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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【№】 

１ 

 

２ 

 

３・４ 

５ 

 

６ 

 

 

７ 

８ 

９ 

 

 

１０ 

 

１１ 

 

 

【内   容】 

◆「第１０９回みまたん駅前よかもん市(朝市)」を開催します 

◆よかよか夜
よ

市
い ち

を開催します 

◆よかよか夜市「ゆかたコンテスト」出場者募集！ 

◆よかよか夜市 臨時駐車場のご案内 

◆町職員採用試験のお知らせ 

◆殿岡生活改善センターの指定管理者（管理運営を実施する団

体）を募集します 

◆商工会員企業のアルバイトを募集します 

◆「平成２８年度三股町文化賞・功労賞」候補者・団体をご推

薦ください 

◆「家内労働（内職）情報」をお知らせします 

◆みまたんよかもん体験 ～夏の思い出づくり特集～ 

◆国民健康保険被保険者証の切り替えを行います 

◆国民健康保険限度額適用認定証などの申請と更新をお

願いします 

◆「宮崎県就職説明会」を開催します 

◆労働条件制度などの相談を受け付けています 

◆職場でつらい思いをしていませんか？ 

 職場のハラスメントの解決を労働局がお手伝いします 

◆交通安全運転研修会を実施します 

 

【分 類】 

 

 

 

 

①募 集 

  

 

 

 

 

 

②催 し 

④お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤保健と福祉 

（子ども） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦保健と福祉 

（高齢者） 

 

⑧農林畜産業関連 

 

 

 

 

⑨相 談 

 

 

１２ 

１３ 

  

１４ 

 

１５ 

 

 

１６ 

１６ 

 

１７ 

１７ 

１８ 

 

 

 

１９ 

 

２０ 

◆児童扶養手当の現況届を提出してください 

◆「ひとり親家庭医療費助成事業」受給資格者証の更新を 

受け付けます 

◆平成２９年度鹿児島障害者職業能力開発校の訓練生を募集

します 

◆◆◆◆介護ヘルパーを募集します 

◆健康管理センターにアクティブサイクル（自転車）を２台

設置しました 

◆「ギャンブル依存症者の家族のつどい」を実施します 

◆「厚生労働省シニアワークプログラム地域事業技能講習」

の受講者を募集します 

◆高齢者向け給付金の申請はお済みですか 

◆農業委員会制度が改正されました 

◆８月の農業用廃棄プラスチック処理業務内容をお知らせし

ます 

◆畜産農家の皆さんへ 

 毎月１０日・２０日・３０日は「町内一斉消毒の日」です 

◆町福祉・消費生活相談センター「無料法律相談」を実施

します 

◆町社会福祉協議会「無料法律相談」を実施します 

◆「行政相談」を実施します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています    

【分 類】 【№】 【内   容】 
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◆「第１０９回みまたん駅前よかもん市（朝市）」を開催します 

 
 
 

 

 

 

 
 

今回の朝市は、親子で花育体験！詳細は、下記をご確認ください。 

毎回、人気の商品や朝市でしか買えない限定商品がたくさん販売されます。 

さらには、「朝市で使える商品券」がもらえるポイントカードや、出店者か 

ら提供された商品が当たるお楽しみ抽選会も行います。 

毎月第４日曜日は朝市会場で朝食を取りませんか？たくさんのご来場を心 

からお待ちしています。 

 

●商品券がもらえるポイン●商品券がもらえるポイン●商品券がもらえるポイン●商品券がもらえるポイントカードを発行しますトカードを発行しますトカードを発行しますトカードを発行します    

買い物をするともらえるポイント引換券を持ってポイント引換所にお越しくだ 

さい。引換券１枚で１ポイントがもらえます。２０ポイントためると朝市で使え 

る５００円分の商品券と交換します。 

●お楽しみ抽選会は午前１０時ごろから開催します●お楽しみ抽選会は午前１０時ごろから開催します●お楽しみ抽選会は午前１０時ごろから開催します●お楽しみ抽選会は午前１０時ごろから開催します    

上記のポイント引換所で、抽選券をもらうことができます。 

抽選券は１人につき１枚までです。抽選券は１人につき１枚までです。抽選券は１人につき１枚までです。抽選券は１人につき１枚までです。    

※雨の場 合、抽 選会を行 わない 場合があ ります 。ご了承 くださ い 。       

●●●●花育体験イベント花育体験イベント花育体験イベント花育体験イベント 

花と触れ合って子どもの心を育みましょう！大人と子どもであれば、親子以外に

もおじいちゃんやおばあちゃんと子どもさんの組み合わせでもＯＫです。限定４０

人で先着順です。参加費は無料です。 

詳細は、チラシまたは、「よかもんや」までお問い合わせください。 

 
  

※ごみ減量化のため、マイバッグ持参を推進しています。ご協力をお願いします。 

※新規出店者（出店料５００円）も募集しています。 
※イベントなどは変更になる場合があります。 
 
■主 催/みまたん駅前よかもん元気会        
 

 
※お問い合わせは、町物産館「よかもんや」 
☎５２－３１３１ にお願いします。 

◆ よかよか夜
よ

市
い ち

を開催します！ 
  

  

 

 

 

    

    

毎月第４日曜日に朝市を開催している『みまたん駅前よかもん元気会』

が、駅前周辺の賑わいづくりと、町民の皆さんに楽しんでもらうため、『よ

かよか夜市』（夏祭り）を開催します。たくさんのおいしいものの販売のほ

か、ゆかた一式をお持ちになれば無料で着付けを行うなど、いろいろな催

しもあります。いつもの朝市とは、少し違う縁日風の夜市をお楽しみくだ

さい！！ 

たくさんのご来場を心よりお待ちしています。 

 

●ステージイベントを開催します！ 

・豪華景品が当たる、商工会女性部主催『ゆかたコンテスト』 

 ※詳細はコンテストページ（次㌻：№２）をご覧ください。 

・音楽演奏や踊りなどのステージ 

※ステージイベントは、予告なく変更になる場合があります。 

 

 

※ごみ減量化のため、マイバッグ持参を推進していますのでご協力をお願

いします。 

※詳細は町物産館「よかもんや」へ 

 

■主 催／みまたん駅前よかもん元気会        

 

 

※お問い合わせは、町物産館「よかもんや」 

  ☎５２－３１３１ にお願いします。 
 

    

 

期 日 

７７７７月月月月２４２４２４２４日（日）日（日）日（日）日（日） 【毎月第４日曜日開催】【毎月第４日曜日開催】【毎月第４日曜日開催】【毎月第４日曜日開催】 

※雨天でも実施します（荒天中止）※雨天でも実施します（荒天中止）※雨天でも実施します（荒天中止）※雨天でも実施します（荒天中止） 

雨の場合、店頭軒下と店内奥コミュニティ室で行います。

時 間 午前８時～１０時３０分ごろ午前８時～１０時３０分ごろ午前８時～１０時３０分ごろ午前８時～１０時３０分ごろ 

場 所 
町物産館「よかもんや」前駐車場町物産館「よかもんや」前駐車場町物産館「よかもんや」前駐車場町物産館「よかもんや」前駐車場 

（（（（ＪＲ三股駅東隣）ＪＲ三股駅東隣）ＪＲ三股駅東隣）ＪＲ三股駅東隣） 

●よかよか夜市●よかよか夜市●よかよか夜市●よかよか夜市    

日時：７日時：７日時：７日時：７月月月月３０３０３０３０日（土）午後日（土）午後日（土）午後日（土）午後５５５５時～時～時～時～９９９９時時時時    

場所：場所：場所：場所：町町町町物産館物産館物産館物産館「「「「よかもんやよかもんやよかもんやよかもんや」」」」駐車場駐車場駐車場駐車場（ＪＲ三股駅東隣）（ＪＲ三股駅東隣）（ＪＲ三股駅東隣）（ＪＲ三股駅東隣）    
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◆ よかよか夜市「ゆかたコンテスト」  

