
  

回 覧         平成２５年２月１５日 （三股町） 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 

  

◆ パート募集のお知らせ 
 町では、長田へき地保育所・児童館・放課後児童クラブで交代要員、行事

補助員として臨時的に働いてくれる人を募集しています。 

 希望する人は、履歴書の提出をお願いします。 

〈保育所〉 

●月曜日～土曜日・・・午前１０時～午後５時 

勤務時間 

〈児童館〉・〈放課後児童クラブ〉 

●月曜日～金曜日・・・午後２時～６時 （小学校に合わせて） 

●土曜日、春休み、夏休み、冬休み 

・・・午前８時～午後６時 

           （早出・遅出あり、休憩１時間あり） 

給  与 時給７００円程度（社会保険なし） 

登録条件 

＊子どもが好きな人 

＊保育士の資格がある人など 

＊年齢５５歳ぐらいまでで、子どもと一緒に遊ぶ体力のある人 

書類提出

場  所 
福祉課 児童福祉係 （１階 ⑥番窓口） 

 ★詳細については、お問い合わせください。 

※お問い合わせは、福祉課 児童福祉係（１階 ⑥番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線１６６）にお願いします。 

 
 

◆ 青年国際交流事業に参加しませんか 
 
 内閣府では、日本と世界各国の青年との交流を通して、相互理解と友好を

深め、広い国際的視野とリーダーシップを身に付けた次代を担うにふさわし

い青年を育成するため、青年国際交流事業を実施しています。 

日本代表青年として各国の選抜された青年と研修・交流を行い、自分を成

長させてみませんか。 

現在、平成２５年度に実施する「東南アジア青年の船」「国際青年育成交流」

「日本・韓国青年親善交流」などの参加青年を募集しています。 

《締め切り：３月１９日（火）必着》 

※お問い合わせは、内閣府青年国際交流担当（☎０３－３５８１－１１８１・ 

http://www.cao.go.jp/koryu/ ）または宮崎県文化文教・国際課 

（☎０９８５－２６－７０２９）にお願いします。 

【№】 

表紙 

 

１ 

２ 

 

３ 

３ 

４ 

 

５ 

５ 

 

６ 

６ 

 

 

７ 

 

８ 

 

【内   容】 

◆パート募集のお知らせ 

◆青年国際交流事業に参加しませんか 

◆奨学生募集・教育ローンのお知らせ 

◆町民参加型演劇『朗読劇（台本を見ながら演じる劇）』に出演し

てみませんか？ 

◆「道路ふれあい月間」標語募集 

◆新舞踊『彩峰流』の家元 深川真里さんがやってくる！ 

◆家内労働（内職）情報のお知らせ 

◆あなたの気になる年金記録、もう一度ご確認を 

◆小・中学校の入学式のお知らせ 

◆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 

◆麻しん・風しん混合ワクチン(ＭＲワクチン)の予防接種のお知らせ 

◆農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による町商品券交換事業 

の実施のお知らせ 

◆農業用廃棄プラスチック回収業務のお知らせ 

◆平成２５年度「国有林モニター」を募集します 

◆「みやざき農業実践塾」の塾生を募集します 

◆「法律相談」（無料）のご案内 

◆「働く人のための心の健康相談」のご案内 

◆「行政相談」のご案内 

 

【分 類】 

１．募 集 

 

 

 

 

 

２．催 し 

４．お知らせ 

 

 

５．保健と福祉 

（子ども） 

 

８．農林畜産業関連

 

 

 

 

９．相 談 

 

 

 

 

１．募集 
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◆ 奨学生募集・教育ローンのお知らせ 
 

町では、次のとおり奨学生を募集します。どれも貸与（償還あり）です。

希望する人は、期間内にお申し込みください。 

【 三股町奨学資金 】 

対 象 者 次の条件を全て満たす人 

①父母またはこれに代わる法定代理人が三股町に住んでいる人 

②大学・短大・専修学校・高専・高校（通信制・定時制過程を除く）に在学

し、その学校長または卒業した学校の校長の推薦がある人 

③学業、人物共に優秀かつ健康で、学資の支払いが困難な人 

④高校生・高専生はそのほかの奨学機関から、大学生・短大生・専修学校生

は都城育英会から学資の支給または貸与を受けていない人 

募集人員 １５人（予定） 

貸与月額 
高校生・高専生・・・・・・・・・１万円 

大学生・短大生・専修学校生・・・２万５千円 

貸与期間 
４月～平成２６年３月までの１年間 

(継続して貸与を受ける場合は、毎年３月に継続の手続きが必要) 

