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写真提供
・名　　前　rocky_wood_job
・撮影場所　北郷宇納間小鹿地区

写真提供
・名　　前　rocky_wood_job
・撮影場所　北郷宇納間小鹿地区

※この記事は、ご家族の意向を確認し掲載しております。 

誕生おめでとうございます ９月受付分
の出生届

8月27日生　春山湊詩さん【北郷宇納間】　父：佳毅さん　母：夏佳さん

8月29日生　桑津頼仁さん【西郷田代】　　父：紀大さん　母：絵莉香さん

9月  6日生　甲斐光峨さん【北郷宇納間】 　父：史浩さん　母：祐美さん

そら    

らいと    

こうが    

見事に引き当てました！

令和２年10月１日現在（現住人口による）
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美郷町の人口

豊かな森林資源を活かした「香りビジネス」の
創出プロジェクトが始動！！

豊かな森林資源を活かした「香りビジネス」の
創出プロジェクトが始動！！

　町の森林に多く眠る「クロモジ」や「ヒノキ」、摘果された「キンカン」などを原材料とした精油（エッセンシ
ャルオイル）を精製し、商品開発を進め、それによって地域振興を図るアロマプロジェクトが始動しました。
　地元企業や社会福祉協議会、観光協会、高齢者や主婦、保育士などこのプロジェクトに賛同する有志で「み
さとの森活性化協議会」を立ち上げ、定期的にアロマ講習や試作品の開発研究を進めています。
　現在、協議会のメンバーは、アロマ製品を安全に取り扱ったり、アロマの良さや特徴を皆に伝えるための
知識を得るためにアロマ検定2級の取得に向けて頑張っています。また、町内の森林に多く自生する「クロモ
ジ」を採取し、水蒸気蒸留の実験を重ねています。
　このプロジェクトは国の補助を受けて今年度から3か年をかけて取り組むこととなっており、開発した商
品のブランド化、販路開拓をおこない、新たな美郷町の特産品とする事を目標としています。
 また、国の補助でまかなえない部分の財源として、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを
実施中です。この寄付に関しては、ふるさと納税制度を活用してますので、町内の方々に関しては対象外とな
っていますが、町民の皆さまにおかれましては、町外の方々に広く周知していただけると幸いです。
　今後、随時プロジェクトの進捗状況に関して広報誌に掲載をさせていただきます。皆様のご支援をよろし
くお願いいたします。

【お問合せ】 みさとの森活性化協議会事務局（政策推進室内）　６２－６２０３

美郷町　楽天ふるさと納税　クラウドファンディング 検 索←

リモートによるアロマ講座。勉強にも
熱が入ります。

採取してきた「クロモジ」を福祉工房
「ゆめたまご」の皆さん方をはじめと
する方々で選り分け作業を行います。

アロマで美郷町を盛り上げていきま
す！楽しみながら頑張ります！！

エッセンシャルオイルを
精製する水蒸気蒸留装
置です。まるで理科の実
験器具みたいです。

　日向地区リトルサッカーリーグ（年間１１チーム総当たりリーグ
戦）は、この程、最終節を迎え、フォレストＦＣが７勝２敗１分けで
年間３位の成績を収めました。
　フォレストＦＣは、今年４月から少年サッカーを通じて広域的な
交流を深めるため、日向市東郷（東郷キッカーズJr）、美郷町（FC北
郷）、諸塚村（諸塚少年サッカークラブ）の合同チームとして誕生しま
した。当初は、新型コロナウィルス感染症対策により、例年のような活動ができませんでしたが、限られた合同
練習や練習試合の中でチームワークを磨き、見事、年間３位となりました。
　今後、更なる活躍を期待します。

フォレストＦＣ年間成績3位！！
日向地区リトルサッカーリーグ1部
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8,055,883
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229,192
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104,186

