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◆ 清掃工場（ごみ焼却場）の搬入規制のお知らせ 
都城市清掃工場（ごみ焼却場）が定期点検のため、次の期間は粗大ごみ 

（木製家具・畳類・じゅうたんなど）、庭木などの剪定
せんてい

くず、草木などの搬入

ができません。 

再利用可能な木製家具は、都城市リサイクルプラザ（☎３６－３９００）

で再利用しますのでご相談ください。  

 

 

◎工期などの都合で変更する場合や、整備期間以降も破砕機などが使用できず、

搬入できない場合があります。必ず清掃工場へご確認ください。 

※お問い合わせは、都城市清掃工場（☎２３－０２７７）にお願いします。 

 

◆ ふぐ処理師受験資格認定講習会のご案内 
 平成２４年度第２回ふぐ処理師受験資格認定講習会を次の通り開催します。 

１．受付期間   １０月９日（火）～１１月７日（水） 

２．受付窓口   都城地区食品衛生協会（都城保健所内） 

ＴＥＬ・ＦＡＸ：２５－３２１３ 

３．開催場所   宮崎県福祉総合センター  宮崎市原町２－２２ 

４．開催期日・講習科目 

６．受講料   １万２，０００円（過去試験問題集を含む） 

７．準備するもの  

【学科】筆記用具、調理師読本２０１２年版（第一出版発行） 

【実技】マスク、白衣、帽子、包丁、トラフグ（800 ㌘程度のもの） 

★調理師読本は、講習会場で販売しています 

※お問い合わせは、社団法人 宮崎県食品衛生協会 

（☎０９８５－３１－９５６８・ＦＡＸ０９８５－３１－９５６４） 

にお願いします。 

月 日 時 間 内  容 会 場 

１１月１４日(水) 
午前９時～ 

午後４時３０分 
学 科 

県福祉総合センター  
本館２階 セミナー室Ⅰ 

１１月１５日(木) 
午前８時３０分～ 

午後５時３０分 
実 技 

県福祉総合センター  
人材研修館３階 調理実習室 
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【内   容】 

◆清掃工場（ごみ焼却場）の搬入規制のお知らせ 

◆ふぐ処理師受験資格認定講習会のご案内 

◆特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ 

 ≪個別健診指定医療機関≫ 

◆単独の不活化ポリオワクチン接種のお知らせ 

 ≪不活化ポリオワクチン指定医療機関≫ 

◆高齢者インフルエンザ予防接種を実施します 

 ≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫  

◆平成２５年度に小学校に入学するお子さんの保護者の皆さんへ 

◆「いきいき元気塾～運動実践編～」のお知らせ 

◆がんフォーラム開催のお知らせ 

◆応急手当普及員の認定講習を開催します 

◆三股町での投票行動・選挙啓発についての町民アンケート 

調査結果 

◆『第３０回産業の祭典 地場産業まつり』開催のお知らせ 

◆『平成２４年度 秋のみやざき就職フェア』開催のお知らせ 

◆畜産農家の皆さんへ 

◆年末調整説明会開催のお知らせ 

◆第２４回都城市民登山大会開催のお知らせ 

◆平成２４年度都城高専 後期教養講座募集のお知らせ 

◆赤い羽根共同募金が始まります 

◆「第１７回社会福祉大会」開催のお知らせ 

◆「人権相談｣のご案内  

◆「こころの健康相談」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 

⑩ 環境水道課からのお知らせ 

搬 入 規 制 期 間 

１０月９日（火）～１１月１３日（火） 



 №１

 

 

◆ 特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ 
～個別健診～ 

平成２４年度の集団健診は終了しましたが、個別健診の申し込みを次の通

り延長します。本年度の健診を受けてない人を対象に健診の申し込みを受け

付けますので、希望される人はご連絡ください。 

【目  的】 生活習慣病の予防・重症化を防ぐために実施します 
 

１．健診対象者（次のうち健診未受診者） 

○特定健康診査・・・４０歳～７４歳の三股町国民健康保険の加入者 

＊健康診査期間中に社会保険などに加入した人は受診できません 

○後期高齢者健康診査・・後期高齢者医療加入者 
２．健診実施期間 

１０月３１日（水）まで 
 ＊各医療機関の都合によりますので、日程については医療機関と相談し

てください。 
３．申し込みについて 
 医療機関で受診するためには申し込みが必要です。 

申し込み期限を１０月２５日（木）まで延長しました。 
４．注意事項 
 ●費 用  国保の人    ５００円 
       後期高齢者の人 無  料 
  

●健診の時には必ず保険証と郵送されてきた受診券をお持ちください。 

両方無いと受診できません。 

●指定医療機関以外での健診は全て自己負担になります。ご注意ください。 

●個別健診では、大腸がん検診（検便）・結核または肺がん検診（レントゲ

ン）は実施しません。 

●町の助成を受けて人間ドッグを受診した人、また受診予定の人は健診は

受診できません。 

●『血圧を下げる薬』『インスリン注射または血糖を下げる薬』『コレステ

ロールを下げる薬』を服用・治療中の人は、かかりつけ医にご相談くだ

さい。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

     町民保健課 国保年金係（☎５２－１１１１・内線１１２） 

                        にお願いします。 

≪個別健診指定医療機関≫ 

 