申込方法 

３月５日（火）から教育課（中央公民館内）で配布する「募集

要項」をご覧ください。 

★大学・短大・専修学校の新入学生は、（公財）都城育英会に

も申し込んでいることが条件です。ただし、併給はできません。 

申込期間 ４月８日（月）～1７日（水） 

申し込み・ 

問い合わせ 

町教育委員会教育課 学校教育係（中央公民館内） 

（☎５２－１１１１・内線４２２） 
 

【 三股町提携 教育ローン 】 

対 象 者 
三股町に住み、子どもが高校・専門学校・短大・大学などに入

学または在学している年間所得９００万円以下の人 

条 件 完済時年齢が６５歳未満で、町税などを滞納していない人 

融 資 額 ２００万円以内 

返済期間 １０年以内（最長４年の元金据え置き期間を含む） 

金  利 年１．３５％（別途保証料が必要） 

申し込み・ 

問い合わせ 
九州ろうきんローンセンター都城（☎２３－２２５７） 

 

 

【（公財）都城育英会 】 

対 象 者 次の条件を全て満たす人 

①三股町または都城市出身で、保護者が三股町または都城市に住んでいる人 

②４月に大学・短期大学・専修学校の専門課程に進学する人（ただし通信制・

定時制課程は対象外）＊それぞれ学校教育法第１条・108 条・124 条に規

定する学校 

③学業、人物共に優秀かつ健康で、経済的理由で修学困難な人 

募集人員 ３３人（予定） 

貸与月額 月額３万円（無利子） 

申込方法 

２月中旬から配布する「募集のしおり」をご覧ください。 

★募集のしおりは、町教育委員会 教育課、都城市教育委員会 

学校教育課、各総合支所 教育課、各地区市民センター、北諸

県郡・都城市の各高等学校などで配布しています。 

申込期間 ４月８日（月）～１７日（水） 

申し込み・ 

問い合わせ 

都城市教育委員会 学校教育課内 

公益財団法人 都城育英会事務局（☎２５－８５４５） 

 