320,791
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7,840,744

1,026,703
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227,203

136,712

101,386

315,606
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215,139

11,285
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1,989

2,497

2,800

5,185

282,138

61,657

61,657

153,482

11,285

43,243

1,989

2,497

2,800

5,185

220,481

一般会計  

国民健康保険事業特別会計  

介護保険事業特別会計  

後期高齢者医療事業特別会計  

簡易水道事業特別会計  

農業集落排水事業特別会計  

国民健康保険診療所事業特別会計  

　　　　　合　　　計

区　　分

町　　税

地方交付税

国・県補助金

町　　債

その他

合　　計

金　　額　

727,000 

4,064,741 

1,363,199 

764,399 

1,136,544 

8,055,883 

差引翌年度
繰　越　額
（実質収支）

翌年度へ
繰越すべき
財　　源

歳入歳出差引歳出決算額歳入決算額会　　計　　名

570,098

63,897

収益的収支

資本的収支

610,073

95,950

▲ 39,975

▲ 32,053

▲ 39,975

▲ 32,053

国民健康保険
病院事業会計

（単位：千円）

（単位：千円）

一般会計歳入決算の財源構成

平成３１年度一般会計、特別会計及び病院事業会計の決算

平成３１年度の美郷町の一般会計、特別
会計及び病院事業会計の決算は次のと
おりです。

ふるさと納税
　平成３１年度美郷町一般会計決算を一ヶ月の家計に置き換えてみました。　収入では、月給・パート
収入は、４９,７６４円で全収入の1６.６％にとどまっている為、お互いの両親から全体の７１.０％とな
る２１３,１２６円の仕送りをしてもらっています。それでも不足する分は、月々２８,４６６円のローン
を組んだり、貯金を取り崩したり、家族からの援助をお願いすることで、ひと月の必要額３０万円を確保
しました。　支出を見ると、一番大きなものは自宅の修繕や増改築経費７０,８７８円で、全体の２３.６
％を占めています。次いで子供の仕送りや教育費の６０,２２７円が全体の２０.１％を占めています。
生活に必要な経費である子供の仕送りや教育費、食費、ローン返済金、光熱水費や被服費、消耗品費、医
療費を合計しますと２１５,７３７円で全体の約７１.９％となり、自分で稼ぎ出す金額（月収・パート収
入）を大きく上回っています。　　
　このように、必要経費に対して自己収入が極めて少なく他人への依存割合が高い状況ですが、両親か
らの仕送りは増額どころか減っていきますし、貯金の取り崩しも限界があります。月給・パート収入の増も
見込めないので、生活全般を見直し、節約できるものはないか、どこにお金をかけるべきか考える必要が
あります。       
       
       
       

平成31年度の町の一般会計の決算を
家計に置き換えるとこうなります！
平成31年度の町の一般会計の決算を
家計に置き換えるとこうなります！

支

出

収

入

一ヶ月の家計費を３０万円で試算してみました。
平成３１年度一般会計決算額  １ヶ月の家計  

 月給・パート収入

両親からの仕送り

家族からの援助

貯金の取り崩し

ローン

　　　　　　　  合計

食費

医療費

ローン返済

自宅の修繕・増改築

光熱水費や被服費、消耗品費など

子供への仕送りや教育費等

貯金

翌月への繰越

　　　　　　　  合計

49,764円

213,126円

8,432円

212円

28,466円

300,000円

43,573円

20,719円

40,932円

70,878円

50,286円

60,227円

5,373円

8,012円

300,000円

町税や使用料など

交付税や国県支出金など

特別会計繰入金、寄附金

基金繰入金

町債

　　　　　　　  合計

人件費

扶助費

公債費

普通建設費、維持補修費など

物件費

補助費等、繰出金など

積立金

翌年度繰越額

　　　　　　　  合計

1,336,304千円

5,723,081千円

226,414千円

5,685千円

764,399千円

8,055,883千円

1,170,050千円

556,371千円

1,099,138千円

1,903,320千円

1,350,323千円

1,617,274千円

144,268千円

215,139千円

8,055,883千円

美郷家の１ヶ月の収入 美郷家の１ヶ月の支出

月給・

パート収入
16.6%

両親から

の仕送り
71.0%

家族から

の援助
2.8%

貯金の取り崩し0.1%

ローン
9.5% 食費

14.5%

医療費
6.9%

ローン返済
13.6%

自宅の修
繕・増改築
23.6%

光熱水費

や被服

費、消耗

品費など
16.8%

子供への

仕送りや

教育費等
20.1%

貯金 1.8%
翌月への繰越

2.7%

　７月分　　３６，８３６，４７７円　　　３，１７８件
　８月分　　３２，１３０，３６８円　　　２，９４６件　　
　９月分　　３０，６９８，３３２円　　　３，７２８件
　合　計　　９９，６６５，１７７円　　　９，８５２件
4月からの累計で合計２１０，４５０，２７３円の寄付額となりました。
町の事業に有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