出場者募集！ 
 

町商工会女性部は、７月３０日に開催される「よかよか夜市」の会場でゆ

かたコンテストを開催します。ご家族そろってゆかたでお越しください♪ 

また、当日は、希望者に無料でゆかたの着付けも行います。ゆかた一式（帯、

ひもなど）をお持ちください。 

 

■日 時：７月３０日（土） 午後７時～ （雨天決行） 

■場 所：町物産館「よかもんや」駐車場ステージ 

■各部門 

女性部門（３部門） 

①中学生以下の部 ②高校生～３０代の部 ③４０代以上の部 

親子部門（１部門）お母さんと子ども、お父さんと子どもなど 

男性部門（１部門）何歳でもＯＫ！ 

 

 

※ゆかたコンテスト参加者全員に参加賞があります。 

※各部門１位と２位には豪華景品をご用意しています。 

※当日、ゆかたで来場した人にはプチプレゼントがあります。 

 

■申込締切 ＝ ７月２５日（月）まで 

※町商工会に電話でお申し込みください。 

 

■ゆかたの着付け ＝ 町商工会コミュニティ室 

 

 

よかよか夜市会場内では、焼きそば、フランクフルト、生ビール（枝豆付）、

ヨーヨーなど出店しますので、ぜひ遊びに来てください。 

 

■主 催/町商工会女性部 

 

 

※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。 

◆よかよか夜市 臨時駐車場のご案内 

 
 
 

よかよか夜市に車で来場する人は、臨時駐車場をご利用ください。 

①多目的広場（産業会館東側駐車場） 

②上原林業駐車場（上原林業事務所東側駐車場） 

③ＪＡ都城三股支所駐車場 

④宮崎銀行三股支店駐車場 

⑤町武道体育館駐車場 

⑥町体育館駐車場 

 

 

 

※飲酒する人は、車での来場はご遠慮ください。 
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◆ 町職員採用試験のお知らせ 
 

 町では、「平成２８年度 町職員採用試験」を次のとおり実施します。 
 
１．採用試験の種類、職種、採用予定人員・職務の内容 
 

種種種種    類類類類    職職職職    種種種種    採用予定人員採用予定人員採用予定人員採用予定人員    職職職職    務務務務    のののの    内内内内    容容容容    

初初初初        級級級級    

一般事務（Ａ） 若 干 名 
町長部局などに勤務し、一般事務

に従事します。 

一般事務（Ｎ） 

スポーツ特別選考 
  １ 名 

町長部局などに勤務し、一般事務

に従事します。 

一般事務（Ｊ） 

身体障害者を対象 
若 干 名 

町長部局などに勤務し、一般事務

に従事します。 

保 健 師（Ｄ） 若 干 名 
町長部局などに勤務し、保健業務

または一般事務に従事します。 

 
２．受験資格（学歴は問いません） 
（１）年（１）年（１）年（１）年    齢齢齢齢    

試験の種類試験の種類試験の種類試験の種類    受受受受        験験験験        資資資資        格格格格    

初初初初    級級級級    
昭和６１年４月２日～ 
     平成１１年４月１日までに生まれた人 

    
（２）資（２）資（２）資（２）資    格格格格        

①スポーツ特別選考は、高等学校在学時以降に国民体育大会、全日本選
手権大会（インカレ）、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）、県
予選を経て、日本体育協会加盟の競技団体が主催・共催する全国大会以
上の大会において３位以上の経歴があり、スポーツを通じて培った知識、
経験などを活かし、現役選手または指導者として「“アスリートタウン
みまた”の創造」のために貢献できる人 
②身体障害者は、自力による通勤ができ、介護者なしで事務職として職
務の遂行が可能で、次の要件を満たす人 
ア 身体障害者手帳の交付を受けている人 
イ 活字印刷文による出題に対応ができ、口頭での人物試験（面接試

験）に対応できる人 
③保健師は、保健師の資格がある人（平成２８年度の試験で資格取得見
込みの人を含む）に限ります。 
※資格が必要な試験は、資格が取得できない場合、採用になりません。 

    
（３）次のうちいずれか一つに該当する人は受験できません。（３）次のうちいずれか一つに該当する人は受験できません。（３）次のうちいずれか一つに該当する人は受験できません。（３）次のうちいずれか一つに該当する人は受験できません。    

㋐日本国籍のない人 

㋑成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む） 

㋒禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を

受けることがなくなるまでの人 

㋓町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過
しない人 
㋔日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはそのもとに成立した政
府を暴力で破壊することを主張する政党などの団体を結成し、または
これに加入した人 

 
３．試験の日時、場所・合格発表 
    

試試試試    験験験験    試試試試    験験験験    のののの    日日日日    時時時時    試試試試        験験験験        場場場場    合 格 発 表合 格 発 表合 格 発 表合 格 発 表                                

１次試験１次試験１次試験１次試験    

  ９９９９月１８日（日）月１８日（日）月１８日（日）月１８日（日）    

    午前 

  ７時３０分  受付開始 

  ８時１０分  着  席 

  ８時３０分  試験開始 

 午後 

  １時１０分  試験終了 

・町役場 

・町総合福祉センター 

 「元気の杜」 

・町中央公民館 

 １０月上旬に役

場前掲示板に掲

示するほか、合

格者に通知しま

す。 

２次試験２次試験２次試験２次試験    

 １０月中旬１０月中旬１０月中旬１０月中旬    ～～～～    下旬下旬下旬下旬に 

１次試験合格者に対し 

て行います。 

・町役場 

 １１月中旬～下

旬に役場前掲示

板に掲示するほ

か、合格者に通 

知します。 

（注）試験中に携帯電話を時計代わりに使用することはできません。 
（注） 試験中は携帯電話の電源を必ず切り、バッグなどにしまってください。 
（注）１次試験合格者は、１０月上旬に町ホームページに掲示します。 
    
４．試験の方法 
    初級試験は、高等学校卒業程度の試験を次のとおり実施します。 
 

試試試試        験験験験    試験科目試験科目試験科目試験科目    内内内内                                                                容容容容    

１次試験１次試験１次試験１次試験    

教養試験 
  公務員として必要な一般的な知識・知能に 

ついての多枝選択式による筆記試験 

職場適応性検査 
職場への適応性を職務や対人関係に関連す
る性格の面からみるもの 

専門試験 
（保健師のみ） 

専門的知識、技術そのほかの能力についての 
多枝選択式による筆記試験 
（出題分野は別表のとおり） 

作文試験 
（一般事務のみ） 

表現力、課題に対する理解力そのほかの能力
についての記述式による筆記試験 

① 募 集 
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２次試験２次試験２次試験２次試験    人物試験  面接試験 

