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【内   容】 

◆ふるさとまつりの「サンバカーニバル」参加団体、「フリー 

マーケット」出店者、「キッズダンスフェスタ」参加団体を 

募集します 

◆町成人式の実行委員を募集しています 

◆「もろかた弁フォトカレンダー（クーポン付き）」に掲載する

写真を募集しています！ 

◆町誘致企業の正社員を募集します 

◆介護ヘルパーを募集します 

◆鹿児島障害者職業能力開発校の入校生を募集します 

◆ 自衛官候補生（男子）を募集します 

◆県民人権講座を開催します 

◆「みまたん焼肉カーニバル 2017」を開催します 

◆「ゆかたコンテスト」を開催します 

◆「第１２２回みまたん駅前よかもん市（朝市）」を開催します 

◆交通安全研修会を実施します 

◆「家内労働（内職）情報」をお知らせします  

◆「こころの健康相談」を実施します 

◆９月１０日～１６日は自殺予防週間です 

【分 類】 

＜募 集＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜講座・教室＞ 

＜催 し＞ 

 

 

＜お知らせ＞ 

 

＜保健と福祉＞

（一 般） 

 

 

 

 

＜保健と福祉＞ 

（高齢者） 

＜農林畜産業関連＞ 

 

 

 

 

＜相 談＞ 
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◆胃がん検診（集団検診）を実施します 

◆乳がん検診（集団検診）を実施します 

◆高齢者肺炎球菌の予防接種費用を助成します 

 

◆９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 

◆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  

◆毎月１０日･２０日･３０日は「町内一斉消毒」の日です 

◆「人権相談」を実施します    

◆「行政相談」を実施します 

◆「無料法律相談」を実施します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

◆町福祉・消費生活相談センタ―では相談を 

受け付けています 

 

【分 類】 【№】 【内   容】 



№１ 

 
    

◆「サンバカーニバル」参加団体を募集します 
 

毎年恒例の三股町ふるさとまつりの「サンバカーニバル」に参加してみま

せんか？ 

皆さんの参加をお待ちしています。 

 

■日日日日        時時時時    ＝ １１月１１日（土） 正午 ～ 午後１時３０分（予定） 

■内内内内        容容容容    ＝ 「サンバ調三股ばやし」の音楽に合わせてステージで踊りま

す。振り付けは自由です。趣向を凝らしてご参加ください。

音源のＣＤは貸し出しができます。 

※ステージでの演技のみです。 

■参加資格参加資格参加資格参加資格    ＝ 保育園・幼稚園・学校・職場・家族・民主団体、スポーツク

ラブ、地区など１０人以上であればどんな団体でも参加でき

ます。 

※ただし町内の団体に限ります。 

■参参参参    加加加加    賞賞賞賞    ＝ １団体につき １５人以上…１万５千円 

１０人以上１５人未満…１万円 

■申込期間申込期間申込期間申込期間    ＝ ９月１日（金） ～ ２５日（月）まで 

※先着順で２５団体までとします。 

 

◆「フリーマーケット」出店者を募集します 
 

■日日日日        時時時時    ＝ １１月１１日（土） 正午～午後５時 

        １１月１２日（日） 午前９時～午後５時 

■場場場場        所所所所    ＝ ふるさとまつり会場内（『元気の杜』芝生広場内）※予定 

■申込期間申込期間申込期間申込期間    ＝ ９月１日（金） ～ ２５日（月）まで 

※小間数に限りがありますので早めにお申し込みください。 

※町外者の申し込みは９月１５日（金）から受け付けます。 

■小小小小    間間間間    料料料料    ＝ １区画当たり１日５００円（受付時に納金してください）。 

※未成年者の出店は、保護者の同意が必要です。 

※前金でお願いします。 

※出品物には条件があります。 

※小間の申し込み数は両日２区画以内とします。 

 

 

◆「キッズダンスフェスタ」参加団体を募集します 
 

ダンスに取り組んでいる小学生・中学生・高校生の皆さん。 

ふるさとまつりのステージで、日ごろの練習の成果を披露してみません

か？参加を希望する団体は、同実行委員会までお申し込みください。 

 

■日■日■日■日        時時時時    ＝ １１月１１日（土）午後 (時間は未定) 

■参加資格■参加資格■参加資格■参加資格    ＝ 出演者の中に町内在住のメンバーがいること。 

■演技時間演技時間演技時間演技時間    ＝ 演技時間は３分程度とします。 

※インタビュー・入退場を含め５分程度 

■選考方法選考方法選考方法選考方法    ＝ 先着１０組までとします。ただし、参加希望団体が多いと 

きは、同じ団体・教室から複数のグループの参加は制限す 

ることがありますので、あらかじめご了承ください。 

■参参参参    加加加加    費費費費    ＝ 無 料 

■申込期間申込期間申込期間申込期間    ＝ ９月１日（金） ～ ２５日（月）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

ふるさとまつり実行委員会事務局 

（企画商工課 企画商工係内 ３階 ⑫番窓口） 

☎：５２－９０８５（直通）にお願いします 

 

 募 集  
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◆ 町成人式の実行委員を募集しています 
 

町では、平成３０年１月５日（金）実施予定の成人式の企画・運営を行う

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。やる気のある皆さんの応募をお待ちしています。 

 

【平成３０年町成人式実行委員募集内容】 

 

■募集人数募集人数募集人数募集人数    ＝ １０人程度 

 

■年年年年        齢齢齢齢    ＝ 平成３０年４月１日までに２０歳になる人と１９歳になる人 

 

■内内内内        容容容容    ＝ ①１０月から夜に数回集まり、成人式の企画・運営などに

ついて話し合います（会議の日は実行委員の都合を考慮

して決定します） 

        ②参加者の中心となって、当日の式典運営を行います 

 

■募集締切募集締切募集締切募集締切    ＝ ９月７日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

教育委員会 教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 

 

 

◆「もろかた弁フォトカレンダー（クーポン付き）」に掲載
する写真を募集しています！ 

 