令和２年７月１日から９月３０日の3カ月間に下記のとおりのご寄付をいただきました
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【お問合せ】 政策推進室　62-6203

その他14.1％ 町税9.0％

地方交付税
50.5％

国県補助金
16.9％

町債9.5％



【お問合せ】 企画情報課　６６－３６０３

　令和２年度宮崎県地域消防防災活動支援事業補助金を活用しまして、自動心肺蘇生器を２台導入し
ました。
　導入した２台は、西郷・北郷地区を管轄する救急車及び南郷地区を管轄する救急車へ１台ずつ配置
しております。
　この自動心肺蘇生器は、日本人の救命に特化した国産初の器機となっており、以下の特徴があります。

 　心肺蘇生は胸骨圧迫と人工呼吸によって成り立ちますが、人による心肺蘇生を行うには人工呼吸に
１名、胸骨圧迫には交代要員も含め２～３名が必要となり、また搬送中でも絶え間ない、質の高い胸
骨圧迫が求められます。
　自動心肺蘇生器を使用することにより、最適な胸骨圧迫の定義
である「正しい位置を、正しい深さとテンポで圧迫し、圧迫と圧迫
の間の解除を完全にして、中断を最小限にすること」を実現できま
す。併せて、救急救命士が他の処置を円滑に行うことが可能とな
り、救急救命の質の向上に繋がります。
　住民の生命を守るための手段の一つとして本器機を導入し、積
極的に活用したいと考えておりますので、使用に際してはご理解
をよろしくお願いします。
※使用する場合は、訓練を重ねた救急救命士が行います。

　宮崎県企業局が実施します県営発電所周辺地域振興事業を活用し、北郷地
区内の町が管理する防犯灯（国道や県道、通学路に供する集落間（中原、小原、
長野、秋盛地区の一部））を蛍光灯や水銀灯からＬＥＤ化しました。
　これは、宮崎県企業局が県営発電所周辺地域市町村が行う地球温暖化対策
に関する事業や地域維持・活性化に関する事業に対して本事業助成金を交付す
るもので、地域振興に資するとともに、電気事業に対する理解を促進させること
を目的にしております。
　蛍光灯や水銀灯の防犯灯をＬＥＤ化したことにより、機器の省エネルギー化や長寿命化が図られ、
引き続き暗い夜道を照らすことによる防犯対策や交通安全に寄与できます。

　美郷町では、町内コミュニティバス（通称：みさとバス）が４系統（１０ルート）で運行されています。　
　主に、病院や診療所への通院や買い物需要などに利用されており、高齢者の方や免許返納者などの
移動手段として活躍しています。
　令和２年４月からルートの拡充が行われ、南郷地区から西郷地区へ連絡する「西郷～南郷間」ルート
が新設されたほか、今まで２週に１日としていた運行日が、西郷地区では、１週に１日、北郷地区では、
１週に２日に拡充されたほか北郷地区内を周遊するルートも増設されました。また、南郷地区では、引
き続き２ルートが毎日運行されています。
　ルートの新設により、南郷地区からも西郷病院の「リハビリ」や「外来」を目的に利用する方もおり、町
内の医療体制の変革にも対応できるダイヤとなっております。
　取材したこの日は、午前中に北郷デイサービスを利用した方が、午後にみさとバスで西郷病院へ移動
し定期受診を受けた後、帰りの便で自宅のある地区（デマンド地区）まで戻るというルートで利用されて
いました。「定期受診や通院に利用できるので、本当に便利です」と利用者さんの声。
　高齢化が進む中で、コミュニティバスは貴重な公共交通機関として、需要のニーズが高まっています。
運行する事業者の方も安全・安心を心がけて日々運行しております。皆さんも美郷町のコミュニティバス
を是非一度利用してみてはいかがでしょうか？

