ月が経過する時機に応じて接種券が送付されることがあります。
【申請方法】 ※60歳以上の方は申請の必要はありません。接種可能時機が近づいたら接種券が届きます。
(1)氏名（フリガナを含む）、(2)住民票に記載の住所、(3)生年月日、(4)電話番号、(5)４回目接種の対象となる理由（以下の選択肢から該当する番
号を記載してください）を記載のうえ、以下の申請先に郵送、ＦＡＸ、メールまたは持参してください。様式は問いません。
【４回目接種の対象となる理由】
①慢性の呼吸器の病気 ②慢性の心臓病（高血圧を含む） ③慢性の腎臓病 ④慢性の肝臓病（肝硬変など） ⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿
病または他の病気を併発している糖尿病 ⑥血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く） ⑦免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けてい
る悪性腫瘍を含む） ⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている ⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 ⑩神経疾患や神経
筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など） ⑪染色体異常 ⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
⑬睡眠時無呼吸症候群 ⑭重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療（精神
通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合） ⑮ＢＭＩが30以上 ⑯新型コロナウイルス感染症にか
かった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた
【申請期限】 ７月15日（金）
【申 請 先】 健康管理課 新型コロナウイルスワクチン接種対策係 ※ 電話回線混雑回避のため、電話では受付を行いません
住 所：〒８８１－８５０１ 西都市聖陵町２丁目２６番地
ＦＡＸ：４１－１３８２
メールアドレス：c-taisaku@city.saito.lg.jp
窓 口：コミュニティセンター１階 （平日 午前８時30分から午後５時15分まで）
（文書取扱：健康管理課）

後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ
「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は、毎年８月１日に更新
します。
７月末までに交付を受けている方のうち、８月１日からも要件に該当する方には、７月下旬ま
でに新しい認定証を郵便で送付します。
有効期限を過ぎた認定証は使用できませんので、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（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）。
なお、世帯に申告をされていない方がいる場合は、更新をすることができません。あらかじめ
ご了承ください。
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」（クリーム色）が必要な方
後期高齢者医療保険に加入されており、住民税非課税世帯（所得区分が「低所得者Ⅰ」「低所
得者Ⅱ」）の方で、現在入院中、入院予定の方または高額な治療を受けられる方
●「限度額適用認定証」（ピンク色）が必要な方
後期高齢者医療保険に加入されており、後期高齢者医療保険被保険者証自己負担割合３割負担
の方のうち、所得区分が「現役並み所得者Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」の方で、現在入院中、入院
予定の方または高額な治療を受けられる方
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けてい
ない方で、交付をご希望の場合は、健康管理課（市役所本庁舎１階）にて申請を受け付けており
ます。
◇申請窓口にて持参するもの
後期高齢者医療被保険者証等、身分を証明できるもの、マイナンバーのわかるもの
※代理の方が申請の場合は、代理の方の身分を証明できるものも必要です。
※世帯構成の変更・所得変更により認定対象外となる場合があります。

