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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

◆ 体力テスト（無料）を行います！ 

 

 

 

  

毎年好評の体力テストを次の通り開催します。 

この体力テストは、国の基準に基づき、自分の体力年齢を計ることができ

ます。ぜひ、この機会にあなたの体力を数字でチェックし、今後の健康・体

力づくりの参考にしてみてはいかがでしょうか。 

 なお、当日は、体力テストの前にメタボリックにも効果のある『ストレッ

チ体操教室』を開催します。ぜひご参加ください。参加人数に限りがありま

すので、希望される人はお早めにお申し込みください。 

ご家族、お友達とお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。 

受け付け 午前８時３０分～ 

ストレッチ体操教室 

【上村 裕子先生】 
午前９時～１０時２０分 

日  時 

 

１０月８日（月） 

体育の日 

体力テスト 午前１０時３０分～１１時５０分 

場  所 三股勤労者体育センター （中央公民館南側） 

テ ス ト 

内 容 

握力・上体おこし・長座体前屈・反復横跳び・急歩・ 

立ち幅跳び・２０㍍シャトルランなど 

募集人員 
７０人（定員になり次第締め切ります） 

★２０歳以上を対象とします 

申し込み 

締め切り 
１０月３日（水） 

申し込み 

方  法 
電話にて申し込み受け付けします 

※お申し込み・お問い合わせは、教育課 生涯学習係（中央公民館内） 

（☎５２－１１１１・内線４３２）にお願いします。 
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【内   容】 

◆体力テスト（無料）を行います！ 

◆成人式の実行委員を募集しています 

◆文化の祭典「童謡まつり」への参加団体を募集しています 

◆ＪＩＣＡ青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集のお知らせ 

◆農業者年金（積立年金）に加入しませんか 

◆三股町ふるさとまつりの出店を募集します 

◆第２２回三股町ふるさとまつりのイベントに参加してみませんか 

◆畜産農家の皆さんへ 

◆調理補助員養成講習 受講募集のお知らせ 

◆宮崎県障害者スポーツ教室開催のお知らせ 

◆（介護保険）「地域密着型サービス」のお知らせ 

◆南九州大学子育て支援センターあそびの教室 

参加者募集のお知らせ 

◆『三股町事務事業の外部評価』を開催します 

◆オータムジャンボ宝くじが発売されます 

◆犬の飼い主の皆さんへ 

◆日本脳炎の定期予防接種のお知らせ 

◆風しんの予防接種についてのお知らせ 

◆子宮頸がんワクチン任意接種のお知らせ 

◆「こころの健康相談」のご案内 

◆ ｢人権相談｣のご案内 

◆「ふれあい福祉相談」のご案内 

◆交通事故無料相談のご案内 

 

あなたのカラダ年齢を測ってみましょう 

  みまたチャレンジ総合クラブ主催『ストレッチ体操教室』同時開催

【１０月８日（月）体育の日】 

教育課からのお知らせ 
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◆ 成人式の実行委員を募集しています 

 

来年１月５日（土）実施予定の成人式の企画・運営に参加する実行委員を

募集しています。自分たちの手で、心に残る成人式をつくってみませんか？

性別は問いませんので、やる気のある人の応募をお待ちしています！ 

 

募集人数 １０人程度 

年  齢 平成２５年４月１日までに１９～２０歳を迎える人 

内  容 ★１０月より夜間に数回集まり、成人式の企画・運営に関する

ことを話し合います。 

（会議日は実行委員の都合を考慮します） 

★式典の運営を中心となって行います。 

募    集 

締め切り 
９月１９日（水） 

※お問い合わせは、教育課 生涯学習係（中央公民館内） 

（☎５２－１１１１・内線４３３）にお願いします。 

 

◆ 文化の祭典「童謡まつり」への参加団体を募集しています 
 

 来年２月９日（土）に開催される『三股町 文化の祭典』の第１部「童謡ま

つり」で、童謡または唱歌を歌う団体を募集します。「歌いたい」と思う気持

ちがあれば、どなたでも OK！年齢、性別は問いません。お気軽にお申し込みく

ださい。 

☆申込期限  １０月８日（月） 

◎先着順となりますので、早めに申し込んでください。 

 