 
別表 専門試験の出題分野 
試験の種類試験の種類試験の種類試験の種類    出出出出        題題題題        分分分分        野野野野    

保健師保健師保健師保健師（（（（ＤＤＤＤ））））    公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健福祉行政論 

    
５．受験手続き 
（１）申込用紙の請求先・交付場所（１）申込用紙の請求先・交付場所（１）申込用紙の請求先・交付場所（１）申込用紙の請求先・交付場所    
     ㋐申込用紙の交付場所 

町役場  総務課 職員係（２階 ⑧番 窓口） 
㋑郵便による申込用紙の請求方法 

請求先 〒８８９－１９９５ 
                宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１ 

三股町役場 総務課 職員係 
 
  封筒の表に「受験申込書 請求」と朱書し、１４０円切手１４０円切手１４０円切手１４０円切手を貼った宛先明
記の返信用封筒返信用封筒返信用封筒返信用封筒（Ａ４判が入る大きさの封筒）（Ａ４判が入る大きさの封筒）（Ａ４判が入る大きさの封筒）（Ａ４判が入る大きさの封筒）を必ず同封し、総務課 職員
係に請求してください。 
  なお、郵送にかかる郵送にかかる郵送にかかる郵送にかかる往復の日数を十分考慮してください。往復の日数を十分考慮してください。往復の日数を十分考慮してください。往復の日数を十分考慮してください。 
 
（２）申込時の注意事項（２）申込時の注意事項（２）申込時の注意事項（２）申込時の注意事項    

  一般事務（Ｎ）（スポーツ特別選考）の受験申込は、成績を証明で
きるもの（賞状または新聞記事などの写し）を受験申込書に添付して
ください。 

一般事務（Ｊ）（身体障害者）の受験申込は、身体障害者手帳の写
しを受験申込書に添付してください。身体に障害がある人で、特に何
らかの措置を希望する人は、会場準備などの都合がありますので、受
験申込のときに申し出てください。 

  
（３）（３）（３）（３）申込用紙の提出先・申込手続申込用紙の提出先・申込手続申込用紙の提出先・申込手続申込用紙の提出先・申込手続    
     ■提出先……町役場 総務課 職員係（２階 ⑧番 窓口） 

■申込手続…所定の申込用紙に必要事項（申込用紙の「郵便はがき」
欄に、受験者の氏名・住所を忘れずに書いてください。）を記入
し、６カ月以内に撮影した写真と５２円切手５２円切手５２円切手５２円切手を所定の場所に貼っ
て提出してください。 

         写真の貼っていないもの、職種の記入のないものは、受け付け
られない場合がありますので注意してください。 

 
（注）郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、郵便局窓口

で交付される「書留郵便物受領証」を、受験票が到着するまで大切に保
管しておいてください。 
封筒の表には、「 三股町職員採用試験受験三股町職員採用試験受験三股町職員採用試験受験三股町職員採用試験受験    」と朱書きしてください。 

（４）受付期間（４）受付期間（４）受付期間（４）受付期間    
  
７月１９日（火）～８月５日（金）まで。７月１９日（火）～８月５日（金）まで。７月１９日（火）～８月５日（金）まで。７月１９日（火）～８月５日（金）まで。        
○町役場受付時間 午前８時３０分～午後５時まで午前８時３０分～午後５時まで午前８時３０分～午後５時まで午前８時３０分～午後５時まで    

（土曜・日曜・祝日は除く） 
○郵送の場合   ８月５日（金）消印有効８月５日（金）消印有効８月５日（金）消印有効８月５日（金）消印有効 
 

 
（５）受験票の交付（５）受験票の交付（５）受験票の交付（５）受験票の交付    

申込書を受理した場合は、受験票を郵送します。８月２６日（金）
までに受験票が到着しない場合は、総務課 職員係（☎52－1113 ）
に連絡してください。 

 
６．合格から採用まで 

 最終合格者を採用候補者名簿に登載し、そのうちから任命権者が採用
を決定します。 

      この名簿からの採用は、原則として平成２９年４月１日以降ですが、
場合によっては、それ以前に採用することがあります。 

       なお、合格者は採用予定者より多く決定されますので、試験に合格し
ても採用にならない場合があります。 

 
    
７．試験関係情報の提供（緊急連絡）について 
   災害などによる試験日程の変更やそのほかの緊急連絡を、町ホームペ

ージ・宮崎県町村会ホームページに掲載することがあります。アドレス
は次のとおりです。 

 
 ・町ホームページアドレス     http://www.town.mimata.lg.jp/ 
 ・宮崎県町村会ホームページアドレス  http://www.myzck.gr.jp/ 
 
 
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
※お問い合わせは、  
  総務課 職員係（２階 ⑧番 窓口）☎５２－１１１３ にお願いします。 
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◆ 殿岡生活改善センターの指定管理者（管理運営を実施す
る団体）を募集します 

 

平成１５年９月に、地方自治法の改正で指定管理者制度が導入され、地方

公共団体の出資法人や公共団体などに限らず、民間事業者も「公の施設」の

管理運営ができるようになりました。 

 この制度は、多様化するニーズに合わせて効果的・効率的に対応するため、

民間の能力を活用して、住民サービスの向上と経費の節減などを図ることを

目的としています。 

 本町では、殿岡生活改善センターの管理運営を行う指定管理者を募集しま

す。 

    

１１１１....指定管理者が管理を行う公の施設の名称・所在地指定管理者が管理を行う公の施設の名称・所在地指定管理者が管理を行う公の施設の名称・所在地指定管理者が管理を行う公の施設の名称・所在地    

名称名称名称名称    所在地所在地所在地所在地    

殿岡生活改善センター 三股町大字餅原１０２３番地４ 

２２２２....指定管理者が行う管理の基本と指定管理者が行う管理の基本と指定管理者が行う管理の基本と指定管理者が行う管理の基本と業務内容業務内容業務内容業務内容    

殿岡生活改善センター指定管理者業務仕様書に示します。 

３３３３....指定期間指定期間指定期間指定期間    

平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで（３年間） 

４４４４....申請者の資格申請者の資格申請者の資格申請者の資格    

○ 町内に主たる事務所がある法人その他の団体（個人は不可） 

○ 町税など（使用料、利用料を含む）を滞納していないこと 

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げ

る暴力団・暴力団関係者でないこと。また、それらの利益となる活動

を行っていないこと 

    

５５５５....提出書類提出書類提出書類提出書類    

（１）指定申請書（様式第１号）  

（２） 指定の期間内の管理業務に関する各年度の事業計画書と収支計画書

（様式第２号と様式第３号）  

※申請書で様式を満たす事業計画書と収支計画書を作成した場合

は様式第２号と様式第３号に代えることができる。 

（３）定款または寄附行為の写しと登記簿の謄本（法人以外の団体は、会

則など）  

 

 

 