町商工会商業部会では、町内事業者の活性化や「もろかた弁」の魅力発信

のため、「もろかた弁」をテーマにしたフォトコンテストを行い、入賞作品

を掲載した「平成３０年 カレンダー（クーポン付き）」を作成します。 

たくさんのご応募をお待ちしています。 

■募集する写真の内容 
  その月に合った「もろかた弁」を２つ設定しますので、それに沿った写

真を撮ってご応募ください。 

  （例）１月は「①初詣」「②成人式」 

①ちゃんち おがまんけ（意味：きちんとおがみなさい） 

②わいも はたっけ（意味：あなたも２０歳なんだね） 

１月以外の「もろかた弁」については町商工会の公式サイトでご確認く

ださい。 

■サイズ 
  縦向きで４００万画素以上２メガバイト程度のデジタル作品 

■応募作品 
  自作品で未発表のものに限る 

■応募期間  
９月２０日（水）まで 

■応募方法  
  応募票（町商工会の公式サイトよりダウンロード可能）に必要事項を記

入して、デジタル作品が保存されたメディア（ＣＤ-Ｒなど）を郵送、また

は持参でご応募ください。 

  ※１人何点でも応募可   

■審査方法  
  町商工会や町物産館「よかもんや」などに展示し、皆さんの投票で決定

します。 

  入賞作品（２４作品）には記念品を贈呈します。 

■その他  
  「平成３０年 カレンダー」にはカレンダー下部に有料でクーポンを掲載

します(掲載料１枠５，０００円)ので、クーポン掲載希望事業者は町商工

会までご連絡ください。 

 

 
※お問い合わせ・提出先は、 
 三股町商工会 
〒８８９－１９０１ 三股町大字樺山４４２１番地２２ 

 ☎：５２－２２２６ にお願いします。 
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◆ 町誘致企業の正社員を募集します 
～全国に顧客をもつ会社で楽しく元気よく働いてみませんか？～    
 

４月に新工場を増設し、町の誘致企業として認定を受けた「株式会社 新原

産業」が地元の人を募集しています。 

 事前の会社訪問・見学も可能です。 

現在、求職中の人、興味のある人はぜひご相談ください。 

 

 

 

※お問い合わせは、 

株式会社 新原産業  

〒889－1914 三股町大字蓼池４４５０番地  

☎：５２－６５００ にお願いします。 

 

 
◆ 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自宅を訪問し、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。 

希望する人は町社会福祉協議会まで履歴書を提出してください。 

 

■時時時時    給給給給    ＝ 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。 

 

■応募条件応募条件応募条件応募条件    ＝ 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(オートマチック限定可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 
 
 

会会会会    社社社社    名名名名    「株式会社 新原産業（にいはらさんぎょう）」 

職職職職    種種種種    ①営業 ②工場 ③施工 ④建築技術者 

仕 事 内仕 事 内仕 事 内仕 事 内 容容容容    畜産設備資材の販売、製造、設置・取り付けや雑工事 

勤務勤務勤務勤務開始日開始日開始日開始日    採用決定次第（応相談） 

勤 務 時 間勤 務 時 間勤 務 時 間勤 務 時 間    午前８時 ～ 午後５時 

募 集募 集募 集募 集 人 数人 数人 数人 数     各部門ともに１～２人 

月月月月    給給給給    会社規定による 

休休休休    日日日日    日曜・祝日、第２・４土曜、他（年間９７日） 

待待待待    遇遇遇遇    
交通費一律５,０００円  

昇給年１回 賞与年２回＋決算賞与（業績による） 

特特特特    記記記記    

・慰安旅行、バレーボール大会、忘年会などの行事あり。 

・入社後は企業内教育や作業指導があり、未経験でも可能。 

・必要資格取得のためのフォローを行っています。 

応 募 方応 募 方応 募 方応 募 方 法法法法    
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（写真貼付）をお持ちください。 



 №４

 
◆ 鹿児島障害者職業能力開発校の入校生を募集します 
 

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。 

  

募集期間募集期間募集期間募集期間    

Ａ日程  8 月  1 日（火）～  9 月  7 日（木） 

Ｂ日程  9 月 19 日（火）～ 10 月 31 日（火） 

Ｃ日程 11 月  6 日（月）～ 12 月  4 日（月） 

Ｄ日程 12 月 21 日（木）～平成 30 年 1 月 22 日（月） 

Ｅ日程 平成 30 年 2 月 8 日（木）～平成 30 年 3 月 2 日（金） 

までに、ハローワークに提出してください。 

募
集
訓
練
科

募
集
訓
練
科

募
集
訓
練
科

募
集
訓
練
科
    

 定員 訓練期間 応募資格 

情報電子科 10 人 

1 年 

高卒(見込者含む)および、同等 

以上の学力がある障害者 

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 

試験日程と会場試験日程と会場試験日程と会場試験日程と会場    

Ａ日程  9 月 22 日（金）  

Ｂ日程 11 月 24 日（金） 

Ｃ日程 12 月 15 日（金） 

Ｄ日程 平成 30 年 2 月 2 日（金） 

Ｅ日程 平成 30 年 3 月 12 日（月） 

鹿児島障害者職業能力開発校 

試験内容試験内容試験内容試験内容    筆記試験(国語、数学)と面接 

そそそそ    のののの    他他他他    

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 

※お問い合わせは、学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 ファクス：(０９９６)４４―２２０７ 

ホームページ 

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

鹿児島県ホームページ＞産業・労働＞雇用・労働＞職業能力開発＞鹿児島障害者職業能

力開発校 

●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 ファクス：２５―０９８９ にお願いします。 

 
◆ 自衛官候補生（男子）を募集します 
 

 自衛官候補生とは、任期制の自衛官として任官する前に、自衛官として必

要な基礎的教育訓練に専念するための採用制度です。任期制自衛官は各種教

育訓練や職務を通じた技術の習得のほか、再就職に向けた必要な資格の取得

など、希望に合わせたキャリアを積むことができます。 

 また、給与・各種手当など、任期制自衛官ならではの手当があります。 

  