※お近くを通る曜日、時間についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

　美郷町自治公民館連絡協議会（菊池勇夫会長）は、令和2年度コミュニティ助成事業を活用し、各種
イベント・会合等に使用できる会議テーブル等を整備しました。これにより、地域住民が積極的に参加し
やすいイベント環境整備を行うことができました。
　これらの備品は、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業により整備
されたものです。
　また、本事業で整備した備品を広く各公民館へ貸し出すことにより、地域コミュニティの活性化を図る
ことができます。

①日本人の体型を考慮した設計で、小柄な高齢者も確実な心臓マッサージが可能

②狭い住宅や病院内でも蘇生作業を中断することのない搬送が可能

③胸骨圧迫＋人工呼吸のオールインワンシステムで絶え間ない酸素化血液循環を実現

自動心肺蘇生器を導入しました！

町内コミュニティバス（通称：みさとバス）が
運行しています！

北郷地区内の防犯灯６０基をＬＥＤ化しました 広がるコミュニティの輪
令和２年度コミュニティ助成事業

［整備された備品］
○会議テーブル   ２５台
○折畳みチェア １００脚
○折畳みチェア台車 　４台
○かんたんてんと 　 ５張

どこから乗っても

（中学生以下200円）
一律 300円
※乗り継ぎ乗車
　　（通しで300円）
※障害者手帳をお持ち
　の方は100円引き

地区 木曜日

北郷

西郷 上中下 予備日

西郷
南郷

黒木
小黒木

月曜日

黒木
小黒木

火曜日

椎野
長野

小原
立石

鬼神野・渡川ルート
水清谷ルート

西郷～南郷間

西の八峡
峰地

若宮
上八峡

金曜日

椎野
長野

水曜日

周遊

南郷

１週間の運行体系

南郷→西郷間ルートの利用状況
（西郷病院で下車）

南郷地区での利用状況
（南郷診療所で下車）

運転手さんによる乗車確認
（西郷病院にて乗車）

自宅のある北郷地区内で下車
（デマンド地区）
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特Aシール 品種シール

【お問合せ】 農林振興課　６６－３６０５

　農林振興課では、令和元年産米で特Aを獲得したPRとして、シールを作成しました。
　令和２年産米を個人販売される方は、付加価値を高める為にも、シールを活用しま
せんか？
　使用を希望される方は、下記担当までお問い合わせください。
　１０月上旬から配布していますので、在庫がない場合はご了承下さい。

特Aシール・品種シールを配布しています！

【使用要件】
〇品種はヒノヒカリのみ。
〇検査証明書の提出（３等以上の米である事）
　（圃場毎の検査を推奨します。）

【配布場所】
美郷町役場農林振興課、南郷支所、北郷支所

【お問合せ】 農林振興課　６６－３６０５

　農林振興課では、令和元年産米で特Aを獲得した事で、米の買取価格の底上げと生産者の生産意欲
の向上、水稲面積の維持を目的として、日向農業協同組合に出荷したヒノヒカリに対して助成します。要
件は下記の通りです。

米流通拡大事業補助金の制定について

【要件】
○美郷町内で生産されたヒノヒカリ
　（主食用米）
○等級は１等、２等、３等
○補助額は３０キロあたり４００円以下

【補助金について】
○日向農協から美郷町が補助した金額で出荷者には精
　算しますので、個人での補助金申請は必要有りません。
※例：農協１等米の場合：８，０００円（JA7,600円＋美郷
　町400円）を農協が精算

【補助期間】
○令和２年度から令和４年度（予定）

【お問合せ】 農林振興課　６６－３６０５

　国が設置している無料の経営相談所です。新型コロナウイルスに関する経営相談にも対応します。
○対　 象　 者 中小企業・小規模事業者、ＮＰＯ法人、社会福祉法人など中小企業・小規模事業者に
  類する方、創業予定の方
○相  談  事  例 創業・起業、ＩＴ活用、契約・法律、営業ツール、税金、事業承継
○相談受付電話 0985-74-0786
○相談受付時間 月～金　8:30～17:00
  ※新型コロナウイルスに関する経営相談は土日祝日10:00～17:00も対応します。
○問い合わせ先 公益財団法人宮崎県産業振興機構　0985-74-0786
○ホームページ 「宮崎県よろず」で検索してください