【 国の教育ローン 】 

対 象 者 
高校・専修学校・短大・大学や外国の学校などに入学または在

学している人の保護者 

融 資 額 学生・生徒１人につき３００万円以内 

利 率 

年２．４５％  

☆利率は金融情勢によって変動するため、借入金利（固定）は、

記載している利率とは異なる場合があります 

申し込み・ 

問い合わせ 

教育ローンコールセンター・ナビダイヤル 

（☎０５７０－００８６５６） 

無利子 



 №２

◆ 町民参加型演劇『朗読劇（台本を見ながら演じる劇）』に

出演してみませんか？ 
 

「お芝居してみたい！」「演劇大好き！」「人前で表現したい！」「新しいことに

挑戦してみたい！」などなど、思いはさまざまに…。 

「人前で話すのは大の苦手」という人も「別の人間になりきれば、何でもでき

てしまうかも!?」という、貴重な機会のご案内です。 
 

『朗読劇（台本を見ながら演じる劇）』に参加したい人を募集しています。 
 

朗読劇とは、「リーディング」とも呼ばれ、『台本を読みながら、簡単な動き

だけで演じていく劇』のことです。 
 

経験の有無は問いません。稽古期間は約１カ月半。幅広い世代の皆さんとと

もに、楽しく稽古をしながら、出会ったみんなの力で一つの作品をつくってみ

ませんか？町民の皆さんからの、たくさんのご応募をお待ちしています。 
 

■定員…約２０人（参加無料） 

 ※できるだけ申込者全員を受け入れられるように調整していきます。 

※四つ程度のチームに分かれます。各チームが１作品ずつ上演します。 

■対象…町内在住で高校生以上の人なら誰でも参加できます。 

    ただし「上演日の２日間とも必ず参加できる人」とします。 

■上演日時（予定）…５月２５日（土）・２６日（日） 

■稽古…４月上旬から始めます。夜や土・日を中心に週に１～２回程度。公演

前１０日間前後から毎日の稽古となる見込みです。場所は主に文化会

館です。 

■応募方法…申込書を「文化会館 事務室」「役場 総合受付」「文化会館 ホーム

ページ[ダウンロード]」で入手してください。 

申込書に必要事項をご記入の上、文化会館へご提出ください。 

■応募締切…３月２６日（火） 

・よくあるご質問に答えます！・よくあるご質問に答えます！・よくあるご質問に答えます！・よくあるご質問に答えます！        

Ｑ．「演劇経験なんてまったくありません。興味はあるのですが…不安です…」 

Ａ．心配は要りません。稽古は楽しい雰囲気で進みますし、本番も台本を見

ながら演じていく劇ですので、どなたでも気軽にご参加いただける企画

です。 

Ｑ．「丸暗記が苦手…せりふを覚えられるか心配なんです…」 

Ａ．大丈夫です。台本を読みながら演じるので、覚える必要はほぼありませ

ん！ 

Ｑ．「長丁場の稽古となるのでしょうか？」 

Ａ．上演日は５月２５・２６日（土・日）の予定です。稽古期間は４月上旬

から約１カ月半の予定で、夜や土・日を中心に週に１～２回程度。公演

前１０日前後から毎日の稽古となる見込みです。場所は主に文化会館で

す。 

Ｑ．「演じる作品は何ですか？」 

Ａ．『平成２４年度三股町立文化会館戯曲講座』の受講生７人が書き上げた卒

業作品から４本程度を、今回申し込んだ町民の皆さんで上演することに

なります。「地元の皆さんが書いた作品を、同じ地元の皆さんで演じ、み

んなで楽しもう」という企画です。 

Ｑ．「誰が指導するのですか？」 

Ａ．基礎的な稽古は、指導経験豊かな県内劇団の俳優たちが指導に当たりま

す。演出は、九州各地で活躍する演出家に担ってもらう予定です。それ

ぞれがバラエティに富んだ作品になることを目指しています。 

・５月２４～２６日は、「まちドラ！」でお楽しみください・５月２４～２６日は、「まちドラ！」でお楽しみください・５月２４～２６日は、「まちドラ！」でお楽しみください・５月２４～２６日は、「まちドラ！」でお楽しみください        

５月２４～２６日、まちなかのあちこちで気軽に演劇（＝ドラマ）を楽し

んでいただける期間にします。名づけて、みまた演劇フェスティバル『まちみまた演劇フェスティバル『まちみまた演劇フェスティバル『まちみまた演劇フェスティバル『まち

ドラ！』ドラ！』ドラ！』ドラ！』    

三股町立文化会館１０周年を記念して始めた事業で、２回目の開催です。三股町立文化会館１０周年を記念して始めた事業で、２回目の開催です。三股町立文化会館１０周年を記念して始めた事業で、２回目の開催です。三股町立文化会館１０周年を記念して始めた事業で、２回目の開催です。 
 
「まちドラ！」では、３つの楽しみ方を用意します。どの公演も低価格です。

お散歩に出掛ける気分で、どうぞお気軽にお楽しみください。 

①ヨムドラ！＝読むドラマ。まち中に特設する３つの劇場で、朗読劇７作

品を上演します（今回募集するのはこの企画への出演です）。 

②カクドラ！＝書くドラマ。９０分で演劇台本が書けてしまう魔法のよう

な講座。書き上げた作品は、九州で活躍する俳優たちがリ

ーディングで演じてくれる特典付きです。あなたも作家デ

ビュー!? 

③ミルドラ！＝見るドラマ。優れた演劇作品を文化会館で上演します。 

今年の招聘作品は、延岡を拠点に全国で公演を行うシニア

劇団『のべおか笑銀座』（のべおかしょうぎんざ）による『ひ

ょっとこどっこい』（作:赤澤孝、演出:実広健士）です。 

※このほか、ホッと一息つける肩の力を抜いて楽しめる企画も進行中です。 
 

文化会館で取り組む『町民参加のカタチ』とは、さまざまな世代の皆さんが楽

しみながら一緒にお芝居をつくり、町民の皆さんの身体に染み込んでいくよう

な公演・作品づくりに丁寧に取り組んでいくことです。 

※お問い合わせは、町立文化会館（☎５１－３４６２）にお願いします。 
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◆「道路ふれあい月間」標語募集 

 