③ 町民保健課からのお知らせ 

✳健診項目以外の検査をした 

場合は、個人負担があります。

※受診するときは、必ず医療機関に確認してから受診しましょう。 
 

医 院 名 電 話 番 号 

一心外科一心外科一心外科一心外科医院医院医院医院    ５２－７７８８ 

坂田医院坂田医院坂田医院坂田医院    ５１－２００３ 

田中隆内科田中隆内科田中隆内科田中隆内科    ５２－０３０１ 

とまり内科外科胃腸科医院とまり内科外科胃腸科医院とまり内科外科胃腸科医院とまり内科外科胃腸科医院    ５２－１１３５ 

長倉医院長倉医院長倉医院長倉医院    ５２－２１０９ 

みしま内科クリニックみしま内科クリニックみしま内科クリニックみしま内科クリニック    ５１－８１００ 

山下医院山下医院山下医院山下医院    ５２－１３４８ 

あきづき医院 ３６－０５３４ 

あきと内科胃腸科 ４６－５５００ 

有川医院 ２４－６６７７ 

有馬医院 ２３－２６１０ 

安藤胃腸科外科医院 ３９－２２２６ 

池之上整形外科 
※かかりつけのみ 

２３－２３１１ 

いづみ内科医院 ２２－７１１１ 

宇宿医院 ２５－９０３１ 

鵜木循環器内科医院 ２６－０００８ 

おおくぼクリニック ２６－１５００ 

大橋クリニック ３７－０５３９ 

柏村内科 ２２－２６１６ 

仮屋医院 ３６－０５２１ 

仮屋外科胃腸科医院 ２５－７７１２ 

川畑医院 ４６－３２２５ 

北原医院 ２２－４１３３ 

共立医院 ２２－０２１３ 

久保原田中医院 ２２－７７００ 

黒松病院 ３８－１１２０ 

ケイオークリニック ４６－４５００ 

坂元医院 ２２－０３６０ 

相良内科医院 ２２－４０８６ 

三州病院 ２２－０２３０ 

しげひらクリニック ２７－５５５５ 

信愛医院 ３９－０８００ 

庄内医院 ３７－０５２２ 

庄内田中医院 ３７－０５０７ 

城南病院 ２３－２８４４ 

すみ産婦人科医院 ２３－１１５２ 

瀬ノ口醫院 ２５－５１５５ 

瀬ノ口内科放射線科医院 ２５－７７８０ 

園田光正内科医院 ３８－５１１５ 

たかお浜田医院 ２２－８８１８ 

田口循環器科内科クリニック ２４－０６００ 

武田産婦人科医院 ２２－０３３６ 

竹田内科医院 ３８－１０３６ 

どいクリニック ２２－１８２５ 

 

 