☆参加条件    ①２人以上の合唱 

②曲は童謡または唱歌（カラオケ不可） 

③出演時間を厳守できる団体 

④本番までのリハーサルに確実に参加できる団体 

＊③・④の出演時間、リハーサルの日程は、後日の部会で決定します。 
 

※お申し込み・お問い合わせは、 

      町立文化会館 （☎５１－３４６２）にお願いします。 

◆ ＪＩＣＡ青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集 

                                 のお知らせ 

 

 

 

この募集期間に合わせ、事業概要ならびに「体験談＆説明会」が次の 

通り開催されます（同時期、日系社会ボランティアも募集します）。 

興味のある人は、ぜひご参加ください。 
 

<青年海外協力隊> 応募資格：満２０歳から満３９歳までの日本国籍 

を持つ人 

●日 時：１０月７日（日）午後２時～ 

●会 場：宮崎市民プラザ４階 中会議室 

 

 <シニア海外ボランティア> 応募資格：満４０歳から満６９歳までの 

日本国籍を持つ人 

●日 時：１０月７日（日）午後２時～ 

●会 場：宮崎市民プラザ４階 小会議室１ 

    （宮崎市民プラザ住所：宮崎市橘通西１丁目１番２号  

☎０９８５－２４－１００８） 
 

◎平成２４年度秋募集以降、応募時に語学スコアの提出が必要ですのでご

注意ください。 

 

※お問い合わせは、ＪＩＣＡデスク宮崎【（財）宮崎県国際交流協会】 

（☎０９８５－３２－８４５７）にお願いします。 

☆詳しい情報はホームページ『ＪＩＣＡ国際協力機構』をご覧ください。 

≪アドレス≫ http://www.jica.go.jp 

 

募集期間：１０月１日（月）～１１月５日（月） 
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◆ 農業者年金（積立年金）に加入しませんか 

～国民年金にプラスの備えを～ 

 

「農業者年金」は、自分自身が納めた保険料とその運用収入を将来受け取る

年金の原資として積み立てていき、その積立額に応じて年金額が決まる確定

拠出型年金です。 

平成１４年から現在の積み立て方式の年金制度になりました。 
 

【加入資格】 

◎国民年金第 1号被保険者で、年間６０日以上農業に従事する６０歳未満の人 

（注１）国民年金の付加年金（保険料月額４００円）への加入が必要 

（注２）国民年金保険料の免除者は加入できません 

（注３）国民年金基金・みどり年金基金の加入者は加入できません 

☆配偶者、後継者など家族農業従事者、自分名義の農地を持っていない 

農業者も加入できます。 

☆脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわら

ず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取ることができ

ます。 

【保険料】 

①月額２万円～６万７,０００円までの間で、１,０００円単位で自由に納

付金額が決められます。農業経営の状況や老後設計に応じて納付金額は

いつでも見直せます。 

②条件を満たせば、２割から５割の国庫補助の保険料助成が受けられる政

策支援制度があります。ただし、保険料は月額２万円に固定され、加入

者が負担する保険料は２万円から国庫補助額を差し引いた金額となりま

す。また将来、国庫補助額分を年金として受け取るためには、経営継承

などの条件を満たす必要があります。 

 

【税制の控除】 

◎納付した保険料の全額が社会保険料控除として、所得から控除で

き節税につながります。 

 

☆農業者年金に加入すれば 

～農業者年金の支給額（年額）の試算～ 

保険料月額２万円で加入した場合 

運用利回り１．３５％の 

場合 

運用利回り２．００％の 

場合 

加入 

年齢        

納付 

期間 

男性 女性 男性 女性 

２０歳 ４０年 ６６万円 ５７万円 ７５万円 ６５万円 

３０歳 ３０年 ４６万円 ４０万円 ５２万円 ４５万円 

４０歳 ２０年 ２９万円 ２５万円 ３１万円 ２７万円 

５０歳 １０年 １４万円 １２万円 １４万円 １２万円 

 