募集 

テーマ 

道路は、生活の向上と経済の発展に欠くことのできない国民共有

の、つまりあなたの財産です。みんなが道路と親しみ、ふれあい、

常に広く、美しく、安全に、共に楽しく利用し、子孫に受け継い

でいきましょう。 

応募資格 小学生以上 

応募期間 ３月３１日（日）まで（当日必着） 

応募部門 

・ 

賞 

［小学生の部］最優秀賞１作品、優秀賞２作品 

［中学生の部］最優秀賞１作品、優秀賞２作品 

［一般の部（高校生以上）］最優秀賞１作品、優秀賞２作品 

応募方法 

１人何作品でも応募できます。 

●はがきによる応募の場合 

はがきに、標語と必要事項［氏名とフリガナ、住所、電話番号、

性別、年齢、応募部門の別］・アンケート（何を見て応募したの

か<回答は任意です>）を記載のうえ、郵送してください。 

（郵送先）〒100‐8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省道路局道路交通管理課 標語担当宛て 

●電子メールによる応募の場合 

①メール本文に、標語と必要事項［氏名とフリガナ、住所、電話

番号、性別、年齢、応募部門の別］・アンケート（何を見て応

募したのか<回答は任意です>）を入力し、 

dourohyogo25@mlit.go.jpに送信してください。 

★上記アドレスからの受信ができるように設定してください。 

② 国土交通省ホームページの応募様式に入力し、電子メールに

添付して応募ができます。 

★Microsoft Office Excel97 以降のソフトが使用できる環境に

あること。 

《ホームページ》 

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000318.html 

※お問い合わせは、国土交通省 道路局 道路交通管理課 総務係 水上、小原  

（〈代表〉☎０３－５２５３－８１１１・内線 ３７４２３・３７４２４ 

〈mail〉dourohyogo25@mlit.go.jp）にお願いします。 

 

 
 

 
                                                                

     

        

    

    

    

    

        

 

 

三股町壮年連絡協議会・三股町女性団体連絡協議会の合同研修講演会に、 

新舞踊『彩峰流』の家元  深深川川  真真里里ささんんを講師としてお招きします。 

『彩峰流』の家元として新舞踊の指導をする傍ら、県内をはじめ、熊本や 

鹿児島でバスガイドや各種イベントの司会などを務め、活躍している深川さ

ん。この講演会は、一般の皆さんのご来場も歓迎します。深川さんの巧みな

鹿児島弁での講演を楽しんでみませんか。 

 

 

〈日  時〉  ３月９日（土）  午後７時～８時３５分 

（開 場：午後６時３０分） 

〈会  場〉  町立文化会館 

〈内  容〉  演題：「人生は笑ってバラ色」 

講師：新舞踊「彩峰流」家元  深
ふか

 川
がわ

 真
ま

 里
り

 氏   

〈料  金〉  無 料  

一般の人も参加できます。 

ただし、満席の時は会員を優先します。ご留意ください。 

 