中小企業・小規模事業者の皆様へ
｢よろず支援拠点｣にご相談ください
中小企業・小規模事業者の皆様へ
｢よろず支援拠点｣にご相談ください

令和３年度農政補助事業のお知らせ
農林業生産施設道路舗装事業
農林業生産施設等に通じる公道以外の道路等におけるコンクリート舗装に要する経費の補助

1/2以内

○施工延長は農林業生産施設等から100m、幅員は3mを限度とする。

○機械の購入については、原則７年に１台を限度とする。
○木材の原材料代の要件
　１）購入・加工・建築については、町内業者で行うこと。
　２）補助対象となる建物は、畜舎、椎茸乾燥用建物、農林業用倉庫その他町長が特に認めるものとし、固定資産
　　税の対象となること。
　３）補助対象経費は、10万円以上100万円以下とする。

事業名

概　要

補助率

要　件

就農者対策事業
認定農業者の基盤整備に関する費用の補助

　　 事業区分

規模拡大

改修

更新

木材の原材料代

　　　　　対象施設等

主体施設及び機械

付帯施設

施設（20万円以上）

機械（30万円以上）

農林業用建築物の新築・増築・改築

補助率

2/5以内

1/3以内

1/3以内

1/3以内

1/2以内

補助限度額

1,000万円

500万円

100万円

100万円

50万円

事業名

概　要

種　別

要　件

○機械の購入については、原則７年に１台を限度とする。
○木材の原材料代の要件
　１）購入・加工・建築については、町内業者で行うこと。
　２）補助対象となる建物は、畜舎、椎茸乾燥用建物、農林業用倉庫その他町長が特に認めるものとし、固定資産
　　 税の対象となること。
　３）補助対象経費は、10万円以上100万円以下とする。

※各事業の補助金額については予算の範囲内で決定されるものであり、補助限度額を確約するものではありません。
申込期間　令和２年10月23日（金）から令和２年11月13日（金）まで
申込方法　農林振興課へお問合せの上、見積書を持参してください。（団体の場合は、規約、構成員名簿もご準備下
　　　　　さい）
そ の 他　申込み多数の場合は、翌年度以降になることがあります。

ガンバレ！農業びと応援プロジェクト事業
生涯現役で農業（販売を目的として行われるものに限る。）に取組む経費の補助

　　　　　　　　　　　　　区　分

施設の設置又は改修

機械の購入

農林業用建築物の新築・増築・改築に係る木材の原材料代

補助率

1/3以内

1/2以内

補助限度額　

33万3,000円

50万円

事業名

概　要

内　容

要　件

集落営農推進事業
集落営農の設立準備・体制整備を補助（機械の購入は７年に１回）

　　　　　　　　　　　　　区　分

設立準備事業設

体制整備事業　機械の購入

施設の改修

補助率

定額

2/5以内

1/3以内

補助限度額

10万円

200万円

100万円

事業名

概　要

内　容

農作業受託組織事業
町内に住所を有する３戸以上の農家で構成する受託組織（同一組織の申請は７年に１回）

　　　　　　　　　　　　　区　分

機械の購入（30万以上）

補助率

1/3以内

補助限度額

100万円

事業名

概　要

内　容
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●北郷図書館 62-6205　●南郷図書館 59-1605　●西郷図書館 62-6204
開館時間9：30～18：00　※土・日　17：00まで

訪問予定日
北  郷 南  郷西  郷

美さ本

図 書 館

図書館から の お知らせ

※変更になる場合があります

今月の休館
毎週月曜日
３日(文化の日)
２６日（最終木曜日）

新刊紹介
おとめ六法 ジュニア空想科学読本20

    
上谷さくら／著

　万が一のそのときというのは、なにをどう
すればいいかわからないもの。
　【六法＋α】の、女性の一生に寄り添う法
律集。
　「わたしが悪いのかな」そう思ったら、ぜひ
本書をめくってみてください。