★この試算は、通常加入の保険料月額２万円で加入し、６５歳までの

運用利回りが 1.35％または 2.00％、６５歳以降の予定利率が 1.35％

となった場合の試算です。 

運用利回り 1.35％は制度発足以降１０年間の運用利回りの平均で

す。予定利率 1.35％は農林水産省告示（H24.4.1 施行）により定め

られている率です。 

 

※お問い合わせ・ご相談は、 

  産業振興課 農業委員会事務局（３階 ⑫番窓口） 

  （☎５２－１１１１・内線３４２）または、 

  都城農協三股支所 金融共済課（☎５２－１１２２） 

  農業者年金基金（☎０３－３５０２－３９４２）にお願いします。 

 

⑫ 産業振興課からのお知らせ 
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◆ 三股町ふるさとまつりの出店を募集します 

 

◎日  時 

１１月１０日（土）   正午 ～ 午後９時 

（搬入 午前７～１１時） 

１１月１１日（日） 午前９時 ～ 午後５時 

（搬入 午前６時３０分～８時３０分） 

           （搬出 午後５～８時） 

 

◎場  所・・・ふるさとまつりメイン会場内 

★搬入・搬出時間を厳守すること 

（搬入出の決まった時間以外は、会場内への車の乗り入れはできません） 

★出店者説明会に出席すること〔１０月２４日（水）役場にて〕 

★テントは実行委員会で設営します 

★売台は各自準備をお願いします 

 

    

【Ａ．民主団体】【Ａ．民主団体】【Ａ．民主団体】【Ａ．民主団体】    

●出店資格・・・各種団体、民主団体など 

原則、まつり時間中は出店すること 

●申し込み                   

受け付け・・・９月１０日（月）～２８日（金） 

●小 間 料・・・販売する団体   １小間につき３,０００円 

販売しない団体  無 料 

 

※各種団体、民主団体のお申し込み・お問い合わせは、 

産業振興課 商工観光係 (３階 ⑫番窓口) 

（☎５２－１１１１・内線３５４）にお願いします。 

 

 

【Ｂ．出店事業者】【Ｂ．出店事業者】【Ｂ．出店事業者】【Ｂ．出店事業者】    

●出店資格・・・ 

・町内に事業所を持っている人、または町内在住の事業者 

（事業者でない人や名義貸しによる出店はできません） 

まつり時間中はすべて営業できること 

   

●申し込み受け付け・・・ 

・町内事業者   ９月２０日（木）～１０月 ９日（火） 

・町外事業者  １０月 １日（月）～１０月 ９日（火） 

（町外事業者は都城市内の事業者に限る） 

＊町内事業者で出店スペースが埋まらない場合に町外事業者を 

受け付けます 

 

●小 間 料・・・ 

テント付き・・１小間（間口２.７㍍×奥行き３.６㍍）６,０００円 

   テント無し・・１小間（間口５.４㍍×奥行き３.６㍍）３,０００円 

＊出店場所については原則として受け付け順とします 
 

★出店事業者の申し込み限度枠 

テント付きの場合・・町内事業者６小間（町外４小間） 

テント無しの場合・・町内事業者３小間（町外２小間） 

併用の場合はテント付き換算を限度とします 

＊テント付きとテント無しでは出店場所が異なります 

    

※お申し込み・お問い合わせは、町商工会（☎５２－２２２６） 

にお願いします。 
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毎月２０日は「県内一斉消毒の日」です毎月２０日は「県内一斉消毒の日」です毎月２０日は「県内一斉消毒の日」です毎月２０日は「県内一斉消毒の日」です    

消毒の徹底は家畜衛生対策の基本です 

◆ 第２２回三股町ふるさとまつりの 

イベントに参加してみませんか 

《人間早馬競争参加チーム募集》 

誰でも参加できるよう“軽く”なっています。 

現在のコースレコードは、昨年度の F・G SPLASH（小学生女子チーム）が 

持つ３４秒０６です。力勝負ではなく、バランスと運が要求されます。 

チームで  玉（ボール）を落とさないよう慎重にゴールをめざそう！ 

 