見本
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（文書取扱・問合せ：健康管理課 高齢者医療係 ４３－０３７８）
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子宮頸がん検診のご案内
若い世代に増えている子宮頸がん。20～40歳代で増加傾向にあります。
子宮頸がんは、検診によって発見しやすく早期のうちに治療すれば90％以上が治癒します。ぜひ子宮頸がん検診を受けましょう。
●集団検診
【対象】西都市に住民登録のある20歳以上の女性（年度年齢）
申込み期限
日程
受付時間
検診場所
【内容】問診、視診、細胞診
【料金】1,000円
9：30～11：00
７月25日(月）
保健センター
７月11日(月)
※西都市国民健康保険の方は600円（保険証を提示）
13：30～14：00
※JA西都女性部に加入の本人・家族は補助あり（助成券が必要）
9：00～ 9：30
都於郡地区館
９月６日(火）
８月23日(火)
※以下に該当する方は無料です。
11：00～11：30
三納地区館
①満70歳以上の方（保険証を提示）
9：30～11：00
保健センター
９月13日(火）
８月30日(火)
②65歳以上の方で後期高齢者医療の障害認定を受けている方
13：30～14：00
市役所穂北支所
（保険証を提示）
１月22日(日）
9：00～11：00
保健センター
１月６日(金)
③市民税非課税世帯の方
※集団検診の場合、検診中にお子さんをお預かりすることができます。
（税務課発行の世帯の課税証明書を提示。コンビニ発行不可）
ご希望の方は申込みの際にお伝えください。
④生活保護世帯の方(福祉事務所発行の生活保護受給証明書を提示）
申込み先：健康管理課 健康推進係 ４３－１１４６
⑤今年度、21歳になられる方（保険証を提示）
●個別検診 ※指定医療機関に直接お申込みください。
（平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれの方）
（検診期間：令和５年２月28日〔火〕まで）
※検診当日に保険証などの提示がない場合は、自己負担金が免除され
河野産科婦人科医院
坂田病院
まつ婦人科クリニック
ませんのでご注意ください。
22－0341
22－3426
（0985）62-3555
【注意事項】
はまだレディス
ひろしま通り
細川レディス
・妊娠中の方や妊娠の可能性のある方は、集団検診は受診できません
ウィミンズクリニック
クリニック
クリニック
のでかかりつけの病院で受診してください。
(0985)60-7807
(0985)39-0087
(0985)22-7313
・最近６カ月以内に不正性器出血（一過性の少量の出血・閉経後の出
血など）､月経異常（過多月経・不規則月経など）がある方は再検査
さがら病院宮崎
花ヶ島ウィメンズクリニック
になる可能性があるため医療機関での受診をおすすめしています。
(0985)29-3850
(0985)25-8883
・生理中の検診は、再検査になる可能性があるので避けましょう。
古賀総合病院
はた産婦人科医院 080-8395-2025（予約専用）
・着脱の楽な服装で受診しましょう。フレアスカートが便利です。
(0985)39－8888
月・水・金曜日（祝日は除く）12：30～16：00
ズボンの場合は、バスタオルをご持参ください。
※市の子宮頸がん検診で受診できるのは、集団検診・個別検診・妊婦健
・新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期または中止の可
診時のいずれかとなり年度内に１回のみです。
能性がありますので最新情報を市ホームページでご確認ください。
（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

（文書取扱：○○課）

口腔がん検診のお知らせ
西都児湯歯科医師会主催の口腔がん検診が以下の日程で行われます。
お口の中にもがんが発生します。「口内炎が治らない」「お口にできも
のがある」などお悩みがある方はお申込みください。
日

時：７月30日（土）

午後１時30分～ ※時間指定制

場

所：関歯科診療所（高鍋町上江8157）

検診方法：県立宮崎病院口腔外科専門医による舌がんなどの口腔内全体の
肉眼的診査を行います。
必要があれば精密組織検査のための紹介状を発行いたします。
申込方法：「参加申込書兼新型コロナウイルス感染防止対策同意書」を記
入し、FAXにてお申込みください。(送信先：44-6218)
※「参加申込書兼新型コロナウイルス感染防止対策同意書」は、西都児湯
管内の歯科医院や健康管理課に設置しています。
申込締切：７月14日（木）まで
※事前予約制です。２０名の人数制限がございます。
締切次第、時間指定にて受診券・問診票をご自宅に郵送します。

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世
帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活
支援特別給付金を支給します。
●支給対象者
①令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方（申請不要）
②公的年金給付などを受けていることにより令和４年４月分の児童扶養
手当の支給を受けていない方（要申請）
③令和４年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となっている方（要申請）
●支給額 ※一度のみの支給です
児童１人あたり一律10万円（国の支給額５万円＋西都市上乗せ５万円）
（児童扶養手当の対象となる児童が対象です）
●支給時期
①の対象者には６月下旬ごろに児童扶養手当の金融機関口座に支給予定
（支給予定日が決まり次第、さいと子育て情報局〔西都
市役所〕の公式LINEにてお知らせします｡右のQRコード
からお友だち登録をお願いします。）
②・③の対象者は申請受付後審査を行い、該当者に随時支給

問合せ先：きずな歯科医院（西都）松田裕貴子 ４４－６１７５
※申請は６月２１日（火）～令和５年２月２８日（火）必着です。
該当する可能性がある方には、後日案内を送付します。
※ひとり親世帯以外の低所得者の子育て世帯に対する給付金については
詳細が決まり次第お知らせします。
※詳細は市ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大などの状況により中止となる場合もありま
すのであらかじめご了承ください。