※お問い合わせは、三股町壮年連絡協議会、三股町女性団体連絡協議会 

         （三股町教育委員会 教育課 生涯学習係内） 

       （☎５２－１１１１・内線４３１・４３３）にお願いします。 

２．催し 
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◆ 家内労働（内職）情報のお知らせ    

県の就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、家内労働の情報提

供とあっせんを無料で行っています。いろいろな内容の仕事の情報提供をし

ていますので、ぜひご利用ください。 

◎家内労働をお探しの人へ 

ご希望の家内労働がありましたら、就職相談支援センターにお問い合わせ

ください（ご希望の家内労働の募集がすでに終了の場合は、ご了承ください）。 

電話での相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 

☆内職者を募集しています！ 

＜仕事によっては細かい作業もあり、そのほかの求人条件が加わることがあります＞ 

仕事の内容 委託地域 工 賃 

学生服まとめ（まつり、スナ

ップ、しつけなど） 
三股町、都城市とその近辺 製品による 

学生服ミシン縫製 三股町、都城市とその近辺 製品による 

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 
一反 2万円～ 

4万 5千円 

部品組み立て、部品外観（傷

汚れ）検査※工場内での作業 
三股町、都城市 製品による 

婦人服（スカート・パンツ）

の鍵ホック付け 
三股町、都城市 1 着３２円 

婦人服などの裏地縫製 三股町、都城市 製品による 

◎事業所の人へ                                         ２月１日現在 

家内労働に適したお仕事はありませんか？ 

★データ文字入力・部品組み立て・刺しゅう・編み物などの経験者・ワープ

ロ・エクセル・ワードなどの資格を持った人も登録しています。 

★ボタン付け・糸切り・ラベル貼り・宛名書き・アクセサリー作り・データ入力・

箱組み立て・部品組み立てなどの内職や短期間の内職も受け付けています。 

内職者募集の際には、ぜひ「就職相談支援センター」をご利用ください。 

相談日：月曜日 ～ 金曜日 ・ 相談時間：午前 ９時 ～ 午後 ５時 

※お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター（☎／ＦＡＸ・２５－０３００） 

（都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内） 

☆詳しくは宮崎県庁のホームページをご覧ください。  

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/shoko/rodo/kanairodo/index.html 

 

◆ あなたの気になる年金記録、もう一度ご確認を 

 

日本年金機構では、年金記録問題の解決に向けて、これまで「年金定期便」

などを送付し、ご確認をお願いしてきました。 

しかし、いまだ持ち主の確認できていない約２，２００万件の記録が残っ

ています。 

自分の年金記録に「漏れ」「誤り」があるのではとご心配の人は、キャンペ

ーンパンフレットのチェックリストなどでご確認の上、お近くの年金事務事

務所などにご相談ください。 

パンフレットはお近くの年金事務所などで配布しています。 

 

     約９人に１人、年金記録が見つかっています。 

     例えば  

・若いころに勤めていた記録が見つかった 

・結婚前の旧姓の記録が見つかった 

・誤った名前の読み方で登録されていた記録が見つかった 

   

※お問い合わせは、ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル 

   ・☎０５７０－０５８－５５  

◎０５０または０７０から始まる電話の場合は 

・☎０３－６７００－１１４４） 

《受け付け》月～金曜日（午前９時～午後８時）  

第２土曜日（午前９時～午後５時） 

★祝日(第２土曜日を除く)、１２月２９日～１月３日はご利用できません。 

 

《ホームページ》 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｎｋｉｎ．ｇｏ．ｊｐ 

４．お知らせ 



 №５

                                    
 

◆ 小・中学校の入学式のお知らせ 

 

平成２５年度の三股町立小・中学校の入学式は次の通りです。 

 

区分 入学式期日 入学予定者の生年月日 

小学校 ４月１０日（水） 平成１８年４月２日～平成１９年４月１日 

中学校 ４月 ９日（火） 平成１２年４月２日～平成１３年４月１日 

入学通知書は、２月上旬までに対象家庭に郵送しますが、次の場合はご連

絡ください。 

① ２月中旬になっても入学通知書が届かない場合 

② 町外への転出予定 

③ 町内転居予定で指定学校に変更がある場合 

④ 国公立・私立小・中学校への入学予定 

 

◎入学通知書は入学式当日に必要です。紛失しないよう保管してください。

紛失した場合は、ご連絡ください。 
 

 

 

 

 

※お問い合わせは、教育課 学校教育係（中央公民館内） 

（☎５２－１１１１・内線４２３）にお願いします。 

 

 

 

◆  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 

①３種混合 

（ジフテリア、百日せき、

破傷風） 

②ポリオ 

③日本脳炎 

＊４種混合ワクチン 

（ジフテリア、百日せき、

破傷風、不活化ポリオ） 

生後９０か月まで 

（７歳６か月まで） 

①３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種混合ワクチン： 

約１万円 

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 

３月３１日（日）まで 
※ただし、指定医療機関

の診療時間内 

④麻しん・風しん混合 

ワクチン：約 1万円 

＊①３種混合・②ポリオ未接種の人は、４種混合ワクチンを受けることができます 

★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)から

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Ｈ２４．１１」または 

「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。 

 

５．保健と福祉（子ども） 

◎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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◆ 麻しん・風しん混合ワクチン(ＭＲワクチン)の 