１．日  時・・・１１月１１日（日） 

２．場  所・・・ふるさとまつり会場内（三股町ふれあい中央広場） 

３．参加資格・・・健康な人で構成するチーム 

４．申込期間・・・９月７日（金）～１０月１２日（金） 

 【小学生の部】 【一般の部】 

時  間 午前（表彰式は競争終了後） 午  後 

参加条件 

小学生 １チーム８人 

（男女の区別なし） 

◎保護者の同意と成人の監

督者が必要。 

大人または中学生、高校生で構成

されていること １チーム ６人 

（男女の区別なし） 

◎中学生、高校生の場合は成人の

監督者が必要。 

優 勝 ２万円分の商品券 現金３万円 

準優勝 １万円分の商品券 現金２万円 

第３位 ５,０００円分の商品券 現金１万円 

表 

彰 

参加賞 入賞チーム以外には参加賞を準備しています。 

その他 

☆小学生の部の商品券は保護者へ贈呈します。 

☆小学生の部・一般の部、先着１２チームまでとします。 

☆申し込みチームが少ない部門は中止する場合があります。 

 

 

 

【特別賞】 

今回より、特別賞としてコースレコードを更新した１チーム

に限り、全部門終了後に贈呈します！ 

『小学生の部』の場合は１万円分の商品券 

『一般の部』の場合は現金１万円 

 

※お申し込み・お問い合わせは、産業振興課 商工観光係（３階⑫番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線３５４）にお願いします。 

 

◆ 畜産農家の皆さんへ 

 口蹄疫発生から２年が過ぎました。農家の皆さん、忘れかけていませんか。

二度と発生させないためにも家畜衛生対策の基本である消毒の徹底をお願い

します。 

 踏み込み消毒槽に消毒液は入っていますか。確認をしてください。 

        

    

    

          

・畜舎入口への石灰散布 ・踏み込み消毒槽の設置  ・空畜舎の消毒 

    

 

 

 

 

 

★消毒薬の必要な人は、役場で配布しています 

役場３階 ⑫産業振興課までお越しください 

 

※お問い合わせは、産業振興課 畜産振興係（３階 ⑫番窓口） 

       （☎５２－１１１１・内線３３１・３４３）にお願いします。 

飼養衛生管理基準を守っていますか 

① 定期的な畜舎・器具の消毒・清掃の実施 

 ② 畜舎に出入りする時の手指などの消毒 

 ③ 外部からの人・車両進入の制限 

 ④ 外部からの導入家畜隔離 
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◆ 調理補助員養成講習 受講募集のお知らせ 

  

 

 

 

 

 <講習期間 > １０月２２日（月）～１１月５日（月） 

        （ 土・日を除く【１１日間】） 

<締め切り日> １０月３日（水）必着 

<募集人員 > ２０人 

<実施場所 > 職業訓練法人 宮崎リゾートサービスアソシエーション 

オーバル・ジョブ・トレーニング・カレッジ 

       （住所） 都城市松元町２７号１番地 ☎２１－１３６９ 

< 受 講 料 > 無 料 

<対 象 者 > ハローワークに求職登録している人で、就職を目指している 

        ５５歳以上のシニア世代 

<申し込み方法>  

ハローワーク都城、町シルバー人材センターに置いてある所定の申込書を 

宮崎県シルバー人材センター連合会宛に郵送またはＦＡＸにてお申し込みく

ださい。申し込み後、受講者選考を行います。 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、公益社団法人  

宮崎県シルバー人材センター連合会 シニア就職訓練支援室 

（☎０９８５－３１－３７７５・ＦＡＸ０９８５－３１－３７７６） 

にお願いします。 

◆ 宮崎県障害者スポーツ教室開催のお知らせ 

◎次のとおり、『平成２４年度宮崎県障害者スポーツ教室』を開催します。     

お気軽にお申し込みください。 

 