（４）当該団体の前事業年度の貸借対照表と財産目録  

（５）誓約書 

（６）滞納のない証明書（公募要項の配布開始日以降に交付されたもの） 

※納税義務がある場合のみ。納税義務がない場合は、その理由を記

載した申立書（任意様式）を提出してください。 

（７）印鑑証明 

（８）その他町長が必要と認める書類 

※（４）～（７）は法人のみ 

６６６６....当該施設の前年度までの管理運営状況当該施設の前年度までの管理運営状況当該施設の前年度までの管理運営状況当該施設の前年度までの管理運営状況    

「８.応募者現地説明会」で説明します。 

７７７７....募集要項の配布など募集要項の配布など募集要項の配布など募集要項の配布など    

（１）配布場所：町役場 産業振興課 農業振興係 

（２）配布期間：７月１５日（金）～ ８月１０日（水） 

        ※土曜・日曜・祝日を除く 

（３）質問受付：８月２２日（月）まで 

８８８８....応募者現地説明会応募者現地説明会応募者現地説明会応募者現地説明会    

応募方法、応募書類、業務などの現地説明会を開催します。 

（１）開催日時：８月１７日（水）午後１時３０分～ 

※説明会と施設見学会を併せて行います。 

（２） 開催場所：殿岡生活改善センター（三股町大字餅原１０２３番地４） 

９９９９....申請受付など申請受付など申請受付など申請受付など    

・受付場所：町役場 産業振興課 農業振興係 

・受付期間：９月１２日（月）※土曜・日曜・祝日を除く 

・受付時間：午前８時３０分～午後５時 

 

※募集要領、業務仕様書、各様式は、町ホームページでも入手することがで

きます。 

 

 

※お問い合わせは、 

産業振興課 農業振興係（３階 ⑫番窓口） 

☎５２－９０８６（直通）にお願いします。 
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◆ 商工会員企業のアルバイトを募集します 

 

商工会員企業では、アルバイトを募集しています。 

現在、求職中の人、興味のある人はぜひご相談ください。 

地元で楽しく元気よく働いてみませんか？ 

 

会 社 名 有限会社有限会社有限会社有限会社    しゃくなげのしゃくなげのしゃくなげのしゃくなげの森森森森    

職  種 サービス業 

 仕 事 内 容 調理助手、配膳 

 勤 務 期 間 ７月下旬～８月３１日（水） 

 勤 務 時 間 午前１０時～午後２時 

時  給 ８００円 

休  日 相談に応じます 

人  数 約１０人 

 申 込 方 法 
面接日時を連絡しますので、電話でご応募ください。 

※面接時には履歴書をお持ちください。 

申 込 先 

有限会社 しゃくなげの森  

〒８８９－１９１１ 三股町大字長田５２６８ 

☎５４－１３６７ 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 町商工会 ☎５２－２２２６ にお願いします。 

◆ 「平成２８年度三股町文化賞・功労賞」候補者・団体を
ご推薦ください 

 

  町では毎年、町の文化の向上・発展に多大な貢献があり、学術・芸術・技

術・体育の各部門の功績が特に著しい個人と団体を表彰しています。 

今年も１１月３日（木・祝）の文化の日に表彰式を開催するために、選考

準備を進めています。 

対象者の年齢は問いません。各部門で、素晴らしい功績を挙げた人・団体

が皆さんの周りにいましたら、ぜひ推薦してください。 

 

記 

表 彰 の 種 類 文化賞、功労賞 

対 象 部 門 学術・芸術・技術・体育の４部門 

表 彰 範 囲 町内在住者、出身者または縁故者、町内所在の団体 

選 考 方 法 「文化賞等選考審査会」を設け、審査します 

表 彰 式 １１月３日(木・祝) 文化の日に行います 

推薦書の提出先 
町立文化会館 

（推薦書用紙は町立文化会館にあります） 

提 出 期 限 ８月３１日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

※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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◆ 「家内労働（内職）情報」をお知らせします 

 

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（希望する家内労働の募集が終了している場合もあります）。 

電話での相談も受け付けています。気軽にお問い合わせください。 

 

◎事業所の人へ  

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。  

ぜひ「就職相談支援センター」をご利用ください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【仕事の内容など】 

＜仕事によっては細かい作業もあり、その他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 

ソックスかがり 三股町、都城市、小林市 
１ダース（２４枚） 

400～450 円 

人形の絵付けなど 
三股町、都城市とその近辺 

高原町、小林市内一部地域 
10～50 円/個 

縫製後の糸切りまとめ作業 

（ループ、まつり縫い、 

ボタン付け、肩パット付け） 

三股町、都城市とその近辺 

４円～ 

(宮崎県婦人既製洋服 

製造業最低工賃に準ずる) 

学生服まとめ 

（まつり縫い、スナップ付け、

しつけ縫いなど） 

三股町、都城市とその近辺 30～ 150 円 /着 

部品組み立て、部品外観 

（傷汚れ）検査 
三股町、都城市 

0.3 円～  

1.8 円 /個  

自動車用ハーネスのサブ作り 
Ａ：三股町、都城市とその近辺 

Ｂ：三股町、都城市 

Ａ・Ｂともに  

 4 円～20 円/本 

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 
2 万円～ 

4 万 5 千円/反  

学生服ミシン縫製 三股町、都城市とその近辺 30 円～140 円/着 

        
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相談日：月曜日 ～ 金曜日（祝日を除く） 

■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（都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内） 

（☎・ファクス：２５－０３００）にお願いします。 

☆詳しくは県のホームページをご覧ください。  

 
宮崎 内職 

７月１日現在 



 №８
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◆ 国民健康保険被保険者証の切り替えを行います 

 

現在使用中の国民健康保険被保険者証（以下「保険証」）は、７月３１日（日）

で有効期限が切れ、８月１日（月）以降は使用できなくなります。新しい保

険証は７月下旬に郵送します。 

古い保険証は、町民保健課 国保年金係（町役場１階③番窓口）に返却する

か、各自の責任で処分してください。 

 

【注意事項】 

区分区分区分区分    保険証保険証保険証保険証    手続きなど手続きなど手続きなど手続きなど    

    

保険税の保険税の保険税の保険税の    

滞納世帯滞納世帯滞納世帯滞納世帯    
郵送しません。 

７月下旬に、国保年金係（町役場

１階③番窓口）で切り替えを行い

ます。詳しくは対象世帯へ 

文書で案内します。 

    

町に住民票がな町に住民票がな町に住民票がな町に住民票がな    

い大学生・専門い大学生・専門い大学生・専門い大学生・専門    

学校生など学校生など学校生など学校生など    

保険証は個別に発行し 

ませんので、世帯に送付 

された保険証を使って 

ください。 

有効期限は平成２９年３月３１ 

日です。平成２９年４月初めに 

あらためて手続きが必要になり 

ます。詳しくは世帯主へ文書で 

案内します。 

厚生年金や各種厚生年金や各種厚生年金や各種厚生年金や各種    

共済共済共済共済組合などの組合などの組合などの組合などの    

年金を受けてい年金を受けてい年金を受けてい年金を受けてい    

る６５歳未満のる６５歳未満のる６５歳未満のる６５歳未満の    

人で人で人で人で①・②のど①・②のど①・②のど①・②のど    

ちらかに当てはちらかに当てはちらかに当てはちらかに当ては    

まる人まる人まる人まる人    

① 年金加入期間が２０ 

年以上の人 

②４０歳以降の厚生年 

金などの年金加入期 

間が１０年以上の人 

① ・②のどちらかに 

当てはまる人は 

退職者医療制度の保険

証となります。 

退職者医療制度は平成２７年３

月末に廃止されました。 

 ただし、平成２７年３月３１日

（２６年度末）までにこの制度に

該当した人は、６５歳になるまで

の間、退職者医療制度の資格が継

続します。 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町民保健課 国保年金係（１階 ③番窓口） 

☎５２－９６３１（直通）にお願いします。    

 