予防接種のお知らせ 
麻しん・風しんの予防接種は、次の人を対象に、定期予防接種を実施して

います。受けていない人は、指定医療機関で早めに予防接種を受けましょう。 

ただし、予防接種対象者の住民票が三股町以外の人は、三股町の制度を受

けることができませんので、住民票を登録している市町村の予防接種担当課

にお問い合わせください。 

≪対象者と接種期限≫ 

対象者・・・三股町に住所がある人  接種期限  

１期 満１歳の幼児 
２歳の誕生日 

前々日まで 

２期 
平成１８年４月２日～  

平成１９年４月１日生まれの人  

３期 
平成１１年４月２日～ 

平成１２年４月１日生まれの人 

４期 
平成６年４月２日～ 

平成 ７年４月１日生まれの人 

３月３１日（日）まで 

※ただし、指定医療機関

の診療時間内 

≪接種料≫ 無 料（町が約１万円負担しています） 

★接種期限を過ぎると全額自己負担です(約１万円)。  
 

≪持っていくもの≫  

①母子健康手帳    

②予 診 票 

・１期と２期の人は、指定医療機関にあります。 

・３期と４期の人は、平成２４年４月に直接送付した予診票（保護者

が記入し、予防接種の同意欄に保護者の自署が必要）をお持ちくだ

さい。 

★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

Ｈ２４．１１）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。 

※お問い合わせは、健康管理センター（☎５２－８４８１）にお願いします。 

 

 

◆  農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による  

町商品券交換事業の実施のお知らせ  

 農家の皆さんへ 

町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会では、農業用廃棄プラス

チック類（ビニールなど）の「再生処理利用」を目的とした排出処理をさら

に促進するため、皆さんが処理した量をポイント化し、累積したポイント数

に応じて「三股町商工会オリジナル商品券」との交換事業を行っています。 

農業用廃棄ビニールなどの不法焼却・不法投棄は法律で禁止されています。

適正処理への認識を高めていただくことを含め、この事業に積極的にご参加

くださいますようお願いします。 

 ◎事業の対象者は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 

１．農業を営み、町内に居住していること。 

２．協議会の実施する処理要領（処理日、場所や分別など）を守ること。 
 
◆◆◆◆  農業用廃棄プラスチック処理業務のお知らせ 

 

使用済みプラスチックは、排出業者（農業者）の責任で、適正に処理する

ことが義務付けられています。 

☆３月の農業用廃プラスチックの処理業務は次の通り実施します。 

日  時 

３月６日（第１水曜日）・３月２７日（第４水曜日） 

≪午後１時３０分～３時３０分≫ 

★雨天の場合は中止になる場合があります。 

★不明な場合は下記の事務局までお問い合わせください。 

場  所 町最終処分場（クリーンヒルみまた） ☎５２－５４２４ 

搬入方法 
土・くずなど異物を取り除き、種類別・色別に分別して 

２０㌔㌘程度に結束して搬入してください。 

処理料金 

塩  化  ビ  ニ  ル・・・㌔㌘当たり  ６円 

ポ リ 系・・・㌔㌘当たり ２３円 

硬質プラスチック類・・㌔㌘当たり ４１円 

注意事項 
★処理料金は現金支払いです。 

★印かんをお持ちください。 

※お問い合わせは、（事務局）産業振興課 農業振興係（３階 ⑫番窓口） 

              （☎５２－１１１１・内線３５２）にお願いします。 

８．農林畜産業関連 
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◆ 平成２５年度「国有林モニター」を募集します 