１．開 催 日 時：１０月２７日（土） 午前１０時～正午 

２．会   場：町体育館 

３．実 施 種 目： 

★風船バレー 

バドミントンコートを使い、自分のコートに入った風船を、競技者６人全

員で規定の１０回（場合により変更）以内で、相手コートに打ち返すバレ

ーボール型の競技です。 

 

 

 

 

 

 

 

★ディスゲッター 

ディスクを投げてパネルを落とし、落とした枚数で得点を競う競技です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．申 込 期 限：９月２８日（金） 

５．用意するもの：屋内シューズ・タオル・飲み物など 

  ☆参加料は無料です 
 

※お申し込み・お問い合わせは、福祉課 社会福祉係 （１階 ⑥番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線１６５）にお願いします。 

⑥ 福祉課からのお知らせ 

介護食、成人習慣病の食事を中心に調理員としての基本を学び、 

職場体験を経験し、即戦力として働くことを目的とした講習 
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◆ （介護保険）「地域密着型サービス」のお知らせ 

「地域密着型サービス」をご存知ですか？ 

１. 地域密着型サービスとは 

高齢社会を迎え、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加が見込まれる

中、高齢者が身近な地域での生活が継続できるようにするため、平成１８

年に介護保険制度改正に伴って導入されたサービスです。 

都道府県知事の指定（許可）を受ける介護保険施設とは違い、市町村ご

とにサービス提供事業者が指定され、可能な限り住み慣れた自宅や地域で

生活できるよう柔軟なサービスが提供されます。 

 

２．特徴 

・市町村（保険者）が事業所の指定、指導監督の権限を有する 

・原則として当該市町村の住民（被保険者）のみサービスの利用が可能 

 

３．認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

  町が現在指定している地域密着型サービスは「認知症対応型生活介護（グ

ループホーム）」の１種類のみです。 

  認知症高齢者が家庭的な雰囲気の中、５～９人で共同生活を送りながら、

日常生活の介護を受けます。居室、居間、食堂、浴室などを備え、利用者

がそれぞれ役割をもって家事をするなどして、認知症の症状の進行を緩和

し、安心して日常生活が送れるようにします。 

  要支援２、要介護１～５で認知症の診断を受けた人の利用が可能です。 

 

４．そのほか料金など 

・町内 3 グループホームいずれも居室数は 9室×2ユニット（棟）＝18室 

・介護保険法定代理受領分（利用者１割負担分）は介護報酬の告示上の額

ですが、介護報酬以外の料金（家賃・食材費・光熱水費など）は事業所

により異なります。詳しくは事業所へお問い合わせください。 

・入居申し込みや施設見学についても、各事業所で受け付けています。 

事前に事業所へご相談ください。 

 

５．町指定グループホーム 

○グループホーム２ユニット さつき 

  事業者名：社会福祉法人 豊の里 

  住  所：大字樺山４８４５番地８ 

  電話番号：５１-３９９３    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○グループホーム はればれ 

  事業者名：有限会社 とまり商事 

  住  所：稗田４６番地１３ 

  電話番号：５２-２２６７ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

○グループホーム 正寿の光 

  事業者名：株式会社 西日本福祉サービス研究所 

  住  所：大字蓼池４６０７番地１ 

電話番号：５１-１９８６ 

 

 

 

 

 

 

 

じゃんぼ児玉 

今市 

都城市 

さつき 

沖水原Ｂ団地 

稗田西 

天翔 

ドラッグ 
コスモス 

はればれ 

とまり医院 

269 
三原 

アタックス 

正寿の杜 

正寿の光 
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◆ 南九州大学子育て支援センターあそびの教室 

参加者募集のお知らせ 

 

～動物や昆虫を作って遊ぼう！～ 

 

  

ダンボールを使った工作遊びの教室を開催します。 

 