（文書取扱：健康管理課）
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「西都市プレミアム付商品券」発行決定
西都市プレミアム付商品券発行事業実行委員会では市内中小企業の支援と地域経済の活性化を目的に「西都市プレミアム付商品券」を発行いたします。
●商品券内容
①13,000円分の商品券を10,000円で販売。プレミアム率は30％です。
②今回の商品券は発行額面1,000円券・１冊13枚綴り(地元商店専用券９枚・共通券４枚)です。
③共通券はすべての参加店でご利用いただけますが、地元商店専用券は大型店でのご利用はできませんのでご注意ください。
④１商品に利用できる限度額 20万円
⑤参加店舗は市内約350店舗を予定しています。決定次第、新聞折込や市ホームページなどでお知らせいたします。
⑥換金性の高い商品（ビール券などの各種商品券、図書カード、切手類、印紙、宝くじ、プリペイドカード、コンサート類のチケットなど）や電子マ
ネーへのチャージ、タバコの購入に本券は利用できません。
⑦商品券使用期間 ８月１日（月）～令和５年１月９日（月・祝）まで
●申込方法
①所定申込書による予約販売（県内在住者のみ購入可）
※申込書付きチラシは６月23日(木)に新聞折込み予定です。西都商工会議所、西都市三財商工会、市役所各支所、パオなどにもチラシを設置しており
ますのでご利用ください。
②お一人様５万円まで(１万円単位：同居家族分購入可)
※注意：原則、商品券の引換は申込書の住所にお住まいの方がお越しください。その際、身分証明書(原本のみ)で住所確認をいたしますので、ご了
承ください。
③応募多数の場合は抽選の上減額させていただきます。発表は引換券の発送をもって代えさせていただきます。引換券は７月下旬に郵送します。
④予約期間 ６月23日（木）～７月７日（木） ※必着
⑤引換期間 ７月27日（水）～８月７日（日） 午前９時～午後５時 土曜日は休み・日曜日は西都商工会議所のみ引換します。
【問合せ先】西都市プレミアム付商品券発行事業実行委員会
西都商工会議所
４３－２１１１
西都市三財商工会 ４４－５１０７

（文書取扱：商工観光課）

事業者の皆さまへ

産業基盤維持・育成【ＤＸ推進】事業補助金
事業者が新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を乗り越えるため
に実施するＤＸ推進のための取組を支援します。
対象事業：自社の課題解決策として、専門家の指導・助言を受けデータや
デジタル技術の活用によりＤＸを推進し生産性の向上に取り組
むもので、令和５年１月31日(火)までに完了する事業
対象経費：
○【必須】専門家の技術指導や助言を受けるために必要な経費
例)コンサルティング費、専門家旅費 など
○サービス・製品などの開発に要する経費
例）研究費、外注費、原材料費 など
○業務プロセスなどの変革に必要なシステムの導入に要する経費
例）ソフトウェア・システム購入費、機材購入費、環境整備費 など
○自社のＤＸ人材の育成・教育に要する経費
例）受講料、講師謝礼、旅費、先進事例視察経費 など
補助金額：補助対象経費の４/５以内（上限100万円・下限40万円）
申請期限：12月20日（火）まで
申請手続：①事前相談 支援機関に事業内容をご相談の上、経営計画書な
どを作成してください。
②交付申請 交付申請書に必要書類を添えて、商工観光課まで
ご提出ください。
そ の 他：詳細な条件や様式などは市ホームページ
をご覧ください。
（お問合せ先）
商工観光課 産業振興係
４３－３４２１
[支援機関] 西都商工会議所 ４３－２１１１
西都市三財商工会 ４４－５１０７
（文書取扱：商工観光課）
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「あなたらしい」を築く、
「あたらしい」社会へ
６月２３日～２９日は男女共同参画週間です
●「男女共同参画社会」という言葉をご存じですか？
男女が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十
分に発揮することができる社会のことをいいます。
「男女共同参画社会」の実現のためには、私たち一人ひとりが、性別で
役割を決める固定的役割分担意識を見直し、男女がともに責任をわかちあ
いながら支え合うことの大切さや、多様な生き方を認め合うことの大切さ
を理解するなど、男女共同参画に関する認識を深めていくことがとても重
要です。
●展示のご案内について
男女共同参画週間中は、男女共同参画に関するパネルやパンフレットな
どの展示を行います。
○展示期間：６月２３日（木）～２９日（水）
○場
所：市立図書館
●男女共同参画講演講師派遣について
仕事、家庭生活、地域生活など、暮らしを取り巻くさまざまな問題を、
男女共同参画の視点で学びたいという団体に講師を派遣いたします。
興味関心のある分野など、ご希望があればご相談ください。
○派遣条件：参加希望者が２０名以上の各種団体
（子ども会・地区公民館・学校関係など）
○申込期間：令和５年２月２８日（火）まで
○申込先：市民課 市民協働推進係 ４３－１２０４