◆ 国民健康保険限度額適用認定証などの申請と更新をお願

いします  
 

入院時の療養など入院時の療養など入院時の療養など入院時の療養などにかかる窓口負担が「限度額まで」となる黄色いカード

です 

 

７０歳未満の国民健康保険加入者の人で、現在持っている【国民健康保険

限度額適用認定証（以下「限度額認定証」という）】は、世帯の所得状況の見

直しにより、８月１日以降は使用できません。８月１日以降は使用できません。８月１日以降は使用できません。８月１日以降は使用できません。 

８月１日以降も入院予定の人は新しい限度額認定証が必要になりますので、

国保年金係（役場１階③番窓口）で世帯主が申請手続きをしてください。 

 

限度額限度額限度額限度額認認認認定証の発行は随時行っています定証の発行は随時行っています定証の発行は随時行っています定証の発行は随時行っています    

    

入院にかかる窓口負担の軽減となりますので、現在、限度額認定証を持っ

ていない人も、入院するときは申請を行ってください。    

 

《 注 意 》 
○限度額認定証の適用は、申請のあった日の属する月の初日からとなりま

す。 

○保険税滞納世帯には交付できません。 

○古い限度額認定証は国保年金係（役場１階③番窓口）に返却するか、各

自の責任で処分してください。 

 

《申請に必要なもの》 
 ○国民健康保険被保険者証・印かん（認め印可） 

 ○世帯主・適用減額対象者(入院予定の人)のマイナンバーが分かるもの 

 

 

＊平成２平成２平成２平成２８８８８年度町県民税年度町県民税年度町県民税年度町県民税（住民税）非課税世帯（住民税）非課税世帯（住民税）非課税世帯（住民税）非課税世帯の人は、入院時の食事代も合

わせて限度額までとなる、【国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定

証】の交付申請をしてください（７０歳から７５歳未満の人を含みます）。 

＊保険税滞納世帯でも、非課税世帯の人には入院時の食事代が軽減される【標

準負担額現額認定証】が発行されます。 

 

  

 

※お問い合わせは、町民保健課 国保年金係（１階 ③番窓口） 

☎５２－９６３１（直通）にお願いします。    

④ お知らせ 
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◆ 「宮崎県就職説明会」を開催します 
 

県では、県内企業就職希望者や来春卒業予定者（高等学校卒業予定者を除

く）と県内企業との出会いの場として、「宮崎県就職説明会」を開催します。 

県内で仕事を探している人は、ぜひこの機会をご利用ください。 

 

■会場 

 都城 ８月 ９日（火） 都城圏域地場産業振興センター 

（都城市都北町５２２５－１） 

延岡 ８月 ５日（金） 延岡総合文化センター 

（延岡市東浜砂町６１１－２） 

 小林 ８月１０日（水） ガーデンベルズ小林 

             （小林市細野１３－３） 

 

■開催時間（全会場共通） 

 午後１時３０分～午後４時 ※受付：午後１時～ 

 

■参加企業 

 県内に事業所などがあり、県内で就職する人材を募集する企業。 

 ※参加企業は、県庁ホームページでご覧ください。（７月中旬公開予定） 

 

■参加手続 

参加費無料。事前手続きなどは不要です。 

 

■内容 

 企業との個別面談会を行います。 

  

 

 

※お問い合わせは、 

県雇用労働政策課 

☎０９８５－２６－７１０５ にお願いします。 

詳しくは、県庁ホームページをご覧ください。 

  

宮崎県就職説明会 

◆ 労働条件制度などの相談を受け付けています 
 

    宮崎県社会保険労務士会では、宮崎労働局の委託を受けて、社会保険労

務士が賃金制度・労働条件制度などをはじめ労働トラブル防止・解決のた

めの労働相談や各種雇用関係助成金の事業主の皆さんの相談を受けていま

す。費用は無料です。秘密厳守で対応します。 

小さなことでも気軽にご相談ください。  

 

 相談内容相談内容相談内容相談内容        

  賃金制度、労働時間制度、就業規則、労働安全衛生管理、経営課題と労

務管理、その他の労働諸問題、業務改善助成金、各種助成金 

 

◎出張◎出張◎出張◎出張相談相談相談相談（電話相談（電話相談（電話相談（電話相談・対面相談・対面相談・対面相談・対面相談））））    

  ■都城地区の開設日時 

毎月第４木曜日 

    午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時は除く） 

    ※祝日などの場合は、該当日の前後日に変更となります。 

  ■場所 

    社会保険労務士事務所 Office MOMO 

    都城市豊満町１５１０ 

  ■連絡先 

    ☎２２－５５３７ 

 

◎訪問◎訪問◎訪問◎訪問相談相談相談相談    

   事業所へ直接「専門家」を派遣し、相談に対応します。（相談日時は、

要相談） 

宮崎県最低賃金総合相談支援センターに予約が必要です。 

 

 

 ※お申し込み・お問い合わせは、 

  宮崎県最低賃金総合相談支援センター（宮崎県社会保険労務士会内） 

  ☎０９８５－２０－８１６０ にお願いします。 

  詳しくは、宮崎県社会保険労務士会のホームページを見てください。 

  

宮崎県社会保険労務士会 
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◆ 職場でつらい思いをしていませんか？ 
  職場のハラスメントの解決を労働局がお手伝いします 
 

 職場のセクシャルハラスメント（職場のセクシャルハラスメント（職場のセクシャルハラスメント（職場のセクシャルハラスメント（セクハラセクハラセクハラセクハラ））））とはとはとはとは    

  職場で、性的な冗談、食事やデートへの執拗な誘い、体への不必要な接

触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けた

り、職場の環境が不快なものとなること。 

  事業主には、職場のセクハラを防止するための措置が義務付けられてい

ます。 

 例：例：例：例：同僚が社内や取引先などに対して性的な内容の噂を流したため、仕

事が手につかない。 

 

 職場の職場の職場の職場のパワーハラスメント（パワーハラスメント（パワーハラスメント（パワーハラスメント（パワハラパワハラパワハラパワハラ））））とはとはとはとは    

  同じ職場で働く人に対して、仕事上の地位や人間関係などの職場での優

位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えられ

たり、職場環境を悪化させたりすること。 

  例例例例：：：：同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた 

事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ 

個人所有の携帯電話などを勝手にのぞかれる 

 

マタニティマタニティマタニティマタニティハラスメント（ハラスメント（ハラスメント（ハラスメント（マタハラマタハラマタハラマタハラ））））とはとはとはとは    

  つわりなど、妊娠が原因の体調不良で休む、医師などの指示で休業した、

産前産後休業や育児休業を取得した（申し出た）、妊娠・育児や介護のため

の制度を利用した（申し出た）などを理由として、事業主が解雇、減給、

降格、不利益な配置転換などの不利益な取り扱いをすること。 

  例例例例：：：：妊娠を報告したら「退職してもらう」と言われた。 

    切迫流産で入院したら「もう来なくていいから退職届を書け」と言

われた。 

 

     匿名でも大丈夫。プライバシーは厳守します。 

      無料ですのでまずは相談してください！        

  

相談窓口 

  宮崎労働局 雇用環境・均等室 

  ☎０９８５－３８－８８２１ 

  詳しくは、宮崎労働局のホームページを見てください。 

  

 

◆ 交通安全運転研修会を実施します 

    