日   時 １０月２７日（土）  午前９時３０分～正午 

場   所 南九州大学都城キャンパス体育館 

対   象 ４歳以上の未就学児とその保護者 15組 ※申し込み順 

参 加 費 子ども一人につき 300 円（傷害保険・材料代） 

申 し 込 み 

期限・方法 

１０月１６日（火）までに、「子どもと保護者の氏名、住所、

連絡先、ファックス番号またはメールアドレス」を明記のう

え、必ずファックスで下記まで申しこんでください。 

 

 

※お申し込み・問い合わせは、 

・南九州大学 人間発達学部（美術教育研究室・古賀）宛て 

（☎２１－２１１１ FAX２１－２１１３）にお願いします。 

 

 

◆ 『三股町事務事業の外部評価』を開催します 

 町の事務事業の必要性、有効性などについて、外部の視点を活用して 

点検・議論します。 

 公開して行いますので、原則として誰でも見ること（傍聴）ができます。

傍聴希望の人は当日会場へお越しください。 

 

９月２７日（木） 午後１時   ～６時１５分 
開催日時 

９月２８日（金） 午後１時２５分～６時１５分 

開催会場 役場４階 第１会議室 

対象事業 

当日受付場所に掲示します 

また町のホームページでも事前に公表します 

 ≪アドレス≫ http://www.town.mimata.lg.jp/ 

傍  聴 

受け付け 
開催時間の１５分前より役場４階第１会議室前で行います 

傍 聴 の 

決 ま り 

（１）会場への出入り、傍聴席の移動は自由ですが、外部評価

の妨げにならないようにお願いします 

（２）外部評価中は、傍聴者からのご意見・ご質問は、一切受

け付けませんのでご了承ください 

（３）会場内の秩序を乱し、外部評価の支障になる行為はしな

いでください 

傍聴の決まりを守れない場合や、チームリーダー・事務局の指示に

従ってもらえない場合は、退場してもらうことがあります 

 

 

 

 

※お問い合わせは、地域政策室 地域政策係（２階 ⑦番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２２２）にお願いします。 

 

⑦ 地域政策室からのお知らせ 
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◆ オータムジャンボ宝くじが発売されます 
 

『オータムジャンボ宝くじ １等前後賞合わせて３億９,０００万円！』 

  

この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策

など地域住民の福祉向上のために使われます。 

売り切れ次第発売終了となりますので、お早めにお求めください。 

 

 

 

 

１．主な当せん金・・・   

○１  等  ３億３，０００万円×１３本（昨年の 2.2倍） 

○前後賞   各３，０００万円 

○２  等    １，０００万円×１３０本 

 

２．発売期間・・・９月２４日（月）～１０月１２日（金） 

 

３．発売場所・・・全国の宝くじ売り場 

 

４．販売価格・・・１枚 ３００円 

 

５．抽せん日・・・１０月１９日（金）  

 

※お問い合わせは、 

（公益財団法人）宮崎県市町村振興協会  

（☎０９８５－３１－９５９０）にお願いします。 

 

 

 

◆ 犬の飼い主の皆さんへ 
 

犬のフンは必ず持ち帰りましょう！ また、放し飼いはやめましょう！ 

  

道路や公園などにそのまま放置されている犬のフンがあれば、大変迷惑で

不快な思いをします。また犬のフンは寄生虫の卵や、いろいろなばい菌を持

っていることがあり、大変不衛生です。 
  

○飼い主は、運動や散歩の時は、フンを持ち帰るために、ビニール袋、 

スコップ、トイレットペーパーなどをいつも持ち歩きましょう。 

○犬小屋とその周りは常に清掃しておきましょう。 

○犬はつないで飼い、放し飼いはやめましょう。 
 

※お問い合わせは、環境水道課 環境保全係（２階 ⑩番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２６４・２６５）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 税務財政課からのお知らせ 

１等前後賞合わせて 

 ３億９,０００万

⑩ 環境水道課からのお知らせ 
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◆ 日本脳炎の定期予防接種のお知らせ 