 

■■■■特例退職手当特例退職手当特例退職手当特例退職手当：任期満了ごとに特例退職手当を支給 

 ■自衛官候補生手当■自衛官候補生手当■自衛官候補生手当■自衛官候補生手当：月額１３万８００円（入隊から３カ月間） 

 ■自衛官任用一時金■自衛官任用一時金■自衛官任用一時金■自衛官任用一時金：１６万６，５００円（２士に任官後の翌月に支給） 

 ■２士任官後の棒給２士任官後の棒給２士任官後の棒給２士任官後の棒給：月額１６万１，６００円～ 

 ■各種手当各種手当各種手当各種手当：２士に任官後、該当者には地域手当、寒冷地手当、航海手当、

乗組手当などが支給されます。また、年２回期末・勤勉手当

が支給されます。 

 

○受付期間○受付期間○受付期間○受付期間 ＝ 受け付けは随時行っています。 

 

○応募資格○応募資格○応募資格○応募資格 ＝ 採用予定月の１日現在、１８歳以上２７歳未満の男性 

 

○試○試○試○試        験験験験 ＝ 試験種目 

         筆記試験（国語、数学、社会と作文）、口述試験、 

適正検査、身体検査 

※試験期日および試験場は受付時にお知らせします。 

          

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 都城募集地域事務所 

 ☎：２３－３９４４（内線３７３、３７４）にお願いします。 
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◆ 県民人権講座を開催します 
 

 人権に関するさまざまな問題について、第一線で活躍している人々に講演していただ

き、家庭や地域で、人権が尊重される社会づくりのサポーターとなることを目的に開催し

ます。参加費は無料！参加費は無料！参加費は無料！参加費は無料！誰でも参加できます。ぜひ、お申し込みください。 

 

＜第１回＞９月５日９月５日９月５日９月５日((((火火火火))))   午後１時３０分～３時１０分 宮崎会場 

■演題 ＝ 「LGBT を理解する～同性婚・新しい家族のかたち～」（仮） 

■講師 ＝ LGBT アクティビスト／元タカラジェンヌ 東
ひがし

 小雪
こ ゆ き

 さん 

    ◎東京ディズニーリゾート初の同姓結婚式を挙げ、渋谷区パートナーシップ証明書

第１号を取得。LGBT（性的マイノリティ）について、新しい家族の在り方につい

てお話しいただきます。 

 

＜第２回＞９月２０日９月２０日９月２０日９月２０日((((水水水水))))   午後１時３０分～３時１０分 宮崎会場 

■演題 ＝ 「車椅子からの出発～絶望の淵から這い上がるまでの奇跡～」（仮） 

■講師 ＝ 人権啓発講師／エッセイスト 鈴木 ひとみ さん 

◎ミス・インターナショナル準日本代表。突然の車いす生活から見えてきた周り

の支えの大切さや、共生社会に向けたバリアフリーや合理的配慮についてお話

いただきます。 

    

＜第３回＞１０月３日１０月３日１０月３日１０月３日((((火火火火))))   午後１時３０分～３時１０分 宮崎会場 

■演題 ＝ 「インターネットによる人権侵害」（仮）  

■講師 ＝ 兵庫県立大学環境人間学部 竹内
たけうち

 和雄
か ず お

 さん 

    ◎スマートフォン、携帯電話など電子機器を取り上げながら、インターネットにお

ける人権侵害や効果的な利用方法について、分かりやすくお話いただきます。 

 

＜第４回＞１０月２６日１０月２６日１０月２６日１０月２６日((((木木木木))))   午後１時３０分～３時１０分 宮崎会場 

■演題 ＝ 「災害と人権～震災復興支援から見えてきたこと」（仮） 

■講師  ＝ NPO 法人みんなのくらしターミナル 代表理事 初鹿野
は つ が の

 聡
さとし

 さん 

    ◎熊本地震の被災地支援活動を通して見えてきた社会的に弱い立場の人に対する

支援の在り方や人とのつながり、交流の大切さについてお話しいただきます。 

 

＜第５回＞１１月１０日１１月１０日１１月１０日１１月１０日((((金金金金))))   午後１時３０分～３時１０分 日向会場 

■演題 ＝ 「誇りを持って生きる」（仮） 

■講師 ＝ 伝統・和太鼓製造販売 宮丸太鼓店 店主 宮内
みやうち

 礼
れい

治
じ

 さん 

    ◎同和問題との出合いと太鼓づくりを紹介しながら、皮革産業に対するケガレ意識

から生まれる差別の払拭
ふっしょく

についてお話しいただきます。 

 

 

 

＜第６回＞１１月２８日１１月２８日１１月２８日１１月２８日((((火火火火))))   午後１時３０分～３時１０分 日南会場 

■演題 ＝ 「みやざき子どもの貧困～取材現場から見えてきたこと」（仮） 

■講師 ＝ 宮崎日日新聞社小林支局 支局長 新坂
にいさか

 英
ひで

伸
のぶ

 さん 

    ◎宮崎日日新聞に掲載された「だれも知らない～みやざき子どもの貧困」の取材か

ら見えてきた貧困の現状や県内の支援現場についてお話しいただきます。 

 

第７回 １２月１４日１２月１４日１２月１４日１２月１４日((((木木木木))))   午後１時３０分～３時１０分 宮崎会場 

 演題 「外国人と人権～多文化共生社会に向けた現状と課題～」（仮） 

講師 多文化共生ネット・九州 主宰 髙
たか

柳
やなぎ

 香代
か よ

 さん 

    ◎国際交流コーディネーターや多文化共生アドバイザーの経験、九州での活動から

見える外国人住民と共に暮らすための課題や現状についてお話しいただきます。 

 