第６地区と第９地区第６地区と第９地区第６地区と第９地区第６地区と第９地区の住民を対象に交通安全研修会を実施します。 

三股交番所長を講師に招き、最近の交通情勢やさまざまな交通事故の事

例を挙げて説明を受け、ドライバーが普段から気を付けておくべきことを

学ぶことができますので、運転免許証を持っている人は、ぜひ受講してく

ださい。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

期 日 時 間 場 所 対 象 地 区 

８月６日（土） 午後７時～ 第９地区分館 東植木・西植木 

８月７日（日） 午前９時～ 第６地区分館 
勝岡・前目・蓼池 

餅原・三原 

 ※受け付けは、開始３０分前から行います。 

 

 

 

       生垣や樹木がおい茂り、車道や歩道にはみ出している箇所が多く 

見られます。このような箇所は、道路の見通しを悪くしたり、車や 

歩行者の通行に支障となったりするだけでなく、交通事故につなが 

る恐れもあります。 

道路に張り出した生垣や庭木などが原因で交通事故が発生した場 

合、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることがあります。 

地域の安全のために、定期的に剪定
せんてい

を行いましょう。 

 

 

 

※お問い合わせは、 

総務課 危機管理係（２階 ⑧番窓口） 

☎５２－１１１０（直通）にお願いします。 

 

 
宮崎労働局 
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◆ 児童扶養手当の現況届を提出してください 
  

  児童扶養手当は、離婚・死亡などの理由で父親または母親がいない児童や、

父親または母親が中程度の障害の状態にある児童が、健やかに育つことを目

的として、その児童を育てている人に支給されるものです。 

 ただし、前年（１月分から７月分の手当については前々年）の所得が一定

額以上の場合、手当は支給されません。 

 

■ 現況届（年現況届（年現況届（年現況届（年 1111回回回回）を受け付けます）を受け付けます）を受け付けます）を受け付けます    

 児童扶養手当の受給者は、毎年８月に児童の養育状況などを確認するため

に、｢現況届｣を提出する必要がありますので、次のとおり手続きをしてくだ

さい。また、都合の悪い人は福祉課窓口(1 階⑥番)で８月３１日までに必ず

現況届を提出してください。 

この現況届を提出しない場合、受給資格があっても８月以降の手当は支給

されません。 

 

 対対対対象象象象者には７月者には７月者には７月者には７月末末末末に郵送でに郵送でに郵送でに郵送で直接案直接案直接案直接案内します内します内します内します。 

 

 

受付日時 

８月３日（水） 

午前９時３０分～正午 

午後１時３０分～８時 

（※受付終了時間：午後７時４５分） 

８月４日（木） 
午前９時３０分～正午 

午後１時３０分～５時 

場 所 町役場４階 第２会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

【持ってくるもの】 

 

①印かん（児童扶養手当用に使用しているもの） 

②住民票（発行日が８月１日以降のもの） 

       ・本人の同居世帯全員の住民票 

              ・同番地で世帯を分けているが実際は同居している家族が 

        いる場合は、その世帯の住民票も必要です。 

     ③児童扶養手当証書（黄色） 

     ④運転免許証または健康保険証（本人確認のため） 

 

※以下は該当する人だけが提出してください 

     ⑤平成２８年度所得課税証明書（発行日が８月１日以降のもの） 

      ■平成２８年１月１日に町内に住民票がなかった人 

       ・平成２８年１月１日在住の市町村役場で発行された「所 

得課税証明書」 

       ※同居の家族の中で本人以外の扶養義務者がいる場合は、 

        その人の所得課税証明書も必要です 

     ⑥別居監護申立書・住民票 

      ■児童の住民票が町外にある場合 

       ・住民票（児童の所属する世帯全員‹省略なし›のもの） 

       ・民生委員または学校長の証明を受けたもの 

 

  ※現状届は受給者本人が届け出を行ってください。代理人での届け出は

できません。 

 

   

  ※お問い合わせは、 

   福祉課 児童福祉係（１階 ⑥番窓口） 

   ☎５２－９０６０ にお願いします。 

 

 
 

 

 

⑤ 保健と福祉（子ども） 
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◆ 「ひとり親家庭医療費助成事業」受給資格者証の更新を 
受け付けます 

 

現在受給資格者証を持っている人が更新の対象者になります。 

更新手続きが必要な人には、７月末に郵送で直接案内します。 

 

ひとり親家庭医療費助成事業は、母子・父子家庭、寡婦家庭の経済的負担

と精神的負担を軽減し、健康増進と福祉の向上を図るために、医療費の一部

を助成する制度です｡ 

ただし、前年（１月分から７月分の手当は前々年）の所得が一定額以上の

場合、助成対象外となります。 

 

■助成の内容 

１カ月に支払った医療費（保険診療分）が１，０００円を超えた場合に

「高額療養費」「附加給付」などを差し引いて助成します。 

 

【母子・父子家庭】 

◎対象になる人 

①町内に住所があり、２０歳未満の子どもを扶養し、配偶者のいない人 

② ①の扶養を受けている１８歳以下の児童（１８歳になって最初の３月３

１日まで） 

◎対象にならない人 

・所得が一定額以上の場合には、認定されません。 

※例：子どもを１人扶養している場合は２３０万円以上 

 

【寡婦家庭】 

◎対象になる人   

次の①～③の全てを満たす人 

①かつて、母子家庭として２０歳未満の児童を扶養していたことがある人 

②６０歳から７０歳の女性 

③現在、1 人暮らしで扶養家族などがない人（住民票・保険証ともに本人

のみであること） 

④所得が１９２万円未満の人 

※昨年、扶養家族がいた人などは基準額が変わります。 

 

毎年８月に資格者証の更新をする必要がありますので、受付期間内に手続

きをしてください。 

 また、都合が悪い人は、福祉課児童福祉係(１階⑥番窓口）で８月３１日ま

で（土曜・日曜を除く）に必ず更新の手続きをしてください。 

 この手続きをしない場合、受給資格があっても８月以降の医療費助成はさ

れません。 

 

 

 

受 付 日 時 

８月３日（水） 

午前９時３０分～正午 

午後１時３０分～８時 

（※受付終了時間：午後７時４５分） 

８月４日（木） 
午前９時３０分～正午 

午後１時３０分～５時 

場 所 町役場４階 第２会議室 

準備するもの 

①印かん（認め印可、シャチハタ不可） 

②健康保険証（世帯全員分）のコピー 

 ※事前にコピーしたものを提出してください。 

③現在持っている医療費受給資格者証 

④身分証明書（運転免許証など） 

⑤養育費に関する申告書 

⑥更新通知書 

世帯の状況で 
必要となる書類 

（ア）平成２８年度所得課税証明書（発行日が８月１日以

降のもの） 

●平成２８年１月１日現在、町内に住民登録がない人 

・平成２８年１月１日在住の市町村役場で発行された

「所得課税証明書」をお持ちください。 

・同居の家族の中で本人以外の扶養義務者がいる場合

は、その人の所得課税証明書も必要です。 

 ※児童扶養手当の現況届で提出する人は併用できます。 

（イ）就学証明書 

●本町以外に住民登録をしている母子・父子家庭の対象

となる児童がいる人 

（ウ）その他 

  ・後日送付する案内文書でご確認ください。 

 

※現況届は受給者本人が更新の手続きを行ってください。代理人での手続き

はできません。 

 

 
 