医 院 名 電 話 番 号 

とくとめクリニック ２６－１８２０ 

都北鮫島クリニック ３８－６０６０ 

冨田医院 ２３－４５８６ 

ながはま整形外科 ４６－７１８８ 

西浦病院 ２５－１１１９ 

西岳診療所 ３３－１５１０ 

西平外科胃腸科医院 ２５－５５５１ 

野口脳神経外科 ４７－１８００ 

野辺医院 ２２－０１５３ 

浜田医院 ２２－１１５１ 

はまだクリニック ４５－２２６６ 

早水公園クリニック ３６－６１１７ 

速見泌尿器科医院 ２４－８３４４ 

原田医院 ２６－３３３０ 

福島外科胃腸科医院 ３８－１６３３ 

ふくしまクリニック ４６－５００１ 

福田クリニック ４６－１１２２ 

藤元上町病院 ２３－４０００ 

ベテスダクリニック ２２－１７００ 

豊栄クリニック ３９－２５２５ 

松山医院 ２４－１０４６ 

マドコロ外科医院 ２２－０１３８ 

丸田病院 ２３－７０６０ 

三嶋内科 ２４－７１７１ 

みまた病院 ２２－１４３７ 

宮永病院 ２２－２０１５ 

宗正病院 ２２－４３８０ 

村上循環器内科クリニック ２５－２７００ 

メディカルシティ東部病院 ２２－２２４０ 

柳田クリニック (柳田病院) ２２－４８６２ 

ゆうクリニック ４６－６１００ 

よしかわクリニック ２３－９３８４ 

吉松病院 ２５－１５００ 

大岐医院 ５７－２０２５ 

志々目医院 ５７－２００４ 

政所医院 ５８－２１７１ 

吉見クリニック(吉見病院) ５８－５６３３ 

教山内科医院 ６２－１２０５ 

佐々木医院 ６２－１１０３ 

隅病院 ６２－１１００ 

海老原内科 ６４－１２１１ 

山路医院 ６４－３１３３ 

山田医院 ６４－２８１６ 

都城フォレストクリニック脳

神経外科    
８０－４３１３ 

＊太字太字太字太字は三股町内の病院 
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◆ 単独の不活化ポリオワクチン接種のお知らせ 

～保護者の皆さんへ～ 

９月１日（土）よりポリオの予防接種は、生ポリオワクチンから不活化ポ

リオワクチンとなります。そのため接種の方法が次の通り変更となります。 

【対 象 年 齢】   生後３か月～９０か月（７歳６か月）未満  

【接種開始日】    ９月１日（土）～ 

【接種の方法】    指定医療機関で個別接種  

【持って行くもの】母子健康手帳 

【接 種 料 金】    無料（町が約１万円負担しています。７歳６か月を過ぎ

ると任意接種として全額自己負担となります） 

【接種の回数】 

ポリオワクチン接種歴 接種の方法 

生ポリオワクチン接種回数 

０回 

不活化ワクチンを４回接種 

生ポリオワクチン接種回数 

１回 

不活化ワクチンを３回接種 

生ポリオワクチン接種回数 

２回 

接種終了（不活化ワクチン接種の

必要はありません） 

★４種混合ワクチン(百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)を 

１１月１日（木）より実施できるように準備中です。開始時期は変更にな

る可能性があります。 

★予防接種の情報は町の広報誌やホームページなどで案内します。 

★三股町予防接種台帳を基に未接種者に８月下旬、はがきで案内しています。 

◎他市町村で、２回接種が済んでいる人にもハガキが届いている可能性があり

ます。ポリオ生ワクチン２回終了の人は、不活化ポリオ生ワクチン接種の必

要はありません。 

 

※お問い合わせは、健康管理センター（☎５２－８４８１）にお願いします。 

≪不活化ポリオワクチン指定医療機関≫         Ｈ２４．９                              

医療機関名 所在地 電話番号 

とまり内科外科胃腸科医院 三股町稗田 ５２-１１３５ 

田中隆内科 三股町植木 ５２-０３０１ 

たけしたこども医院 三股町東原 ５１-０００５ 

畠中小児科医院 三股町下新 ５２-６０００ 

あきと内科胃腸科 都城市都原町 ４６-５５００ 

有馬医院 都城市上長飯町 ２３-２６１０ 

海老原内科 都城市山田町 ６４-１２１１ 

大橋クリニック 都城市庄内町 ３７-０５３９ 

沖水こどもクリニック 都城市太郎坊町 ２７-５６５６ 

仮屋医院 都城市上水流町 ３６-０５２１ 

仮屋外科胃腸科医院 都城市志比田町 ２５-７７１２ 

教山内科医院 都城市高崎町 ６２-１２０５ 

共立医院 都城市蔵原町 ２２-０２１３ 

久保原田中医院 都城市久保原町 ２２-７７００ 

ケイオークリニック 都城市一万城町 ４６-４５００ 

志々目医院 都城市山之口町 ５７-２００４ 

児玉小児科 都城市花繰町 ２５-５５７０ 

城南クリニック・城南病院 都城市大王町 ２３-２８４４ 

隅病院 都城市高崎町 ６２-１１００ 

政所医院 都城市高城町 ５８-２１７１ 

とくとめクリニック 都城市一万城町 ２６-１８２０ 

冨田医院 都城市栄町 ２３-４５８６ 

はしぐち小児科 都城市都原町 ２４-５５００ 

はまだクリニック 都城市祝吉町 ４５-２２６６ 

早水公園クリニック 都城早水町 ３６-６１１７ 

原田医院 都城市郡元町 ２６-３３３０ 

ふくしまクリニック 都城市下川東 ４６-５００１ 

三嶋内科 都城市鷹尾町 ２４-７１７１ 

柳田クリニック・柳田病院 都城市東町 ２２-４８６２ 

山内小児科医院 都城市上町 ２２-００４８ 

山路医院 都城市山田町 ６４-３１３３ 

山田医院 都城市山田町 ６４-２８１６ 

☆指定医療機関は、ほかにもあります。 

☆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。 

 

※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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◆ 高齢者インフルエンザ予防接種を実施します 