＜会 場＞   

・宮崎市民プラザ ４Ｆギャラリー 

   〒880－0001 宮崎市橘通西１丁目１番２号  ☎：０９８５－２４－１００８ 

・日南市中央公民館 ホール 

〒883－0046 日向市中町１－３１      ☎：０９８２－５３－６８６７ 

・日南市生涯学習センターまなびピア 視聴覚室 

〒887－0013 日南市木山２丁目４番４４号  ☎：０９８７－２３－３７７７ 

＜受講人員＞ 各回１００名程度 

＜受講の申込み＞   

・申・申・申・申    込込込込    先先先先 宮崎県総合政策部人権同和対策課 研修担当 

       〒880－8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

       ☎：０９８５－３２－４４６９ ファクス：０９８５－３２－４４５４ 

       代表メール：jinkendowataisaku@pref.miyazaki.lg.jp 

・申込方法・申込方法・申込方法・申込方法        

参加申込書を郵送、ファクス、または電子メールで提出ください。申し込みは先

着順に受け付け、定員になり次第、締め切ります。締切～各回の１週間程度前まで。 

参加申込書は役場案内受付に置いてあります。メールで申し込みするときには、

参加申込書の内容を書いて送ってください。 

＜その他＞ 

 受講料、資料代などは無料です。交通費は受講者の負担となります。 

 

 

※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。 

 講座・教室  



 №６

  
◆「みまた   焼肉カーニバル 2017」を開催します 
 
社会貢献と地域活性化を目的に「みまた○ん焼肉カーニバル 2017」を開催

します。テーブル・座席・焼台、炭などは用意しますので気軽に焼肉が楽し

め、ステージイベントも盛りだくさんです。お楽しみ抽選券付きの前売り券

も販売しています。ぜひ、お越しください。 

 

■日日日日        時時時時    ＝ ８月２６日(土) ※荒天の場合は、中止します。 

        午後４時～９時 

 

■会会会会        場場場場    ＝ 町ふれあい中央広場 

 

■主主主主        催催催催    ＝ 町商工会青年部 

      

■前売り券前売り券前売り券前売り券    ＝ 焼肉セット券 ・・・・・・・・・・・・ ２，０００円 

（牛・豚・鶏・ウィンナー計 500㌘お楽しみ抽選券付） 

        生ビール券（４杯、お楽しみ抽選券付）・・ １,５００円 

        野菜セット券（前売り券のみ）・・・・・・   ５００円 

   ※予定枚数に達し次第終了です。当日券も販売します。 

 

■そそそそ    のののの    他他他他    ＝ ジュース、お茶などの飲み物も販売する予定です。 

飲食物の持ち込みは禁止です。 

 

 ★荒天でイベントが中止になった場合、焼肉セット券・野菜セット券は当 

日の正午～午後９時に町商工会で商品と交換します。また、ビール券に 

ついては同時間・同場所で返金します。 

 

詳しくは、町商工会にお問い合わせください。 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町商工会 ☎：５２－２２２６ にお願いします。 

 

～みまた○ん焼肉カーニバル 2017と同時開催！～ 

◆「ゆかたコンテスト」を開催します 
 

夏の風物詩である「ゆかた」を楽しんでもらうため「みまたん焼肉カーニ

バル」の中で「ゆかたコンテスト」を開催します。当日は、無料でゆかたの

着付けもできます。また、ゆかた・甚平
じんべい

を着て来場した子どもにプレゼント

を差し上げます。（先着２００人） 

ぜひ、ご参加ください。 

 

■日日日日        時時時時    ＝ ８月２６日(土) ※雨天の場合は、中止します。 

受付：午後５時～５時３０分 

 

■会会会会        場場場場    ＝ 町ふれあい中央広場 

 

■主主主主        催催催催    ＝ 町商工会女性部 

      

■部部部部        門門門門    ＝ 小学生３年生以下（幼児も含む）の部 

        小学生４年生～中学生の部 

        高校生以上の部 

        ファミリー・グループの部 

 

■賞賞賞賞        品品品品    ＝ グランプリは商品券１万円 

       その他、部門賞、参加賞（先着５０人）もあります。 

       

■ゆかた着付けゆかた着付けゆかた着付けゆかた着付け    ＝ ゆかた一式を持参してください。 

          場所：元気の杜和室 

          時間：午後４時～５時３０分 

 

★ゆかたコンテストのエントリー方法についてなど、 

詳しくは三股町商工会に問い合わせをしてください。 

 

 

※お問い合わせは、 

三股町商工会 ☎：５２－２２２６ にお願いします。 

 

 催 し  



№７ 

 
◆「第１２２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、大人も子どもも楽しめるイベントを企画中！ 

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 

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。    

  ●イベント企画中！ 

                皆さんに楽しんでいただけるイベントを企画中です！ 

詳細は、チラシまたは、「よかもんや」までご確認･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。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。 

 
◆ 交通安全研修会を実施します 
 

第９第９第９第９地区（地区（地区（地区（東植木東植木東植木東植木、西植木）、西植木）、西植木）、西植木）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、運転手が普段から気をつけておくべきことを学べます。 

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。 

 

期期期期    日日日日    時時時時    間間間間    場場場場    所所所所    対象地区対象地区対象地区対象地区    

８月２７日（日） 午後７時～ 第９地区分館 東植木、西植木 

 ※受け付けは、開始３０分前から行います。 

 

 
◆ 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 
 

生垣
いけがき

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うことがありますので、定期的に剪定をしましょう。 

    

 
◆ 朝や夕方などの暗い時間帯に散歩をするときは、 

事故防止のために反射材を着用しましょう 
 

暗い時間帯の事故が増えています。 

事故防止のために反射板を身に着けて出掛けましょう。 

    

 

※お問い合わせは、 

都城地区交通安全協会 三股支部 事務局 

（総務課 危機管理係 役場庁舎２階⑧番窓口） 

☎：５２－１１１０（直通）にお願いします。 
 

期期期期    日日日日    
８月２７日（日） 【毎月第４日曜日開催】 

※雨天でも実施します（荒天中止） 

時時時時    間間間間    午前８時～１０時３０分ごろ 

場場場場    所所所所    
町物産館「よかもんや」前駐車場（ＪＲ三股駅東隣） 

※雨の場合、店頭軒下と店内奥コミュニティ室で行います。 

 お知らせ  



 №８

 
◆「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。 

 