（文書取扱：市民課 市民協働推進係）
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コンビニなどでマイナンバーカード署名用
電子証明書用暗証番号の初期化ができます
全国のコンビニなどでマイナンバーカード署名用電子証明用暗証番号
（英数字６～１６桁）の初期化（ロック解除）・再設定ができるようにな
りました。利用手数料は無料です。
なお、マイナンバーカードで設定できる暗証番号のうち、４桁の数字で
構成される暗証番号の設定などはできませんので、市民課または三財郵便
局（７月１日サービス開始）で手続きをしてください。
※署名用電子証明書は、e-taxや給付金申請、インターネットなどで電子文
書を作成・送信する際に利用します。
【手順１】コンビニエンスストアなどに行く前の準備
①スマートフォンに専用アプリをダウンロードする。
②マイナンバーカードを読み取り、数字４桁の暗証番号(利用者証明用)
の入力と顔認証を行い、マイナンバーカード利用者の本人確認を行う｡
【手順２】コンビニエンスストアなどでの手続き
①事前準備完了後、２４時間以内にコンビニエンスストアなどのキオス
ク端末で「行政サービスメニュー」を選択し、メニューのガイダンス
に従って操作する。
②マイナンバーカードをセットし、数字４桁の暗証番号(利用者証明用）
を入力する。
③新たな署名用電子証明書の暗証番号(英数字６桁～１６桁）を入力し、
署名用の暗証番号の初期化・再設定が完了。
※マイナンバーカードの暗証番号の初期化（ロック解除）・再設定は市民
課または三財郵便局（７月１日サービス開始）でもできます。
●予約・問合せ：市民課 マイナンバーカード係 ３５－３０２０
（文書取扱：市民課）
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７月１日から三財郵便局でも
マイナンバーカードの電子証明書更新や
暗証番号の再設定などの手続きができます
７月１日(金)からマイナンバーカードのＩＣチップに格納されている電
子証明書の更新、暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定などが三財郵便
局でもできるようになります。マイナンバーカード有効期限通知書（青色
の封筒）が届いた方や暗証番号を忘れた方など、ぜひご利用ください。
★署名用電子証明書・・・６～１６桁の英数字
★利用者証明用電子証明書・・・４桁の数字
なお、三財郵便局ではマイナンバーカードの新規作成はできません。カ
ードを作りたい方は、市役所市民課またはお近くの各支所にお問合せくだ
さい。
●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
【休日申請・交付】
平日に都合がつかない方は、市民課窓口で申請などができます(各支所で
は、休日申請などは行っていません)。
※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。
日時：６月２６日（日）９時～１５時
７月２４日(日)、３１日(日)
９時～１５時
※７月は参議院議員選挙によって日程を変更する場合があります。
●予約・問合せ：市民課 マイナンバーカード係 ３５－３０２０
（文書取扱：市民課）

農業用廃プラスチックの通常収集日（７～９月）について
【収集日】
７月から９月までの農業用廃プラスチック収集日は下の表のとおり
です。１０月以降の収集については、９月ごろにお知らせします。
また、市ホームページに収集日・搬入方法について掲載していますの
でご確認ください。
童子丸集積所
ビニール

ポ

三財集積所
リ

ビニール

ポ

リ

７月

６日

２０日

１３日

２７日

８月

３日

１７日

１０日

２４日

９月

７日

２１日

１４日

２８日

★搬入の際には、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)」で処理費の支払いが可能です。排出者カードがお手元
に無い場合は再発行の手続きをしてください。
【持込時間】
午前９時 ～ 午後４時
ただし、正午～午後１時は休憩のため受け入れを中断します。
【直接搬入】
上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合、お急ぎの場合は以下の
事業者へ直接持ち込んでください。
事業者名 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番地
電話番号 ０９８５－３９－２２６１
受入時間 月～金 (祝祭日を除く)午前９時～午後４時
★年末年始などは営業日が変更となる可能性があるため、事前に確認
してから持ち込んでください。

Information

【処理費と分別】
ビニール
１１円/kg

塩化ビニール
※シルバービニールは「特別収集日」に引き取ります。

ポリフィルム、シルバーポリ、ＰＯ系フィルム、
クリンテート、プチプチ、暖房用ダクト、
谷シート(透明)、マルチ
ポリ
サイレージラップ（ネット状のものは不可）、
３３円/kg
肥料袋（麻袋の様に編んでいるものは不可）、
柔らかい灌水チューブ（固い部分は除去）、
柔らかい育苗ポット（固いもの、連結ポットは不可）、
柔らかい液肥容器（固い容器、農薬容器は不可）
★上記に分別できない農業用プラスチックは、特別収集日を設けて収集しま
すので、絶対に持ち込まずに各自で保管してください。
★処理費は、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)」でお支払いくだ
さい。
★肥料袋、サイレージラップの中にペットボトル、サイレージネットなどの
異物を混入して搬入する方が散見されます。絶対に異物は混ぜないでくだ
さい。
★液肥容器は中をきれいに洗浄し、キャップ・容器口などの固い部分を取り
除いてから持ち込んでください。
★黒色の谷シートは特別収集日での搬入となります。
★ビニールは長さ１ｍ・幅50cm・重さ20kg程度、ポリは重さ10kg程度に、そ
れぞれ同じ素材を使用して結束してください。また、サイドの耳ひもは抜
いておき、作物屑や針金などの異物が無いように注意してください。
★ガムテープなどで補強したものは、その箇所を除いて搬入してください。
（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：農林課 園芸特産係 ３２－１００３≫）