◎平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれの人は、２０歳になるまで、

日本脳炎定期予防接種を受けられるようになりました。    

◎平成７～１８年度に生まれた人は、日本脳炎の予防接種が不十分になって

いる人がいます。 

母子健康手帳をご確認ください。 

 

日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけ 

に、平成１７年度から２１年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内（積極的

勧奨）を差し控えていました。 

 その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常ど

おり受けられるようになっています。 

 積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種の機会を逃しているこ

とがあります。母子健康手帳を確認し、不足分の接種を受けてください。 

 特に、５５５５歳から高校２２２２年生の６６６６月生まれまでの人は、日本脳炎の予防接種

が不十分になっています。希望すれば、指定医療機関で受けることができま

す。 

１．接種料     ： 無料（町が約 7,0007,0007,0007,000円負担します） 

２．接種するところ ： 指定医療機関 

３．持っていくもの ： 母子健康手帳 

 

◎参考：標準的なスケジュール 

１期接種（合計３回） 
３歳のときに２回(６～２８日の間隔をおく) 

その後おおむね１年の間隔をおいて(４歳のときに)1 回 

２期接種(１回) ９歳のときに１回 

≪日本脳炎指定医療機関（町内）≫                                                                                                       

医療機関名 所在地 電話番号 

たけしたこども医院 三股町東原 ５ ５１-０００５ 

田中隆内科 三股町植木 ５ ５２-０３０１ 

とまり内科外科胃腸科医院 三股町稗田 ５ ５２-１１３５ 

長倉医院 三股町仲町 ５ ５２-２１０９ 

畠中小児科医院 三股町新馬場 ５ ５２-６０００ 

★指定医療機関は、ほかにもあります。  

〔指定医療機関の一覧表（平成２４年度  三股町予防接種カレ

ンダー）は、役場案内または健康管理センターに置いてあり

ますので、ご覧ください〕。  

★指定医療機関・内容は、変更される場合があります。  

★予防接種の日程・時間に制限や予約の必要な医療機関がありま

すので、事前に電話をしてから行きましょう。  

◎「三股町ホームページ」もご覧ください。 

≪アドレス≫ h t t p : / / w w w. t o w n . m i m a t a . l g . j p /  

※お問い合わせは、 

健康管理センター（☎５２－８４８１）にお願いします。 

 

◆ 風しんの予防接種についてのお知らせ 
 

今年は、関西地方を中心に風しんが流行しています。５月２５日付けで

厚生労働省から注意喚起が出ています。７月に入り、近畿地方以外の関東

地方などにも広がりをみせています。年長児や大人は重症になることが多

く、妊娠初期にかかると赤ちゃんの心臓・目・耳に障害を残すことがあり

ます。ぜひ夏休みのうちにワクチン接種をしましょう。 

妊婦さんのいる家族の人で、明らかに風しんにかかったことがある、予

防接種を受けたことある、または抗体が陽性であると確認ができた人以外

は、任意での予防接種を受けることをお勧めします。 

予防接種の料金につきましては、各医療機関でおたずねしてください。 

※お問い合わせは、 

健康管理センター（☎５２－８４８１）にお願いします。 

健康管理センターからのお知らせ 
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◆ 子宮頸がんワクチン任意接種のお知らせ 

 

高校１・２年生相当（平成７年４月２日から平成９年４月１日生） 

女子・保護者の皆さん 

中学１年生から中学３年生（平成９年４月２日から平成１２年４月 

１日生）女子・保護者の皆さんへ 

 

子宮頸がん予防ワクチンは、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染による

子宮頸がんの予防を目的として、町では、平成２３年２月３日から中学１年生

女子から高校２年生女子を対象に費用助成を実施しています。平成２４年度ま

で、事業が延長となり平成２５年３月３０日（土）まで費用助成を行うことに

なりました。 

 子宮頸がん予防ワクチンは任意接種ですので、接種を受ける法律上の義務は 

ありません。ワクチン接種の内容を理解した上で、接種しましょう。 

接種できる人 

高校１・２年生相当（平成７年４月２日から平成９年 

４月１日生まれ）の女子と 

中学１年生から中学３年生（平成９年４月２日から平成 

１２年４月１日生まれ）の女子 

接種場所 指定医療機関 

高校１年生相当の女子 

中学１年生から中学３年生の女子 
全  員 

接種料金が無料

になる人 

高校２年生相当の女子 

 