インフルエンザは、毎年冬季に流行を繰り返すわが国最大の感染症です。

高齢者は、普通の風邪と異なり、肺炎などを合併し、重症化することもあり

ます。 

予防接種は、インフルエンザによる感染・重症化を防止し、併せてインフ

ルエンザのまん延防止を目的としています。 

希望する人は、体調のよい時に早めに予防接種を受けましょう。 
 

項  目 内   容 

 

 

接種対象者 

三股町に住所があり、次のどれかに当てはまる人 

☆年齢と住所が確認できるものを持っていきましょう 

①６５歳以上の人。（接種日現在） 

②６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓、または 

呼吸器の機能不全で、日常生活活動が、制限される 

程度の障害のある人、ヒト免疫不全ウイルスにより、

免疫の機能に日常生活が不可能な程度の障害のある人 

接種期間 １０月１日（月）～１２月３１日（月）まで 

接種回数 
実施期間内に１人１回 

（医師の判断で２回接種の場合もあります） 

接種場所 

三股町・都城市の指定医療機関 

（別表をご覧ください。予約の必要な所がありますので

確認してください） 

接種料金 

（個人負担額） 

１回目 １,２００円 （町が２,４００円負担） 

診察のみで、接種できなかった人  ０円 

（町が１,７９０円負担） 

 

 

◎生活保護世帯は、無料で接種できます。 

 （福祉課 社会福祉課で証明書をもらってください） 

接種時の領収書､接種済証は必ず保管しておいてください。 

◎医療機関へは、健康手帳を持っていきましょう！ 

※お問い合わせは、 

健康管理センタ―（☎５２－８４８１）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  医 療 機 関 名 住  所 電話番号 

 一心外科医院 三股町花見原 ５２－７７８８ 

 岩下耳鼻咽喉科 三股町中原 ５１－１１８７ 

※ 江夏整形外科クリニック 三股町西植木 ５１－１１２２ 

 坂田医院 三股町蓼池 ５１－２００３ 

※ 大悟病院 三股町梶山 ５２－５８００ 

※ たけしたこども医院 三股町東原 ５１－０００５ 

 田中隆内科 三股町植木 ５２－０３０１ 

 とまり内科外科胃腸科医院 三股町稗田 ５２－１１３５ 

 長倉医院 三股町仲町 ５２－２１０９ 

 畠中小児科医院 三股町下新 ５２－６０００ 

 みしま内科クリニック 三股町中原 ５１－８１００ 

 山下医院 三股町東原 ５２－１３４８ 

 あきづき医院 上水流町 ３６－０５３４ 

 あきと内科胃腸科 都原町 ４６－５５００ 

 有川医院 上川東 ２４－６６７７ 

 有馬医院 上長飯町 ２３－２６１０ 

 安藤胃腸科外科医院 豊満町 ３９－２２２６ 

※ いき形成外科ひふ科クリニック 年見町 ４５－００２０ 

※ 池之上整形外科 上川東 ２３－２３１１ 

 

≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫  

※予約必要 【期間 １０月１日（月）～１２月３１日（月）】 
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 医 療 機 関 名 住 所 電話番号 

 田口循環器科・内科ｸﾘﾆｯｸ 下川東 ２４－０６００ 

 武田産婦人科医院 蔵原町 ２２－０３３６ 

 竹田内科医院 高木町 ３８－１０３６ 

※ 橘病院（入院患者のみ） 中 町 ２３－７２３６ 

※ どいクリニック 上東町 ２２－１８２５ 

 とくとめクリニック 上長飯町 ２６－１８２０ 

 都北鮫島クリニック 都北町 ３８－６０６０ 

※ 冨田医院 栄 町 ２３－４５８６ 

※ 永田病院 五十町 ２３ー２８６３ 

※ ながはま整形外科 都北町 ４６－７１８８ 

 西浦病院 広原町 ２５－１１１９ 

※ 西平外科胃腸科医院 久保原町 ２５－５５５１ 

 野口脳神経外科 太郎坊町 ４７－１８００ 

 野辺医院 上 町 ２２－０１５３ 

※ はしぐち小児科 都原町 ２４－５５００ 

※ 花房泌尿器科医院 北原町 ２５－１１７７ 

※ 浜田医院 牟田町 ２２－１１５１ 

※ はまだクリニック 祝吉町 ４５－２２６６ 

 早水公園クリニック 早水町 ３６－６１１７ 

※ 速見泌尿器科医院 妻ケ丘町 ２４－８３４４ 

 原田医院 郡元町 ２６－３３３０ 

 福島外科胃腸科医院 都北町 ３８－１６３３ 

 ふくしまクリニック 下川東 ４６－５００１ 

 福田クリニック 蓑原町 ４６－１１２２ 

※ 藤元上町病院 上 町 ２３－４０００ 

※ 藤元早鈴病院 早鈴町 ２５－１３１３ 

※ 藤元病院 早鈴町 ２５－１３１５ 

※ べテスダクリニック 年見町 ２２－１７００ 

※ 豊栄クリニック 下長飯町 ３９－２５２５ 

 松山医院 上川東 ２４－１０４６ 

 