 林野庁・九州森林管理局では、国有林をより「国民の森林」として管理経

営していくため、森林・林業や国有林に興味を持つ一般の人から意見・提言

をしてもらう「国有林モニター」制度を実施しています。 

 このたび、平成２５年度「国有林モニター」を次の通り募集します。 

募集人数 ６０人程度 

依頼期間 ４月～平成２６年３月（１年間） 

依頼内容 

＊森林・林業、国有林についてのアンケートへの回答 

＊森林・林業、国有林についての意見や提言などの報告。広報紙

への投稿 

＊国有林モニター会議への出席（年１～２回程度、希望者のみ） 

応募資格 

九州・沖縄８県在住の２０歳以上（平成２５年４月１日現在）の

人で、森林・林業・国有林に関心がある人（国会・地方議会の議

員、地方公共団体の長・国家公務員は除きます）。 

応募方法 

官製はがきまたは封書に必要事項を記入のうえ、以下まで応募し

てください。また、メール・ファックスでも受け付けています。

不明な点は、お問い合わせください。 

必須事項 

・氏名（ふりがな）、性別、生年月日、年齢、職業、住所、郵便

番号、電話番号、メールアドレス（ある場合） 

・国有林モニターを知ったきっかけ（具体的に記入してください） 

・国有林モニターに応募した理由（１００字程度） 

★個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に従い、適正に

取り扱います。なお、一度送付した申込書は返却しません。 

ご了承ください。 

募集期限 ２月２８日（木）（当日消印有効） 

発  表 

＊選考結果は、３月下旬ごろに、依頼状の発送をもってお知らせ

します。 

＊応募状況によっては抽選による選考をします。 
 

※お問い合わせ・ご応募は、〒860-0081 熊本市京町本庁２番７号 

九州森林管理局 企画調整室 国有林モニター担当：森本、氏橋、山部 

   （☎０９６－３２８－３５１２ FAX：０９６－３２８－３６４３） 

                             にお願いします。 

◆「みやざき農業実践塾」の塾生を募集します 
  

県内で新たに農業を始めようとする人を対象に、農業の担い手として必要

な知識・技術を実践的に修得する塾生を募集します。 

 

コース名 経営実践コース（長期：１年間、中期：半年間） 

内  容 
１年間または半年間、農業大学校のほ場を活用し、就農に必要

な野菜栽培についての実践的な知識、技術を修得する。 

対 象 者 

新たに農業を始める人のうち、研修修了後は県内で就農を目指

す、健康で長期間の研修を続けられる意欲と体力がある人 

（約２０人） 

日  程 
・長期（１年間）／７月１日（月）～平成２６年６月１３日（金） 

・中期（半年間）／７月１日（月）～平成２６年１月１７日（金） 

入塾申込

手 続 き 

入塾申込書、研修希望内容書を就農希望市町村の意見を添付し

て、県立農業大学校長へ提出してください（３㌢×２．４㌢の

写真を同封する）。ただし、就農希望市町村が未定の人は宮崎県

新規就農相談センターの意見を添付して、県立農業大学校長へ

提出してください。 

申 込 書 

受付期間 
３月１日（金）～５月１０日（金） 

研 修 費 
長期：４万８千円（４千円／月） 

中期：２万４千円（４千円／月） 

◎そのほか、詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、県立農業大学校農業総合研修センター 

        〒884-0005 児湯郡高鍋町持田５７７３ 

            （☎０９８３－２３－７４４７）にお願いします。 
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◆「法律相談」（無料）のご案内  

社会福祉協議会では、毎月第３火曜日に法律相談を開設しています。 

日  程 ３月１９日（火） 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 総合福祉センター「元気の杜」 

内  容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金融上のトラブル

など、生活にかかわる法律上のあらゆる相談・悩みごとに

対して、司法書士が適切にお答えします。 

申込方法 

当日は予約制です。人数に制限がありますので、相談を希

望する人はお早めに電話で申し込むか、直接来館してお申

し込みください。また、秘密は固く守られます。 

※お申し込み・お問い合わせは、 

社会福祉協議会（☎５２－１２４６）にお願いします。 

 
 

◆ 「働く人のための心の健康相談」のご案内 

 

相談日時 月曜日～金曜日  午後１時～５時 

TEL・FAX ０９８５－２２－７６２６（相談専用） 

相 談 員 産業カウンセラー 精神科医 

内  容 

勤労者の健康確保を図ることを目的とし、健康管理などに関

する相談や産業保健スタッフの支援を行っています。 

働く人の心の健康保持のため、ぜひご利用ください。 

 

※お問い合わせは、宮崎産業保健推進センター  

（☎０９８５－６２－２５１１）にお願いします。 

 

 

◆「行政相談」のご案内 

    

行政相談は、国の行政全般について皆さんの苦情や意見・要望を聴いたう

えで、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、そ

の解決や実現の促進を図るとともに、皆さんの声を行政の制度・運営の改善

に生かしています。国の仕事やその手続き、サービスについて困っているこ

とはありませんか。相談は無料、予約なしでお気軽に利用できます。相談者

の秘密は、固く守ります。 

次の日程で行政相談が実施されますので、お気軽にご相談ください。  

 

 

日  程 ３月 ４日（月） ・  ３月１８日（月） 

時  間 午前１０時～正午 

場  所 総合福祉センター「元気の杜」 

相談委員 下石 年成さん  去川 政雄さん 

 

 

 

※お問い合わせは、総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２３４）にお願いします。 

 

 

９．相談