◎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ので、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、その他の求人条件が加わることがあります。＞ 

８月１日現在 

    仕事の内容仕事の内容仕事の内容仕事の内容    委託地域委託地域委託地域委託地域    工工工工    賃賃賃賃    

ブレザーボタン付け・しつけ縫い

他 
三股町、都城市 １箇所 １０円～ 

プラスチック製品のバリ仕上げ・

検査・部品組立・シール貼り 
三股町、都城市 作業内容による 

人形の絵付けなど 
三股町、都城市とその近辺、 

小林市一部地域、高原町 
一個 １０～５０円 

縫製後の糸切りまとめ作業 

（ループ、まつり、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） 

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 

一本 ４～２０円 

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 
一反  

２万～４万５千円 

 

◎事業所の人へ 

家内労働に適したお仕事はありませんか？家内労働に適したお仕事はありませんか？家内労働に適したお仕事はありませんか？家内労働に適したお仕事はありませんか？    

「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。 

※お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター 〒８８５－００２４ 都城市北原町２４街区２１号 

宮崎県都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内 ☎・ファクス：２５－０３００ 

相談日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は休みです）相談時間：午前９時～午後５時 

詳しくは宮崎県庁の公式サイトをご覧ください。 

 
◆「こころの健康相談」を実施します 

 

都城保健所では、地域住民が精神科医師へ相談することのできる機会とし

て、「こころの健康相談事業」を実施します。「精神科の病気かもしれないけ

ど、病院に行くのは抵抗がある」「専門の先生に相談してみたい」など、気に

なることがありましたら、保健所にご相談ください。 

 

日日日日        程程程程    ９月２１日（木）、１０月１９日（木） 

時時時時        間間間間    午後１時３０分～ 

場場場場        所所所所    
都城保健所（都城市上川東３－１４－３） 

☎：２３－４５０４ 

対対対対        象象象象    

保健師の事前相談を受け、医師への相談が必要だと判断さ

れた人。 

家族や関係者からの相談も受け付けます。 

相談内相談内相談内相談内容容容容    

(１)引きこもり、抑うつ、過食・拒食、リストカットなど 

(２)精神科の病気、心の健康に関する問題など、精神保健

一般に関すること 

(３)アルコール依存、薬物問題、そのほかの依存に関する

こと 

相談体相談体相談体相談体制制制制    予約制 ※１日の相談は３人まで 

料料料料        金金金金    無料 

 

  

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 都城保健所 健康づくり課 

 ☎：２３－４５０４ にお願いします。 

 

 宮崎 内職 

 保健と福祉（一般） 



№９ 

◆ ９月１０日～１６日は自殺予防週間です 
～ひとりで悩まないで、誰かに話してみませんか？～ 

 
■自殺者の推移 

 全国の自殺による死亡者は

年間約２万３千人で、減少傾向

にあります。 

県内でも減少傾向にあり、ピ

ーク時と比べ４４％減少して

いますが、自殺率は自殺率は自殺率は自殺率は全国で全国で全国で全国でワーワーワーワー

ストストストスト９９９９位、九州内で位、九州内で位、九州内で位、九州内でははははワーストワーストワーストワースト

１位１位１位１位を継続しています。 

 

■「働きざかり世代」の自殺が多い 

自殺が最も多い年代は、「最も多い年代は、「最も多い年代は、「最も多い年代は、「６０６０６０６０

代」代」代」代」です。男女別でも「６０代以

上」が共通して多いのですが、男男男男

性では性では性では性では、、、、「３０「３０「３０「３０～～～～４０代４０代４０代４０代」」」」のののの若い若い若い若い

働き盛り働き盛り働き盛り働き盛り世代世代世代世代でもでもでもでも増加増加増加増加していま

す。    

 原因別では「健康問題」が 

最も多く、「経済・生活問題」な

どがそれに次いでいます。 
 

■あなたもゲートキーパー 

  「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に声を掛け、話を聴いて必要な支援につ

なげ、見守る人のことです。 

 

①周りの人の悩みに気付き、耳を傾けましょう 

   家族や仲間の変化に敏感になりましょう。じっくりと話を聴く場 

を持ち、相手の気持ちを尊重して共感しましょう。 

 

②早めに専門家へ相談するよう促しましょう 

   心の病気の兆候があれば、本人に理解のある人と連携して専門 

家への相談につなげましょう。 

 

③温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう 

   自然な応対を心掛け、心身の健康状態を配慮しながら優しく見守 

りましょう。 

 

■自殺する人の大半は、「心の病」にかかっています 

自殺したときに何らかの心の病心の病心の病心の病をををを患っていた人は、患っていた人は、患っていた人は、患っていた人は、９９９９割割割割に上るといわれます。 

心身の状態を健康に保ち、心の病と上手に付き合っていくことで自殺予防に

つながります。 

 

【自殺につながりやすい心の病気】 

・うつ・うつ・うつ・うつ病病病病・・・・・・・・・・・・・・・・ストレスなどで脳がうまく働かず、ものの見方が否定的にな

り、普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じて

しまう状態です。自殺の原因で最も多くを占めます。 

・双極性障害・双極性障害・双極性障害・双極性障害・・異常な興奮（そう状態）と極端な落ち込み（うつ状態）を繰

り返す病気です。現実離れした行動をとりがちで、周りの人

を傷つけたり、無謀な買い物や計画などを実行したりします。 

・統合・統合・統合・統合失調症失調症失調症失調症・・心や考えがまとまりづらくなってしまう病気です。幻覚や妄

想が主症状です。 

・物質・物質・物質・物質依存依存依存依存・・・アルコールや薬物などに異常なほど執着し、やめたくてもや

められないなどコントロールができない状態に陥ります。 

 

■心が自殺に傾いている人は、サインを発しています 

  自殺を考えている人は、うつ病などの兆候や、「消えてしまいたい」「楽になっ

てしまいたい」という発言があったり、生活の様子が大きく変わったりします。 

  悩んでいる人が発するサインに気付くことが自殺予防の第一歩です。 

 