８

案内

Information

９

案内／催し・講座

道路への樹木・雑草の張り出しについてのお願い
道路や歩道への樹木・雑草の張り出しについては、車両や歩行者の通行の妨げになり、標識が見えなくなってしまうなど、事故の原因になることがあり
ます。また、強風や大雨時には倒木などにより損壊事故が発生することもあります。
道路へ張り出した樹木などが原因で事故になってしまうと、場合によってはその管理者（所有者）に賠償責任が生じることがありますので、日ごろから
の樹木の伐採や枝払い、草払いにご協力をお願いします。
なお、それらの作業の際には、十分に注意を払って作業を行っていただきますようお願いします。
（文書取扱：建設課）

みやざき結婚サポートセンター
出張窓口のご案内
会員制のお見合いシステムを使い、結婚を希望する男女の「１対１のお
見合い」をサポートする、みやざき結婚サポートセンターの出張窓口を一
日限定で開設します。会員登録や既存会員のご利用（お相手情報の閲覧や
相談）ができます。
また、市が入会登録料の一部（5,000円）を助成しています。
ぜひこの機会に入会をご検討ください。
日時：６月２６日（日）
場所：まちづくり西都KOKOKARA（西都市小野崎1丁目47番地）
※出張窓口は完全予約制です。６月２５日（土）までに以下の手続き
を行ってください。
◆会員登録手続きを希望の方
１.みやざき結婚サポートセンターHPから仮登録後、同センターへ電話で
予約（センター電話：0985-41-4110）
２.予約の際に必要書類の説明を受け、出張窓口当日に必要書類を提出
◆お相手閲覧、相談を希望の方(既会員限定)
センターへ電話で予約（センター電話：0985-41-4110）
※詳しくは右のQRコードからご覧ください。
（文書取扱・問合せ：商工観光課 ４３－３２２２）

「男性介護者カフェ」を開催します
自宅で家族を介護されている男性が集まり、悩みや困りごとを共感し合
える場、役立つ知識や情報の共有の場として「男性介護者カフェ」を開催
します。今回は、認知症のことや介護経験について語り合い交流を深める
予定です。介護経験のある方、ご夫婦やご家族同伴での参加でも構いませ
ん。ぜひお気軽にご参加ください。たくさんの方々の参加をお待ちしてお
ります。
【開 催 日】 ７月８日（金）午後１時３０分～３時３０分
【開催場所】 生きがい交流広場（妻町１丁目７３番地）
【対 象 者】 市内在住で高齢者を介護している男性介護者 など
【内
容】 参加者交流会 など
【参 加 費】 無料
【申 込 先】
市北地区地域包括支援センター（担当：小牧真由美）３２－９５９５
市南地区地域包括支援センター（担当：小牧朋子） ４１－０５１１
※参加希望の方は電話にてお申込みください。当日参加も可能です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、延期となった場合は、個
別にご連絡いたします。延期の場合は８月１２日（金）開催予定です。
※参加前の体温測定および参加時のマスク着用をお願いします。
また水筒など水分補給できるものをご持参ください。
（文書取扱：健康管理課 （文書取扱：○○課）
地域包括ケア推進係）