 医 療 機 関 名 住 所 電話番号 

※ マドコロ外科医院 小松原町 ２２－０１３８ 

※ 丸田病院 八幡町 ２３－７０６０ 

 三嶋内科 鷹 尾 ２４－７１７１ 

※ みまた病院 郡 元 ２２－１４３７ 

※ 
都城フォレストクリニック脳神

経外科 
下川東 ８０－４３１３ 

※ 宮永病院 松元町 ２２－２０１５ 

 宗正病院 八幡町 ２２－４３８０ 

 村上循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 宮丸町 ２５－２７００ 

 メディカルシティ東部病院 立野町 ２２－２２４０ 

※ もちお蛯原医院 蓑原町 ２１－５３５５ 

 森山内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 南鷹尾町 ２１－５０００ 

 柳田クリニック・柳田病院 東 町 ２２－４８６２ 

※ やの耳鼻咽喉科 吉尾町 ２７－５２２２ 

 山内小児科医院 上 町 ２２－００４８ 

 ゆうクリニック 広原町 ４６－６１００ 

※ 横山病院（かかりつけ患者のみ） 都島町 ２２－２８０６ 

※ よしかわクリニック 前田町 ２３－９３８４ 

※ 吉松病院 蔵原町 ２５－１５００ 

※ 西岳診療所 高野町 ３３－１５１０ 

 大岐医院 山之口町 ５７－２０２５ 

 志々目医院 山之口町 ５７－２００４ 

 政所医院 高城町 ５８－２１７１ 

 吉見クリニック 高城町 ５８－５６３３ 

 吉見病院 高城町 ５８－２３３５ 

 教山内科医院 高崎町 ６２－１２０５ 

 佐々木医院 高崎町 ６２－１１０３ 

 隅 病院 高崎町 ６２－１１００ 

 海老原内科 山田町 ６４－１２１１ 

 山路医院 山田町 ６４－３１３３ 

 山田医院 山田町 ６４－２８１６ 

 

 

 

 

 

 医 療 機 関 名 住 所 電話番号 

 いづみ内科医院 鷹 尾 ２２－７１１１ 

 宇宿医院 栄 町 ２５－９０３１ 

 鵜木循環器科内科医院 花繰町 ２６－０００８ 

※ おおくぼクリニック 千 町 ２６－１５００ 

 大橋クリニック 庄内町 ３７－０５３９ 

 柏村内科 上 町 ２２－２６１６ 

※ 仮屋医院 上水流町 ３６－０５２１ 

※ 仮屋外科胃腸科医院 志比田町 ２５－７７１２ 

 川畑医院 年見町 ４６－３２２５ 

※ 北原医院 北原町 ２２－４１３３ 

 共立病院 蔵原町 ２２－０２１３ 

 久保原田中医院 久保原町 ２２－７７００ 

 黒松病院 金田町 ３８－１１２０ 

※ ケイオークリニック 一万城町 ４６－４５００ 

※ 児玉小児科 花繰町 ２５－５５７０ 

※ 小牧病院 立野町 ２４－１２１２ 

 坂元医院 牟田町 ２２－０３６０ 

 相良内科医院 前田町 ２２－４０８６ 

※ 三州病院 花繰町 ２２－０２３０ 

 しげひらクリニック 神之山町 ２７－５５５５ 

※ 信愛医院 下長飯町 ３９－０８００ 

※ 庄内医院 庄内町 ３７－０５２２ 

※ 庄内田中医院 庄内町 ３７－０５０７ 

※ 城南クリニック・城南病院 大王町 ２３－２８４４ 

※ 都城新生病院 志比田町 ２２－０２８０ 

 瀬ノ口醫院 姫城町 ２５－５１５５ 

 瀬ノ口内科放射線科医院 都原町 ２５－７７８０ 

 園田光正内科医院 太郎坊町 ３８－５１１５ 

※ たかお浜田医院 鷹 尾 ２２－８８１８ 

※ たき心療内科クリニック 若葉町 ４６－９１９１ 

 

 

 

≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫  
※予約必要 【期間 １０月１日（月）～ １２月３１日（月）】 
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◆  平成２５年度に小学校に入学するお子さん  

 (平成１８年４月２日～１９年４月１日生まれ ) 