 
※お問い合わせは、  
  福祉課 児童福祉係（１階 ⑥番窓口） 
 ☎５２－９０６０（直通）にお願いします。 
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◆ 平成２９年度鹿児島障害者職業能力開発校の 

訓練生を募集します  
 

鹿児島障害者職業能力開発校では、障害のある人に、時代の需要に応えら

れる知識・技能を習得してもらい、職業人としての自立を支援するため、各

種の職業訓練を実施しています。 

南九州唯一の国立障害者職業能力開発校です。全国どこからでも応募でき

ます。 

 

募
 
集

 
訓

 
練

 
科

 

 定 員 応 募 資 格 訓練期間 

情報電子科 １０人 

高校卒業(見込者含む)または、

同等以上の学力がある障害者 

１年 

デザイン製版科 ２０人 

建築設計科  ２０人 

義肢福祉用具科 １０人 

ＯＡ事務科  ２０人 

アパレル科  １０人 義務教育修了以上の障害者 

造形実務科 １０人 義務教育修了以上の知的障害者 

試 験 内 容 筆記試験（国語 数学）、面接 

そ の 他 

応募書類は、最寄りのハローワークにあります。 

訓練期間は、訓練手当などが支給される場合があり

ます。 

入学金・授業料は無料です。 

校内に寮を完備しています。入寮は任意です。 

（入寮者の介護は対応していません） 

 

 

 

 

 

受 付 期 間 試 験 日 

① ８月 １日（月）～ ９月 ５日（月） ９月２３日（金） 

② ９月２６日（月）～１０月３１日（月） １１月１８日（金） 

③ １１月 ７日（月）～１２月 ２日（金） １２月１６日（金） 

④ 
１２月１９日（月）～ 

平成２９年１月１９日（木） 

平成２９年 

２月 ３日（金） 

⑤ 
平成２９年２月６日（月）～ 

平成２９年 ３月 ３日（金） 

平成２９年 

３月１６日（木） 

 

 

※お問い合わせは、 

鹿児島障害者職業能力開発校 

または最寄りのハローワーク（公共職業安定所）まで 

  

●鹿児島障害者職業能力開発校  

 〒８９５－１４０２ 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名１４３２ 

 ☎ ：０９９６－４４－２２０６ 

 FAX：０９９６－４４－２２０７ 

ホームページ： 

http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/rodo/kaihatu/shogaikou/index.html 

 

●ハローワーク都城（職業安定所） 

  〒８８５－００７２ 都城市上町２街区１１号 都城合同庁舎１階 

  ☎ ：２２－１７４５  

  FAX：２５－０９８９ にお願いします。 

 

⑥ 保健と福祉（一般） 
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◆ 介護ヘルパーを募集します 
 

町社会福祉協議会では、介護ヘルパー(パート職員)を募集します。 

介護を必要としている人のお宅を訪問し、生活援助(掃除、洗濯、調理など)

や身体介護(食事、入浴など)を行います。 

希望する人は社会福祉協議会まで履歴書をご提出ください。 

 

時 給 

身体介護１,４４０円  

生活援助１,０００円 

※土曜・日曜・祝日は割増料金となります。 

応 募 条 件 

①介護職員初任者研修(ヘルパー２級)修了または 

介護福祉士の人 

②普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 町社会福祉協議会 ☎５２－１２４６（直通）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 健康管理センターに 
アクティブサイクル（自転車）を２台設置しました 

 

 

町民の健康づくりのために、運動器具が使える「エクササイズクラブ」

を行っています。 

登録をすれば、１９歳以上の町民なら誰でも利用できます。 

ただし、ホールの使用可能な日は限られています。利用者カレンダーを

月ごとに作成していますので、健康づくりのために、ぜひ活用してくださ

い。エクササイズクラブ登録は、随時、健康管理センターで受け付けてい

ます。 

※申請には印かんが必要です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

健康管理センター ☎５２－８４８１ にお願いします。  
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◆ 「ギャンブル依存症者の家族のつどい」を実施します 
 

  ギャンブル依存症は心の病気です。ギャンブルによって、経済的・社会的・

精神的な問題を生じているにも関わらず、やめることができない状態です。

この時、家族もギャンブルの問題に巻き込まれ、悩み苦しみ、借金の返済に

追われ、日常生活が破綻します。  

「ギャンブル依存症者の家族のつどい」では、ギャンブル問題を抱える家

族が、悩み苦しみを分かち合い、勇気と元気をもらうためにグループミーテ

ィングを行っています。  

下記の日程で開催していますので、どうぞ気軽にご参加ください。  

事前予約は不要ですので、当日、会場までお越しください。 

 

対象者 県内在住で、ギャンブル問題を抱える家族 

内 容 家族ミーティングや情報交換 

場 所 
県総合保健センター ４階 団体交流室  

（〒８８０－００３２ 宮崎市霧島１－１－２） 

日 時 

開催日：８月２日（火）、９月６日（火）、１０月４日（火） 

午後１時３０分 ～ ３時３０分   

※毎月第１火曜日に開催しています 

※この「つどい」で他の家族から聴いたことは、秘密厳守

をお願いします 

  

 

ギャンブル依存症者の家族・友人のための自助グループ 

「ギャマノン」でもミーティングが行われています。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

※お問い合わせは、 

県精神保健福祉センタ－（県総合保健センター ４階） 

〒８８０－００３２ 

宮崎市霧島１－１－２    

☎ ０９８５－２７－５６６３  

FAX ０９８５－２７－５２７６ にお願いします。 

 

◆ 「厚生労働省シニアワークプログラム地域事業技能講習」
の受講者を募集します 

 

 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

シニア世代を対象に技能講習を行います。受講料は無料ですので、ぜひご参

加ください。 

 

講 習 名 パソコン基礎講習 

内  容 

就職につながる基本的パソコン操作（エクセル・ワー

ド）に加えて、就職活動能力を高める実践練習を行い、

さまざまな職場への就職を目指します。 

講習期間 
８月２２日（月）～９月２日（金） 

【土曜・日曜を除く１０日間】 

締 切 日 ８月８日（月）必着 

募集人員 ２０人 

実施場所 
南九州大学都城キャンパス 

（都城市立野町３７６４－１） 

  

※申込方法：ハローワーク都城、町シルバー人材センター、都城市シルバー

人材センターに置いてある申込書を宮崎県シルバー人材センタ

ー連合会宛てに郵送またはファクスでお申し込み下さい。締め

切り後、受講者選考を行います。 

 

 

※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 

宮崎市瀬頭２丁目６番１４号 

☎ ０９８５－３１－３７７５ 

FAX ０９８５－３１－３７７６ にお願いします。 

⑦ 保健と福祉（高齢者） 
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町では現在、高齢者向け給付金の申請を受け付けています。 
高齢者向け給付金の申請書は、受給できる可能性がある人に５月中旬に 

送付していますが、申請をしないと受給できません。 

 

    申請期限は８月３１日（水）までとなっています。 

    申請していない人は、早めに申請してください。 

 

    用紙をなくした場合は再発行しますので、ご連絡ください。 

 

 

    その他、分からないことがあれば、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課介護高齢者係 臨時福祉給付金業務室 

  ☎【特設電話】 ①５２－１１１５ 

          ②５２－１１１６ にお願いします。 

 
◆ 農業委員会制度が改正されました 

 