平成２４年３月３１日 

までに１回目または 

２回目を接種した人 

のみ無料 

接種の助成期間 

平成２５年３月３０日（土）まで 

◎助成期間内に接種を終わらせるためには、平成２４年 

９月３０日（日）までに１回目を行う必要があります。 

持っていくもの 母子健康手帳、身分証明書など住所と年齢が確認できるもの 

※お問い合わせは、 

健康管理センター（☎５２－８４８１）にお願いします。  

 

 
 
 
◆「こころの健康相談」のご案内 
 

ご家族や関係者からの相談も受け付けます。ぜひ、ご利用ください。 

 

項  目 内     容 

日  程 

 ９月２０日（木） 

１０月２２日（月） 

１１月１５日（木） 

☆原則として毎月第３木曜日になります。 

時    間 午後１時３０分～４時 

場  所 都城保健所（都城市上川東３－１４－３） 

相談体制 
保健師が事前に相談を受け、必要と思われる人については 

医師による相談（予約制）を行います。（無 料） 

相談内容 

①精神科の病気、心の健康に関する問題など、精神保健一般 

②不眠、抑うつ、過食・拒食、リストカット、引きこもりなど 

③アルコール依存、薬物問題、そのほかの依存など 

申込方法 事前に下記、保健所保健師（疾病対策担当）へご相談ください。 

 

都城保健所管内は県内でも自殺死亡率が高い状況にあり、自殺既遂者の背

景には、精神疾患などがあるものの、気軽に精神科を受診できない状況もあ

るため、保健所でも相談をお受けしています。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

都城保健所 疾病対策担当保健師（☎２３－４５０４）にお願いします。 

相談ごと関係 
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◆ ｢人権相談｣のご案内  
 

いじめ・虐待などの｢人権相談｣だけでなく、家庭関係（夫婦・親子・

離婚・扶養・相続）、近隣関係、金銭貸借、借地借家、登記などの｢悩

みごと相談｣にも応じています。お気軽にご相談ください。 

＊予約は不要です。 

 

★特設人権相談 

実施日 担当者 

１０月３日（水） 南畑 靜子さん 

１１月７日（水） 後藤田 規子さん 

時 間： 午前１０時～午後３時 
 

場 所： 総合福祉センター「元気の杜」 
 

★常設人権相談 

１．日 時：平日の午前８時３０分～午後５時１５分 
 

２．場 所：宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室）    
 

３．担当者：人権擁護委員・法務局職員 

 

※お問い合わせは、 

特設人権相談：総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２３２） 

常設人権相談：宮崎地方法務局都城支局 

（☎２２－０４９０）にお願いします。 

 

 

◆「ふれあい福祉相談」のご案内  
 

社会福祉協議会では、生活上の問題・結婚・離婚・金融上のトラブ

ル・介護のことなどあらゆる相談を受け付けます。 

また、電話での相談も行います。                   

                                                       

１．日 時： 毎日 午前９時～午後５時 

（土・日・祝日は除きます）   

２．場 所： 総合福祉センター「元気の杜」 

 

※お問い合わせは、社会福祉協議会 

（☎５２－１２４６）にお願いします。 

 

 

◆ 交通事故無料相談のご案内 
 

都城地区交通安全対策協議会では、交通事故の相談を充実させるた

め、無料相談を行っています。交通事故でお困りのことがありました

ら、どんなことでもご相談ください。  
 

１．日 時：  毎日 午前９時～午後４時  

（土・日・祝日は除きます） 

２．場 所： 都城市役所２階 生活文化課内 

＊事前に、電話にてお問い合わせください。 

 

※お問い合わせは、都城地区交通事故相談所 

（☎２３－０９４４）にお願いします。   

無料です 