宮崎県防災士養成研修が開催されます

西都市青少年健全育成市民大会のご案内
～聴こう、青少年の声を

宮崎県では、地域防災力の向上を目的として、防災士養成研修（基礎コー
ス）を７月２日から８月２７日までの間、１１会場で合計１３回実施しま
す。いずれの会場でも受講は可能ですが、西都会場は以下のとおりです。
防災知識・技能を習得したい方や防災士の資格取得を目指す方はぜひご参
加ください。資格取得の詳細に関しては、基礎コース受講の際に別途説明
があります。
開催案内・申込書は宮崎県ホームページから入手できるほか、危機管
理課で配布していますので、お気軽にお問合せください。
【名 称】令和４年度宮崎県防災士養成研修（基礎コース）
【開催日】８月６日（土） 午前９時３０分～午後５時１５分
（受付は午前９時から）
【会 場】西都市コミュニティセンター
【対象者】どなたでも参加できます。
【受講料】無料（昼食・交通費等は自己負担となります）
ただし、資格取得のためには資格取得試験受験料（3,000 円）
と認証登録料（5,000 円）が別途必要になります。
市では、これらの費用を助成する制度があります。
【申込み】申込用紙にて事務局（NPO 法人宮崎県防災士ネットワーク）に、
FAX、電子メールまたは郵送にてお申込みください。危機管理課
への提出でも構いません。
危機管理課 電話：４３－０３８０ ＦＡＸ：４３―３６５４
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用や各会場単位
で定員を設けているほか、県内の感染状況によっては延期または中止とな
る場合もありますので、ご了承ください。

（文書取扱：危機管理課）
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学ぼう、未来ある子ども達のために～

地元の青少年の意見発表や講演を通して、夢や希望をもった青少年の健
全育成のあり方について考えてみませんか。
申込みは不要です。多くの市民の皆さまの参加をお待ちしております。
【主 催】市・市教育委員会
【日 時】７月９日（土）
【会 場】市民会館
【日程・内容】
９：００～ ９：３０
受付
９：３０～ ９：５０
開会行事
９：５０～１０：４０
青少年の意見発表
○小学生 ２名（三財小・銀上小）
○中学生 ２名（妻中・穂北中）
○高校生 １名（妻高）
○宮崎医療福祉専門学校生 １名
○宮崎県立産業技術専門校生 １名
１０：４５～１１：５０ 講演
（演題）ネットリテラシー教育
～子どもを守るために大人ができること～
（講師）宮崎県メディア安全指導員
二見 志信 氏
１１：５５～１２：００
大会宣言
１２：００
閉会

（文書取扱・問合せ：西都市青少年育成センター
〔社会教育課内〕３５－３００９）
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募集

明るい選挙啓発ポスター・書道作品募集
令和４年度明るい選挙啓発ポスターおよび書道作品を募集します。
１
２

募集期間
応募資格

８月２５日（木）必着
市内の小学生、中学生または高校生

３

提出先
小中学校または高等学校を通じて、西都市選挙管理委員会に提出してく
ださい。ただし、市外の学校に通学している方は直接西都市選挙管理委員
会に提出してください。
応募の内容など
(１)ポスターの部
○内容
明るい選挙を呼びかける内容を、自由に表現してください。
○紙のサイズ
Ｂ版４ッ切(542mm×382mm)、８ッ切(382mm×271mm)
もしくはそれに準ずる大きさ
○注意事項
作品のうら右下に市町村名、学校名、学年および氏名(ふりがな)
を必ず書いてください。

○紙の大きさ
書道用半紙(縦33.5cm、横24.5cm以内)
○注意事項
左はしに学校名、学年および氏名を必ず書いてください。
５ 賞
宮崎県選挙管理委員会による審査で次のとおり賞を決定します。
なお、入賞者全員に記念品を贈呈します。
ポスターの部

４

(２)書道作品の部
○文字：小学校

１年…ひと ２年…せきにん ３年…生活
４年…投票 ５年…清き一票 ６年…投票参加
中学校
１年…明るい選挙 ２年…未来の選択
３年…身近な政治
高等学校 １年…主権者意識 ２年…日本国憲法
３年…参議院選挙
○字体：小学生および中学１年生…楷書
中学２、３年生および高校生…行書

書道作品の部

特選

各学年

1点

各学年

1点

金賞

各学年

1点

各学年

1点

銀賞

各学年

1点

各学年

1点

銅賞

各学年

2点

各学年

2点

小学校

50 点

小学校

50 点

中学校

20 点

中学校

20 点

高等学校

20 点

高等学校

20 点

佳作

また、応募者全員に西都市選挙管理委員会より記念品を贈呈します。
６ 展示会
県審査会における入賞作品については、次により展示されます。
(１) 期日 ９月下旬（予定）
(２) 場所 イオンモール宮崎（予定）
詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
（文書取扱・問合せ：選挙管理委員会 ４３－３４１８）

西都硬式野球クラブの加入者募集について

会計年度任用職員の募集について
（健康管理課 健康推進係）
業務内容

健康推進事業に関する相談指導業務
健康推進事業に関する事務補助（パソコンなど）

募集人員

１名

任用期間

８月１日（月）から令和５年３月31日（金）まで

勤務時間等

午前９時～午後４時（休憩時間１時間）週30時間
休日：土日祝日および年末年始の指定日

西都市運動部活動地域連携実践事業として、部活動が終了した中学３年
生を対象とし、中学校を卒業するまでの期間、硬式野球の基本技術の習得
と体力づくりの場として「西都硬式野球クラブ」の活動を実施します。
つきましては、次のとおりクラブ加入者を募集しますので、該当する方
はぜひご参加ください。