 

18歳以下の自殺者は、学校の長期休業明け直後に増える傾向があります。 

学校の長期休業の休み明けの直後は、児童生徒にとって生活環境などが大きく 

変わる契機になりやすく、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすいと 

考えられます。 

子どもたちの心は、成長とともに大きく揺れ動くことがあります。 

子どもの気持ちに寄り添って、まず話を聴いてみましょう。 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

 ☎：５２－９０６１（直通）にお願いします。 
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◆ 胃がん検診（集団検診）を実施します 
 

胃がんは、がんの死亡原因の第３位です。初期の症状が少なく、症状だけ

で発見するのは難しい病気です。 

 がんは早期に発見し、早期に治療することが大切です。この機会にぜひ、

胃がん検診を受診しましょう。 

受診を希望する人は、町健康管理センターに電話でお申し込みください。 

 

対対対対    象象象象    者者者者    ４０歳以上（昭和５３年４月１日以前に生まれた人） 

検診内容検診内容検診内容検診内容    
胃部Ｘ線検査（バリウムを使用したＸ線検査） 

※前日の夜９時以降と当日朝の飲食・喫煙はできません。 

日日日日    程程程程    

①１０月３日（火）  

②１０月４日（水）  

③１０月５日（木） 

時間：午前８時３０分～１１時 

 

※３０分間隔で予約を取っています。 

※１日に受診できる人数が限られていますので、必ず予約し

てください。 

※すでに予約をした人は再度予約する必要はありません。 

場場場場    所所所所    町健康管理センター 

個人負担個人負担個人負担個人負担    

料料料料    金金金金    

１,４００円 

※次の①・②に当てはまる人は料金が免除になります。 

①生活保護世帯の人・・・福祉課で費用免除証明書の交

付を受け、検診当日にお持ち

ください。 

②７５歳以上の人・・・保険証を検診当日にお持ちくだ

さい。 

そそそそ    のののの    他他他他    
予約をした人には、検診日が近くなってから受診票などを送

付します。 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

町健康管理センター ☎：５２－８４８１ にお願いします。 

 
◆ 乳がん検診（集団検診）を実施します 

 
乳がんは、女性がかかるがんの第１位です。乳がんが原因で亡くなる人も

年々増加しています。 
 がんは早期に発見し、早期に治療することが大切です。この機会にぜひ、
乳がん検診を受診しましょう。 

受診を希望する人は、町健康管理センターに電話でお申し込みください。 
 

対対対対    象象象象    者者者者    
４０歳以上の女性のうち和暦で偶数年生まれの人 
（例：昭和５０年・２４年） 

検診内容検診内容検診内容検診内容    

マンモグラフィと超音波検査  
※次の①～④に当てはまる人は、安全のためにマンモグラフ
ィ検査を受けることができませんので、ご了承ください。 

①妊娠中や、妊娠の可能性がある人 
②授乳中の人 
③ペースメーカーを装着している人、Ｖ－Ｐシャント術を 

受けた人、前胸部ＣＶポートを留置している人 
④豊胸手術を受けた人 

日日日日    程程程程    

①１０月２４日（火） 
②１０月２５日（水） 
③１０月２６日（木） 
時間：午前９時～１１時、午後１時～３時 
 

※３０分間隔で予約を取っています。 
※1日に受診できる人数が限られていますので、必ず予約し

てください。 
※すでに予約をした人は再度予約する必要はありません。 

場場場場    所所所所    町健康管理センター 

個人負担個人負担個人負担個人負担    
料金料金料金料金    

２,３００円 
※次の①～③に当てはまる人は料金が免除になります。 

① 生活保護世帯の人・・・福祉課で費用免除証明書の交
付を受け、検診当日にお持ちください。 

② ７５歳以上の人・・・検診当日に保険証をお持ちくだ
さい。 

③ 乳がんクーポン券の対象者・・・検診当日にクーポン
券と本人確認ができる身分証明書（保険証など）をお
持ちください。 

そそそそ    のののの    他他他他    
予約をした人には、検診日が近くなってから受診票などを送
付します。 

 
 
※お申し込み・お問い合わせは、 

町健康管理センター ☎：５２－８４８１    にお願いします。    
 



№１１ 

 
◆ 高齢者肺炎球菌の予防接種費用を助成します 
  

高齢者の肺炎患者の約半数は、肺炎球菌が原因とされています。肺炎球菌

ワクチンの免疫効果は約５年にわたって持続するといわれています。 

また、年齢が高くなるほど抗体反応が低下するといわれていますので､６５

歳の人は、この機会に予防接種を受けましょう。肺炎にかかっても軽い症状

で済む効果があります。 

ただし、全ての肺炎を予防できるわけではありませんのでご注意ください。                                

予防接種は体調が良い日に受けましょう。 

 

項項項項        目目目目    内内内内            容容容容    

接種対象接種対象接種対象接種対象者者者者    

・町内に住所登録があり、次の年齢に該当する人 

６５歳：昭和２７年４月２日生～昭和２８年４月１日生の人 

７０歳：昭和２２年４月２日生～昭和２３年４月１日生の人 

７５歳：昭和１７年４月２日生～昭和１８年４月１日生の人 

８０歳：昭和１２年４月２日生～昭和１３年４月１日生の人 

８５歳：昭和  ７年４月２日生～昭和  ８年４月１日生の人 

９０歳：昭和  ２年４月２日生～昭和 ３年４月１日生の人 

９５歳：大正１１年４月２日生～大正１２年４月１日生の人 

１００歳：大正 ６年４月２日生～大正 ７年４月１日生の人 

 