の保護者の皆さんへ  
定期の予防接種は終わっていますか？小学校に入学する前に終わらせてお

きましょう。 

★定期の予防接種とは、予防接種法で定められたもので、一定の年齢にな

ったら受けることが望ましいとされています。保護者には努力義務が課せら

れています。 

定期の予防接種 

無料接種期限 

(接種費用を町が負担し、

無料で受けられる期限) 

無料接種期限後の自己負担額 

① 三種混合 

（ジフテリア、百日

せき、破傷風） 

②ポリオ 

③日本脳炎 

生後９０か月まで

（７歳６か月まで） 

①三種混合： 約 7,000円 

②ポリオ ：  約１万円 

③日本脳炎： 約 7,000円 

④麻しん・風しん混

合ワクチンまたは 

麻しんワクチン、 

風しんワクチン 

平成２５年 

３月３１日（日）まで 

④麻しん・風しん混合ワクチン 

：  約 1 万円 

 

☆ポリオの予防接種は、生ポリオワクチン(集団接種で口から飲むワクチン)

は不活化ポリオワクチン(個別で医療機関で注射するワクチン)となりました。 

☆日本脳炎は、特例措置で平成７年６月１日生まれから平成１９年４月１日

生まれの人は９０か月を過ぎても定期予防接種として接種できます。 

◎指定医療機関は「三股町予防接種カレンダーH24.9．1」「三股町公式サイト」

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

健康管理センター（☎５２－８４８１）にお願いします。 

◆ 「いきいき元気塾～運動実践編～」のお知らせ 

日ごろから「何か運動しないと！」と思ってはいるもの、なかなか行動に

移せない人やお腹周りを減らしたい人、どんな運動をしたらよいか分からな

い人のために健康管理センターで運動教室を開催します。健康運動実践指導

者の指導のもと、楽しく運動を行います。 

 普段運動をしていない人も運動習慣を身に付けるきっかけづくりとしてご

利用ください。町内に住所がある人は誰でも参加できます。お気軽にご参加

ください。 

 

日  時 

１０月１９日（金）・２６日（金） 

時  間：午前９時３０分～１１時  

受付開始：午前９時１５分～ 

場  所 健康管理センター 

内  容 
ストレッチ、有酸素運動など生活習慣病予防のための運動 

★運動内容、強さは毎回変わります 

参 加 費 無 料 

持 っ て 

くるもの 

室内用シューズ、タオル、水分補給用の飲み物 

※運動のできる服装でご参加ください 

申し込み

期  限 
１０月１７日（水）まで 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、健康管理センター 

（☎５２－８４８１・ＦＡＸ５２－１０５６）にお願いします。 

◎受けるときは、母子健康手帳を持っていきましょう 

◎母子健康手帳に予防接種接種済みの記録を残しておきましょう 

◎期限を過ぎると、任意接種となり全額自己負担になります 
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◆ がんフォーラム開催のお知らせ 

 

 国立病院機構都城病院では、住民の健康な生活、がんの予防努力、早期発

見、早期治療に貢献できるよう、フォーラム「笑いながらがんを学ぼう」を

開催します。お誘い合わせのうえご参加ください。 

 

日   時 １０月２０日（土）    午後０時３０分～３時３０分    

場   所 都城市ウエルネス交流プラザ「ムジカホール」 

内   容 

①宮崎県のがんの現状と予防について・・・都城保健所 

②特別講演・・・昇 幹夫 氏（日本笑い学会副会長） 

③婦人科がん・・・・・・・・・国立病院機構都城病院 

★☆昇 幹夫 氏プロフィール☆★ 

大阪で産婦人科診療をしながら、「日本笑い学会」副会長（笑

いと健康部門担当）として医学的効果を研究。現在は「元気

で長生き研究所」所長として全国を講演活動中です。 

自称「健康法師」。 

参 加 費 無 料 

定   員 先着３００人 

申 し 込 み 

方 法 

事前申し込みは不要です 

当日直接会場へお越しください 

※お問い合わせは、国立病院機構都城病院 経営企画室 

（☎２３－４１１１・内線４３０）にお願いします。 

 

 

 

◆ 応急手当普及員の認定講習を開催します 

事業所などで普通救命講習の指導を行うために必要です 

日  時 
１１月１４日 (水) ～ １６日（金）の３日間 

午前９時～午後４時４５分 

場  所 都城市消防局（都城市菖蒲原町） 

内  容 応急手当に必要な知識や技能、指導要領など 

資  格 満１８歳以上で三股町・都城市に居住または勤務している人 

費  用 ３,４６５円（テキスト代） 

募集人員 １０人程度  ＊定員になり次第締め切り 

申し込み

期  間 
１０月１５日（月）～１１月６日(火) 

※お申し込み・お問い合わせは、 

都城市消防局 警防課（☎２２－８８８３）にお願いします。 

 