報酬額等

保健師 月額163,509円以上
看護師 153,600円以上
（職務経験による加算あり。ただし上限があります）

応募資格

・保健師または看護師の国家資格を有する方
・パソコンでの事務処理が可能な方
・普通自動車免許をお持ちの方

福利厚生

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

募集締切

７月６日（水）まで ※必着

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、保健
師または看護師の免許証の写しを添えて、健康管理課まで
郵送または持参してください。

選考方法

面接により選考します。
※面接の日程は、後日連絡します。
〒881-8501

問合せ先

【名
称】西都硬式野球クラブ（SKBC）
【指 導 者】社会体育指導者
【活 動 場 所】西都西地区運動場野球場ほか市内球場
【活 動 日】土曜、日曜、祝日、夏休み期間
【活動開始日】令和４年７月～、 活動日程は申込者へ連絡します。
【加 入 資 格】中学３年生で運動部活動が終了した生徒
【加 入 金】スポーツ安全保険料として、加入申込書に添えて1,000円
の納入をお願いします。
【部
費】活動終了までで合計5,000円です。
【加入申込先】090－6290－0486（長友）監督
080－5270－2891（中山）
西都市大字妻1614－6
【そ の 他】スポーツ安全保険加入後からの活動参加となりますので
ご理解をお願いします。

西都市聖陵町２丁目１番地
健康管理課 健康推進係
４３－１１４６
（文書取扱：健康管理課）

Information

（文書取扱：スポーツ振興課）
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募集／相談

「点訳ボランティア養成講習会」
受講生を募集します

弁護士による消費者トラブル無料相談会を
実施します

西都点訳ボランティア「このはな」では、令和４年度点訳ボランティア
養成講習会の受講生を募集しています。
この講習会では、点字の基礎知識からパソコン点訳までを学び、講習会
終了後もボランティア活動に携わっていただく方の養成を目的としていま
す。点訳に関心のある方はぜひご参加ください。

西都児湯消費生活相談センターでは、架空請求・悪質商法・インターネ
ットトラブルなどの消費者トラブルについて、弁護士による無料相談会を
実施します。ひとりでは解決できない消費者トラブルを、お気軽にご相談
ください。
（相談は秘密厳守いたします。安心してご相談ください）

【日

【場

時】 毎週木曜日（祝祭日を除く）
午前１０時から１２時
（７月から令和５年３月）
所】 市生きがい交流広場

【受 講 料】 無料
ただしテキスト代１,５４０円およびサークル会費
１,０００円／年（保険料含む）が必要です。
【定

員】 ５名

【そ の 他】 個人でノートパソコンが必要です。
【申込み先】 西都点訳ボランティア「このはな」
成合 ０９０－５９４１－７６８４

※事前予約制のため、定員になり次第、締め切らせていただきます。
○相談内容：架空請求・悪質商法・インターネットトラブルなどの消
費者トラブル全般
○相談日時：第１回 ８月１０日（水）午後２時～４時
第２回 令和５年２月８日（水）午後２時～４時
○相談時間：①午後２時～２時３０分
②午後２時３０分～３時
③午後３時～３時３０分
④午後３時３０分～４時
○定
員：１回あたり４名
○弁 護 士：西都法律事務所 弁護士
○相 談 料：無料
○相談場所：高鍋町役場 ３階 第３会議室
○申 込 先：西都児湯消費生活相談センター
（高鍋町役場 １階 町民生活課隣）
２３－２１１０

【申込期限】 ６月３０日（木）

（文書取扱：福祉事務所 障害福祉係）

（文書取扱：生活環境課）

行政相談所のご案内

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

行政相談所では、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国・県・市
町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日本郵便株式会社など）など行政
全般について、皆さまから受けた苦情や意見・要望を公正・中立な立場か
ら解決や実現を促進するお手伝いをしています。相談は無料で、秘密は厳
守いたしますので、気軽にご相談ください。

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。

○日
○場

時：７月１４日（木）午前１０時～１２時
次回は、８月１８日（木）午前１０時～１２時
所：本庁舎２階 ２０１会議室

【相談日】
【時
【場

７月２１日（木）
次回は８月１８日（木）です。
間】 午前１０時から１２時、午後１時から３時です。
所】 市民課 年金係

※新型コロナウイルス感染防止のため、中止となる場合があります。
（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－１５８９）