・６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、じん臓や呼吸器の機能に日

常生活が極度に制限される程度の障害がある人、ヒト免疫不全ウ

イルスで免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害

がある人 

期期期期        間間間間    平成３０年３月３１日（土）まで 

接 種 回接 種 回接 種 回接 種 回 数数数数    

実施期間内に１人１回実施期間内に１人１回実施期間内に１人１回実施期間内に１人１回    

ただし、過去５年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種した人、

医師の予診の結果予防接種を受けることが適当でないと判断され

た人は実施できません。 

接 種 料 金接 種 料 金接 種 料 金接 種 料 金    

個人負担…２,５００円 

※接種料金７，０００円のうち、町が４,５００円を負担します。 

※予診の結果、予防接種を受けられなかった人は、個人負担があ

りません。 

接 種 場接 種 場接 種 場接 種 場 所所所所    

町内や都城市の指定医療機関 

※予約が必要な場合もありますので、電話予約をしてから受診し

ましょう。 

 

 

 

 

※住所・氏名・年齢が確認できるものを持って行きましょう。 

 

※別な種類の予防接種を受けるときは６日以上、間隔を空けて受けるように

しましょう。 

 月曜日に予防接種を受けた人は、翌週の月曜日以降になります。 

 

※過去５年以内に「２３価肺炎莢
きょう

膜
まく

ポリサッカライドワクチン」を接種した

人が再度接種した場合、注射部位の痛み、腫れや皮膚が硬くなるなどの副

反応の頻度が初期接種よりも高く、程度が強く現れるという報告がありま

す。接種歴を必ず確認して予防接種を受けてください。 

 

 

◎生活保護世帯は、無料で接種できます。 

※福祉課 社会福祉係で費用免除証明書をもらってください。 

 

◎医療機関には、健康手帳を持って行きましょう。 

 ※健康手帳は、町健康管理センターにあります。 

 

◎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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町健康管理センター  

☎：５２－８４８１ にお願いします。 
 

 保健と福祉（高齢者） 
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医 療 機 関 名 住　所 電話番号 医 療 機 関 名 住　所 電話番号 医 療 機 関 名 住　所 電話番号 医 療 機 関 名 住　所 電話番号

1 一心外科医院 三股町 ５２－７７８８ 22 川畑医院 年見町 ４６－３２２５ 44 ながはま整形外科 都北町 ４６－７１８８ 66 宮永病院 松元町 ２２－２０１５

2 坂田医院 三股町 ５１－２００３ 23 共立病院 蔵原町 ２２－０２１３ 45 西浦病院 広原町 ２５－１１１９ 67 宗正病院 八幡町 ２２－４３８０

3 大悟病院 三股町 ５２－５８００ 24 久保原田中医院 久保原町 ２２－７７００ 46 野口脳神経外科 太郎坊町 ４７－１８００ 68
村上循環器内科
クリニック

宮丸町 ２５－２７００

4 田中隆内科 三股町 ５２－０３０１ 25 黒松病院 金田町 ３８－１１２０ 47 野辺医院 上　町 ２２－０１５３ 69
メディカルシティ東部

病院
立野町 ２２－２２４０

5 とまり内科外科胃腸科医院 三股町 ５２－１１３５ 26 小牧病院 立野町 ２４－１２１２ 48 浜田医院 牟田町 ２２－１１５１ 70 もりやま脳神経外科 久保原町 ２１－６８８８

6 長倉医院 三股町 ５２－２１０９ 27 坂元医院 牟田町 ２２－０３６０ 49 はまだクリニック 祝吉町 ４５－２２６６ 71 森山内科･脳神経外科 南鷹尾町 ２１－５０００

7 みしま内科クリニック 三股町 ５１－８１００ 28 三州病院 花繰町 ２２－０２３０ 50 早水公園クリニック 早水町 ３６－６１１７ 72 柳田クリニック 東　町 ２２－４８６２

8 山下医院 三股町 ５２－１３４８ 29 しげひらクリニック 神之山町 ２７－５５５５ 51 速見泌尿器科医院 妻ケ丘町 ２４－８３４４ 73 柳田病院 東　町 ２２－４８５０

9 あきづき医院 上水流町 ３６－０５３４ 30 庄内医院 庄内町 ３７－０５２２ 52 原田医院 郡元町 ２６－３３３０ 74 ゆうクリニック 広原町 ４６-６１００

10 あきと内科胃腸科 都原町 ４６－５５００ 31 城南病院 大王町 ２３－２８４４ 53 福島外科胃腸科医院 都北町 ３８－１６３３ 75 よしかわクリニック 前田町 ２３－９３８４

11 有川呼吸器内科医院 上川東 ２４－６６７７ 32 城南クリニック 大王町 ２６－３６６２ 54 ふくしまクリニック 下川東 ４６－５００１ 76 吉松病院 蔵原町 ２５－１５００

12 有馬医院 上長飯町 ２３－２６１０ 33 瀬ノ口医院 姫城町 ２５－５１５５ 55 藤元上町病院 上　町 ２３－４０００ 77 西岳診療所 高野町 ３３－１５１０

13 安藤胃腸科外科医院 豊満町 ３９－２２２６ 34 瀬ノ口内科放射線科医院 都原町 ２５－７７８０ 56 藤元総合病院 早鈴町 ２５－１３１３ 78 大岐医院 山之口町 ５７－２０２５

14 いづみ内科医院 鷹　尾 ２２－７１１１ 35 園田光正内科医院 太郎坊町 ３８－５１１５ 57 藤元病院 早鈴町 ２５－１３１５ 79 志々目医院 山之口町 ５７－２００４

15 宇宿医院 栄　町 ２５－９０３１ 36 たかお浜田医院 鷹　尾 ２２－８８１８ 58 べテスダクリニック 年見町 ２２－１７００ 80 政所医院 高城町 ５８－２１７１

16 鵜木循環器内科医院 花繰町 ２６－０００８ 37
田口循環器科内科
クリニック

下川東 ２４－０６００ 59 ライフクリニック 安久町 ３９－２５２５ 81 吉見クリニック 高城町 ５８－５６３３

17 おおくぼクリニック 千　町 ２６－１５００ 38 伊達クリニック 牟田町 ３６－７０８８ 60
まつもと心臓血管外科

クリニック
東町 ３６－８９２６ 82 吉見病院 高城町 ５８－２３３５

18 大橋クリニック 庄内町 ３７－０５３９ 39 どいクリニック 上東町 ２２－１８２５ 61 松山医院 上川東 ２４－１０４６ 83 教山内科医院 高崎町 ６２－１２０５