◆ 三股町での投票行動・選挙啓発についての 

              町民アンケート調査結果 
このアンケートは、平成２３年１２月１日現在、町内在住で選挙権のある

２０歳以上の町民の中から２，０００人の方を無作為に抽出し、今年２月に

郵送により実施しました。回答件数は７９５件。送付件数全体で３９％の回

答がありました。集計の結果を公表しますのでご覧ください。 

また、今後もこのようなアンケートを必要に応じて実施します。町民・有

権者の皆さんのご意見を選挙事務に反映していきますのでご協力をお願いし

ます。  

 ≪アンケート集計結果公表≫  

①役場１階案内窓口に集計結果を置いています 

②町公式サイトに掲載 

 

※お問い合わせは、町選挙管理委員会事務局 

（☎５２－１１１１・内線２３２）にお願いします。 

⑧ 総務課からのお知らせ 



 №７

 

 

◆ 『第３０回産業の祭典 地場産業まつり』開催のお知らせ 
 

 

 

 

「地場産業まつり」は、都城圏域の約１００社が一堂に集まり、おいしいも

のから匠の技まで幅広く展示即売する産業の祭典です。 

大人から子どもまで十分楽しめる郷土芸能やステージイベントなどを予定し

ています。 

◎日    時 ： １０月２７日（土） ・ ２８日（日）の２日間 

午前１０時～午後４時 (２日間とも) 

◎場    所 ： (財)都城圏域地場産業振興センター 

          都城市都北町５２２５番地１  

◎来場予定者数 ： 約４万人 

 

※お問い合わせは、（財）都城圏域地場産業振興センター  

（☎３８－４５６１）にお願いします。 

 

◆ 『平成２４年度 秋のみやざき就職フェア』開催 

のお知らせ 
『平成２４年度 秋のみやざき就職フェア』を開催します。県内約１００

社の企業ブースで、担当からの説明を聴くことができますので、ぜひご参加

ください。 

【日  時】 １１月７日（水）  午後０時３０分受付開始 

午後４時３０分終了 

【場  所】 シーガイアコンベンションセンター ４階 サミットホール 

       宮崎市山崎町浜山（シーガイア内） 

【対  象】 県内企業へ就職希望の一般求職者、来春大学など卒業予定 

の人（中学・高校卒業予定者を除きます） 

【参加方法】 履歴書不要・参加費無料 

※お問い合わせは、宮崎労働局職業安定課  

宮崎市橘通東３－１－２２ 宮崎合同庁舎５階 

（☎０９８５－３８－８８２３） 

≪ホームページ≫ 

http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/  

 

◆ 畜産農家の皆さんへ 

 

 

 

 口蹄疫発生から２年が過ぎました。 

町から家畜伝染病を発生させないよう、農場の継続的な消毒と防疫対策の

実施をお願いします。 

         

    

    

          

・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 

   ≪次のことを守りましょう≫ 

①長靴の履き替え 

  農場用と外出用の長靴を履き替えることで、長靴に付着したウイルスの

侵入を防ぎます 

 ②踏み込み消毒槽の設置と点検 

  踏み込み消毒槽は必ず設置し、消毒薬が汚れたら取り替えましょう 

 ③農場訪問者の記録 

  日ごろから畜産関係者や飼料運搬車など農場に立ち入りする人や車がい

つ来たかを記録し、保存しておきましょう 

 ④早期発見・早期通報 

  家畜に異常が見られたらすぐに獣医師または都城家畜保健衛生所に連絡

しましょう 

★消毒薬・農場訪問記録用紙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。 

 

⑫ 産業振興課からのお知らせ 

毎月１０日・２０日・３０日は  
『町内一斉消毒の日』  
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◆ 年末調整説明会開催のお知らせ 

１２月は、給料などに係る源泉所得税の年末調整の月です。 

都城税務署では、次の日程で年末調整説明会を開催します。 

開催日 時 間 
対象者の郵便番号  

（法人・個人）  

午前１０時～１１時３０分 「885-0001」～「885-0079」 
１１月２７日

（火） 午後１時３０分～３時 
「885-0081」～「885-1312」 

「889-1801」～「889-4602」 

会  場 
都城市総合文化ホール 

都城市北原町１１０６番地１００ 

★詳しくは、都城税務署までお尋ねください。 

※お問い合わせは、都城税務署 法人課税第 1 部門 

               （☎２２－４３８３）にお願いします。 

 

 