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

司法書士による消費生活無料相談を
ご利用ください

【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付します。
（例：7/21の相談日の場合は、6/21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。

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：７月５日（火） 午後１時～４時
次回は、８月２日（火） 午後１時～４時
※相談時間はお一人約３０分です。
○場
所：本庁舎２階 ２０１会議室
※新型コロナウイルスの感染状況により、電話での相談と
なる場合があります。
○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。

（文書取扱：市民課）

（文書取扱：生活環境課）

Information
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相談
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図書館だより7月号

15

その他

市立図書館（43－0584）7月の休館日4・11・19・25日

●『父の日』手作りメッセージカードを配布しています
カウンターにて父の日メッセージカードを配布しています。
期間：６月１９日（日）まで
※一人１枚、どなたでもご自由にお持ち帰りいただけます。
●大活字本、点字本、朗読ＣＤ・朗読カセットテープおよびラジカセを貸
出します
小さな字の苦手な方には大きい字の大活字本、そのほか点字本、朗読
ＣＤ・朗読カセットテープ、ラジカセなどを貸出します。
ご希望のものが無い場合は、リクエストも対応できます。本や朗読ＣＤ
などご希望がありましたら、窓口にて気軽にお問合せください。
※毎月１・15日発行の「お知らせ」も点訳本で図書館に置いています。
●２０２２ えほん５０
２０２１年に刊行された絵本の中から、全国ＳＬＡ（公益社団法人全国
学校図書協議会）絵本委員会が選書した５０冊です。ぜひ子どもたちに読
んでほしいと推薦された優れた絵本を、この機会に読んでください。
図書館正面に展示しています。
●香典返し・一般寄付の受付を行っています
本の購入にあてさせていただき、有効に活用させていただきます。
※受付場所…市立図書館、社会教育課（本庁舎３階）
●インターネットから本の予約ができます
貸出中の蔵書本に限り予約ができます。
市立図書館ホームページからメールアドレス・パスワードの登録が必要
です。窓口にて、お気軽にお問合せください。

【一般図書新刊のご案内】
◎心とからだが元気になるレシピ （小田 真規子）
◎耳穴スイッチ （清水 ろっかん）
◎きれいな姿勢に生まれ変わるねこ背伸ばし（片平 悦子）
◎株トイプー物語 （いぬまん）
◎大人のヘアスタイリングの教科書 （GAEDEN）
◎図解眠れなくなるほど面白い始皇帝の話 （渡邉 義浩）
◎苗で決まる！ 自然菜園 （竹内 孝功）
◎大人への手順 （伊集院 静）
◎一生使えるWebライティングの教室 （片桐 光知子）
◎「コミュ障」のための社会学 （岩本 茂樹）
【児童図書新刊のご案内】

☆は絵本です

☆おばけのやだもん こわーいおばけやしき（ひらの ゆきこ）
☆いち・にの・さんかんび （くすのき しげのり）
☆なまけていません。 （大塚 健太）
☆かみはこんなにくちゃくちゃだけど （ヨシタケ シンスケ）
☆ぞうになったうそ （ティエリー・ロブレヒト）
◎中学校に行くのが楽しくなる本 （熊谷 雅之）
◎おしりダンディザ・ヤング ドラゴンへの道 （トロル）
◎ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください
（西田 亮介）
◎ドラえもん探求ワールド身近にいっぱい！ おどろきの化学
（藤子・Ｆ・不二雄）

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係

ＴＥＬ４３－０５８４ ＦＡＸ４１－１１１３）

7月の西都市イベントカレンダー
日

曜

１

イベント内容

日

曜

金

17

日

２

土

18

祝

３

日

19

火

４

月

20

水

５

火

司法書士による消費生活無料相談

21

木

６

水

西都市国保特定健診・後期高齢者健診

22

金

７

木

23

土

８

金

24

日

25

月

26

火

27

水

28

木

29

金

30

土

立川志らく独演会

31

日

（休日医）すぎお医院 TEL:41-1177

９
10

土
日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

土

（休日医）三財病院 TEL:44-5221

男性介護者カフェ

※要予約

→14ページ

※要予約

TEL:43-0378

→９ページ

西都市青少年健全育成市民大会

イベント内容
（休日医）黒木胃腸科医院 TEL:43-1304
（休日医）上野医院 TEL:44-5100
＜海の日＞

出張年金相談

※要予約

→14ページ

西都夏まつり
西都夏まつり
（休日医）こうの整形外科 TEL:43-2200

→10ページ

（休日医）いわみ小児科医院 TEL:42-1500

行政相談 →14ページ
会場：市民会館

（文書取扱：総務課 秘書広報係）