農業委員会とは 

農業者の代表である農業委員で構成された行政委員会で、農地の権利

移動や転用などについて、農地法などに基づき審査を行う決定機関です。 

昨年改正された「農業委員会に関する法律」が４月１日に施行されまし

た。 

 

主な改正内容は次のとおりです。 

 

◯農業委員会の役割として「農地等の利用の最適化の推進」が重点業務と

なります 

最適化とは、担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止や解消、

新規参入の促進をいいます。 

 

◯農業委員の選出方法が変わります 

今までの選挙制度が廃止され、推薦や公募により町長が議会の同意を

得て任命します。 

選挙制度が廃止されたことで、毎年農家が行っていた「農業委員会委員

選挙人名簿登載申請書」の提出がなくなりました。 

 

◯農地利用最適化推進委員が新設されます 

農地利用最適化推進委員は、農地利用の適正化のために、担当地域に

おける現場活動（現地調査や農地所有者への働きかけなど）を主に行い、

農業委員と密接に連携して活動するもので、平成２９年７月に任命され

る農業委員で構成する新しい農業委員会が、推薦や公募によって委嘱し

ます。 

 

 

※お問い合わせは、 

   農業委員会 事務局  

☎５２－９０８７（直通）にお願いします。 

 

 

    

____※支給の対象となるのは、以下の全てを満たす人です。 

・平成２７年度分の町県民税（・平成２７年度分の町県民税（・平成２７年度分の町県民税（・平成２７年度分の町県民税（均等割均等割均等割均等割）が課税されていない人）が課税されていない人）が課税されていない人）が課税されていない人    

・平成２７年度分の町県民税（・平成２７年度分の町県民税（・平成２７年度分の町県民税（・平成２７年度分の町県民税（均等割均等割均等割均等割）が課税されている人の）が課税されている人の）が課税されている人の）が課税されている人の扶扶扶扶養養養養

に入っていない人に入っていない人に入っていない人に入っていない人    

・生・生・生・生活活活活保保保保護護護護を受けていない人を受けていない人を受けていない人を受けていない人    

・・・・昭和昭和昭和昭和２７年４月１日以前に生まれ２７年４月１日以前に生まれ２７年４月１日以前に生まれ２７年４月１日以前に生まれたたたた人人人人    

高齢者向け「臨時福祉給付金」のお問い合わせは 

⑧ 農林畜産業関連 
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◆  ８月の農業用廃棄プラスチック処理業務内容をお知らせします 
 
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。 

☆８月の農業用廃プラスチックの処理業務を次のとおり実施します。 

日  時 

８月３日（第１水曜日）・８月１７日（第３水曜日） 

≪午後１時３０分～３時３０分≫ 

★雨天時は中止になる場合があります。 

★上記日時以外は受け入れできません。ご注意ください。 

場  所 町最終処分場（クリーンヒルみまた）  

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２０kg

程度にひもなどで縛って搬入してください。 

処理料金 

塩  化 ビ ニ ル・・・１kg当たり  ６円 

ポ リ 系・・・１kg当たり ２３円 

硬質プラスチック類・・１kg当たり ４１円 

注意事項 
★処理料金は現金支払いです。 

★印かん（認め印可）をお持ちください。 

 

◆  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  

交換事業を実施しています  
 

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」に交換します。 

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とともに、この事業に積極的にご参加 

ください。 

◎事業の対象者は、次の要件を全て満たしていることが必要です。 

①農業を営み、町内に住んでいること。 

②処理日、場所や分別などを守ること。 
 

 

※お問い合わせは、産業振興課 農業振興係（３階 ⑫番窓口） 

  ☎５２－９０８６（直通）にお願いします。 

 

◆ 畜産農家の皆さんへ 

     

 

 

 

 

海外では口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生事例が引き続き報告

されています。伝染病に対する防疫意識を高め、より一層の防疫強化をお

願いします。 
 
 

「畜産農家相互の注意喚起をお願いします」 
 

  

①①①①長靴長靴長靴長靴のののの履履履履きききき替え替え替え替え    

    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。 

②②②②踏み踏み踏み踏み込込込込みみみみ消消消消毒槽毒槽毒槽毒槽の設の設の設の設置置置置とととと点検点検点検点検    

    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③農③農③農場訪問者の場訪問者の場訪問者の場訪問者の記録記録記録記録とととと立立立立ち入ち入ち入ち入り規制り規制り規制り規制    

    農場内への部外者の立ち入りを禁止するほか、畜産関係者や飼料運搬 

車など、農場に立ち入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④早④早④早期発期発期発期発見見見見・・・・早早早早期期期期通報通報通報通報    

    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※消※消※消毒薬毒薬毒薬毒薬・・・・農農農農場訪問場訪問場訪問場訪問記録記録記録記録用紙は用紙は用紙は用紙は、、、、町町町町役役役役場で配布しています。場で配布しています。場で配布しています。場で配布しています。    

                

※お問い合わせは、産業振興課 畜産振興係（３階 ⑫番窓口） 

☎５２－９０８８（直通）にお願いします。 
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◆町福祉・消費生活相談センター 

「無料法律相談」を実施します 

  

町福祉・消費生活相談センターでは次の日程で無料法律相談を計画してい

ます。お困りのことがありましたら、ぜひご利用ください。 

  

期  日 ８月１０日（水）※定員は※定員は※定員は※定員は５人まで５人まで５人まで５人まで 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 町福祉・消費生活相談センター 

内  容 

消費生活上のもめ事や多重債務などの金融、賃借、土地、

家屋、相続、離婚に関わる法律的な問題について、弁護

士が考え方や解決方法などを助言します。個人の秘密は

固く守られます。 

申込方法 

事前の予約が必要です。事前の予約が必要です。事前の予約が必要です。事前の予約が必要です。相談希望者は、必ず実施日の

１週間前までに電話またはセンターに直接お申し込み

ください。 

 

    

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 町福祉・消費生活相談センター 

 ☎５２－０９９９ にお願いします。 

 

◆町社会福祉協議会  

「無料法律相談」を実施します 

 

町社会福祉協議会では、毎月第３火曜日に「法律相談」を実施しています。 

 

 

期  日 ８月１６日（火） 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

内  容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金銭面でのもめ

事など、法律上のさまざまな相談・悩み事に対して、司

法書士が適切に回答します。 

申込方法 

相談は予約制です。人数に制限がありますので、相談希

望者は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。秘密は固く守られます。 

 

 

    

※お申し込み・お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 

☎５２－１２４６ にお願いします。 

 

⑨ 相 談 
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◆ 「行政相談」を実施します 
 

行政相談は、国国国国の行の行の行の行政全般政全般政全般政全般について皆さんの意見、要望や苦情を聴いたう

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

の解決や実現を目指すとともに、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、その手続きやサービスで困っていることはありま

せんか。相談は無料、予約なしで気軽に利用できます。相談者の秘密は固く

守ります。 

「行政相談」を次のとおり実施しますので、気軽にご相談ください。 

 

  

期  日 ８月１日（月）、８月１５日（月） 

時  間 午前１０時～正午 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

相談委員 下石年成、大村田三 

 

 

 

 

※お問い合わせは、総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

☎５２－１１１２（直通）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆ 「ふれあい福祉相談」を実施しています 
 

 

社会福祉協議会では、生活上の問題、結婚・離婚・金融上のもめ事や 

介護など、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。 

 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時    

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 ☎５２－１２４６ にお願いします。 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 