◆ 第２４回都城市民登山大会開催のお知らせ 
 

日  時 

１０月２１日（日） 

受付時間 午前６時 30分～７時 20分 

出発時間 午前８時  終了予定 午後３時 

 ※雨天の場合は中止となります。 

コ ー ス 天孫降臨コースを使って高千穂峰往復登山 

参加資格 自力で登頂・下山できる体力のある人 

集合場所 皇子原公園（高原町） 

参 加 費 ５００円（保険料を含む） 

準備する 

も  の 

リュックサック、登山靴、弁当、水筒、行動食（アメ・ビスケ

ットなど）、タオル、常備薬、雨具など 

そのほか 参加者全員に記念品を贈呈 

※お問い合わせは、 

都城山岳会 温水武男 （☎０８０－３０１１－６４２７）にお願いします。 

 

◆ 平成２４年度都城高専 後期教養講座募集のお知らせ 

「「「「歎異抄歎異抄歎異抄歎異抄
たんにしょう

」と仏教」と仏教」と仏教」と仏教        

「歎異抄
たんにしょう

」は鎌倉時代後期に書かれた日本の仏教書です。 

親鸞
しんらん

の思想を端的にまとめた「歎異抄
たんにしょう

」を読み進めていきながら、仏教の 

さまざまな側面を講義します。 

    ●開催日時   毎週木曜日  全４回   午後７時 ～ ８時３０分 

 期   日 内   容 

第１回 １１月２９日（木） 「歎異抄」と浄土思想 

第２回 １２月 ６日（木） 「歎異抄」とブッダの思想 

第３回 １２月１３日（木） 「歎異抄」と中国仏教 

第４回 １２月２０日（木） 「歎異抄」と日本仏教 

     ◎全４回の日程で一つの講座です。 

＜対 象 者＞    一般（高校生以上） 

＜募集人員＞    ２０人（先着順のため、定員に達し次第締め切ります） 

＜講 習 料＞    無料 

＜講 師＞    都城高専  一般科目教授  藤永 伸 氏 

＜場 所＞    都城高専  専攻科棟 ４階 情報処理演習室 

＜申し込み期限＞  １１月１４日（水）必着 

＜申し込み手続＞  次の記載事項を記入のうえ、ＦＡＸやメール、はがき

でお申し込みください 

 ◇記載事項 

①講座名      ②氏名（ふりがな）    ③性別     ④郵便番号・住所 

⑤電話番号または連絡先     ⑥職業または学校名 

★メールで申し込みの場合、数日経っても受付の連絡がなければ不着の可能

性があります。お手数ですが電話にて確認の連絡をお願いします。 

★講座開講日１週間前までには受講通知書を送付します。 

★申し込み時の情報は、本講座に関する業務以外には利用しません。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、都城高専  総務課企画係 

    〒８８５－８５６７  宮崎県都城市吉尾町４７３－１ 

     （☎４７－１３０６・ＦＡＸ３８－１５０８）にお願いします。 

          E メール ： kikaku@jim.miyakonojo-nct.ac.jp 

 

⑤ 税務財政課からのお知らせ 

教育課からのお知らせ 
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◆ 赤い羽根共同募金が始まります 
   

【１０月１日（月）～１２月３１日（月）】 

６６回目を迎えるこの募金運動は、町民の皆さんの善意と助け合いの精神

によって支えられています。誰もが生きがいをもって、安心して暮らすこと

ができる地域社会を築いていくことがこれから一層重要になってきています。

皆さんのご支援、ご協力を心よりお願いします。 

 

※お問い合わせは、社会福祉協議会（☎５２－１２４６）にお願いします。 

 

◆「第１７回社会福祉大会」開催のお知らせ 

「第１７回三股町社会福祉大会」を開催します。ぜひご参加ください。 

   １．日 時・・１０月２０日（土） 午前９時～１１時 

   ２．場 所・・町立文化会館 

   ３．内 容 

開 始 時 間 内   容 

午前 ９時～１０時 

表彰式：社会福祉功労者・永年勤続者 

    社会福祉民間奉仕者 

    福祉啓発作文表彰者 

    さんさんクラブ三股会功労者 ほか 

午前１０時～１１時 

～講 演 会～ 

演 題：「今、生きて輝くこの命」 

講 師：金丸 洋和 氏 

（宮崎中央支援学校 教諭） 

４．対象者・・三股町民、福祉、教育各関係専門職員 ほか 

５．参 加・・参加費無料（直接会場にお越しください） 

※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１６４）にお願いします。 

   

 

◆ ｢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 

１１月７日（水） 後藤田 規子さん 

１２月５日（水） 柿原 信知さん 

 

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。 

⑥ 福祉課からのお知らせ 相談ごと関係 

無料です 
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◆「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 

１０月２２日（月） 

１１月１５日（木） 

        １２月２０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。 

 

◆「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。 

 

○日 時： 毎日 午前９時～午後５時 

（土・日・祝日は除きます） 

○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。  
 

○日 時：  毎日 午前９時～午後４時  

（土・日・祝日は除きます） 

○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。 