19 柏村内科 上　町 ２２－２６１６ 40 ひかりクリニック都城 上長飯町 ２６－１８２０ 62 マドコロ外科医院 小松原町 ２２－０１３８ 84 佐々木医院 高崎町 ６２－１１０３

20 仮屋医院 上水流町 ３６－０５２１ 41 戸嶋病院 郡元 ２２－１４３７ 63 丸田病院 八幡町 ２３－７０６０ 85 隅　病院 高崎町 ６２－１１００

21 仮屋外科胃腸科医院 志比田町 ２５－７７１２ 42 都北鮫島クリニック 都北町 ３８－６０６０ 64 三嶋内科 鷹　尾 ２４－７１７１ 86 海老原内科 山田町 ６４－１２１１

43 冨田医院 栄　町 ２３－４５８６ 65
都城フォレスト・クリ

ニック脳神経外科
下川東 ８０－４３１３ 87 山路医院 山田町 ６４－３１３３

平成29年高齢者肺炎球菌感染症予防接種協力医療機関



№１３ 

 
◆ ９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。 

☆９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。 

日日日日        時時時時    

９月６日（第１水曜日）・９月２０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。 

★この日時以外は受け入れできませんので、ご注意ください。 

場場場場        所所所所    町最終処分場（クリーンヒルみまた）  

搬入方法搬入方法搬入方法搬入方法    
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。 

処理料金処理料金処理料金処理料金    

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 

注意事項注意事項注意事項注意事項    

★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。 

★処分場内は徐行運転で走行してください。 

 
◆  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るともに、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①・②の要件を全て満たしている必要があります。 

①農業を営み、町内に居住していること。 

②処理日、場所や分別などを守ること。 

 

※お問い合わせは、農業振興課 農政企画係（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 

     

 

 

 

 

現在、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次々に

報告されています。伝染病に対する防疫意識を高め、よりいっそうの防疫

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」 
 

  

①長靴の履き替え①長靴の履き替え①長靴の履き替え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、付着したウイルスの侵入

を防ぎましょう。 

②踏み込み消毒槽の設置と点検②踏み込み消毒槽の設置と点検②踏み込み消毒槽の設置と点検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農場訪問者の記録と立ち入り規制③農場訪問者の記録と立ち入り規制③農場訪問者の記録と立ち入り規制③農場訪問者の記録と立ち入り規制    

        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早期発見・早期通報④早期発見・早期通報④早期発見・早期通報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 

（☎：６２－５１５１）に連絡しましょう。 
    

※消毒薬・農場訪問記録用紙は、農業振興課※消毒薬・農場訪問記録用紙は、農業振興課※消毒薬・農場訪問記録用紙は、農業振興課※消毒薬・農場訪問記録用紙は、農業振興課で配布しています。で配布しています。で配布しています。で配布しています。    

                

 

※お問い合わせは、農業振興課 畜産振興係（３階 ⑫番窓口） 

☎：５２－９０８８（直通）にお願いします。 

 農林畜産業関連  



 №１４

 
◆「人権相談」を実施します 

 

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｢悩み事相談｣に

も応じています。気軽にご相談ください。 

※予約は不要です。なお相談は無料です。 

 

■特設人権相談 

期期期期        日日日日    ９月６日（水） 

時時時時        間間間間    午前１０時～午後３時 

場場場場        所所所所    ＪＲ三股駅多目的ホール「Ｍ★うぃんぐ」 

相 談相 談相 談相 談 員員員員    
馬場

ば ば

 真
し ん

吾
ご

 

※相談員は、変更になる場合があります 

■常設人権相談 

日日日日        時時時時    平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場場場場        所所所所    
宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

相 談相 談相 談相 談 員員員員    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） 

☎：５２－１１１２（直通） 

・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。 

 

 

 

 
◆「行政相談」を実施します 
 

行政相談は、国の行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ってい

ます。また、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。 

 

  

期期期期        日日日日    ９月４日（月）、９月１９日（火） 

時時時時        間間間間    午前１０時～正午 

場場場場        所所所所    町総合福祉センター「元気の杜」 

相相相相    談談談談    委委委委    員員員員    大
おお

村
むら

 田
た

三
み


よし

、久
く

寿
す

米
め

木
ぎ

 和明
かずあき

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 
 

 相 談  



№１５ 

 
◆「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。 

 

期期期期    日日日日    ９月１９日（火） 

時時時時    間間間間    午後１時３０分～４時３０分 

場場場場    所所所所    町総合福祉センター「元気の杜」 

内内内内    容容容容    

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。 

申し込み申し込み申し込み申し込み

方方方方    法法法法    

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。 

 
 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について相談を受け付けて

います。 

また、電話での相談も行います。 

 

○相談日相談日相談日相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時時時時    間間間間： 午前９時～午後５時    

○場場場場    所所所所： 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。 

 

◆ 町福祉・消費生活相談センタ―では相談を 
受け付けています 

  

町福祉・消費生活相談センターでは消費生活のトラブルなど、さまざまな相

談を受け付けています。お困りのことがありましたら、ぜひご利用ください。 

 

■相談内容 

＜消費生活に関する相談＞＜消費生活に関する相談＞＜消費生活に関する相談＞＜消費生活に関する相談＞ 

  ・借金（多重債務）や訪問販売  ・商品やサービスの契約解除 

  ・架空請求詐欺         ・インターネットでの消費者取引 

    ＜福祉に関する相談＞＜福祉に関する相談＞＜福祉に関する相談＞＜福祉に関する相談＞ 

  ・心や体の健康   ・人間関係の悩み（職場・学校・家庭など） 

  ・女性相談     ・ＤＶ被害相談 

 

■相談日 ＝ 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

■時 間 ＝ 午前９時～正午 午後 1時～４時 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 