(一般) 柳田理科雄／著

　マンガやアニメを科学的に検証する、爆笑人気
シリーズ第20弾！
　「ジャイアント・ジャム・サンド」ではハチ40万匹
をパンで退治した！天才キャラはIQ100億、体温
計は超能力で92.8℃を叩き出す！どれもこれもす
ごい。

 

（児童書）

お話会予定
西郷 11月６日(金)　
 午前10：30～11：00
南郷 11月７日(土)　
 午前10：30～11：00
北郷 11月27日(金)　
 午前10：30～11：00

標語『ラストページまで駆け抜けて』
10月27日（火）～11月9日（月）は読書週間です。

南郷図書館：多読賞上位の方に景品プレゼント

北郷図書館：希望者にオリジナル読書ノートプレゼント

西郷図書館：スタンプラリーの達成者に景品プレゼント

　新型コロナウイルスの影響
によりイベントは行えません
が、展示やリサイクル本の設
置を行っておりますので、ぜ
ひ読書週間中に足を運んで
みてください。

　文化の日を中心にした2週間、“読書週間”が始まりました。ひとりでも楽しめる読書の魅力、そして、人
と人との心を結ぶ本の力を信じて。この期間が、読書に親しむきっかけになればと思います。

今月は西郷図書館が担当です

１１日(水)

　　　　１２日(木)

１７日(火)

１８日(水)

１９日(木)

２０日(金)

２４日(火)

２５日(水)

２７日(金)

小原

入下

細宇納間

小鹿

黒木

中原

速日

小黒木

坂元・長野

５日(木)

１０日(火)

１７日(火)

１９日(木)

２５日(水)

上・下八峡

古川

小原

鳥の巣

上区

６日（金）

　　　９日（月）

　　１０日（火）

　　１６日（月）

　２４日（火）

入川

渡川中

市谷

門田

鬼神野中　

本のリクエスト等のご要望がございましたら、お近くの図書館にお申しつけください。
選書の参考にさせて頂きます。　　　　　

一　般 もう、聞こえない 誉田哲也 

一　般 魯肉飯（ロバブン）のさえずり 温　又柔 

一　般 避難所に行かない防災の教科書 西野弘章 

一　般 どんな木も生かす山村クラフト 時松辰夫 

Y　 A サード・プレイス ささきあい 

児　童 レイワ怪談　三日月の章 ありがとう・ぁみ 

絵　本 とりあえずまちましょう 五味太郎

一　般 タクジョ！ 小野寺 史宜

一　般 ルポ車上生活 NHKスペシャル取材班

Y　 A おとなになるのび太たちへ 藤子・F・不二雄

児　童 ココロ屋　つむぎのなやみ 梨屋 アリエ

児　童 ジュニア空想科学読本20 柳田 理科雄

絵　本 これがぼくらにぴったり！ アン・ローズ

絵　本 おおきくなりすぎちゃったじゃがくん まるやま なお

一　般 アルルカンと道化師 池井戸潤

一　般 心淋し川 西條奈加

一　般 とびきりかわいいスタイ レディブティック

一　般 いちばん役立つ相続まるわかり 國部徹

Y　 A 沖晴くんの涙を殺して 額賀澪

児　童 めいたんていサムくん 那須正幹

絵　本 めをとじてみえるのは マック・バーネット

新刊図書のご紹介
種類 書　名 著者名等

第74回読書週間（１０/２７～１１/９）

美郷、「温故知新」
山瀬の馬頭観音 (町指定文化財　美術工芸品)
　馬頭観音は、馬が脇目もふらず一心に草を食む様子から、迅速に民衆
を苦しみから救う功徳をもつとされています。
　西郷山瀬地区の馬頭観音は、江戸時代後期天保年間に建立されてい
ますが、損傷も少なく原形をとどめる大変貴重なものです。
　11月3日の文化の日を中心に、11月1日(日)から11月7日(土)までは、広
く国民に文化財に関する理解と関心を深め、文化財保護への一層の協力
を得ることを目的に「文化財保護強調週間」とされています。

　　　　　 　　　 美郷町文化財保護調査委員会
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☆ 裁判員候補者名簿記載通知について

☆ 裁判員候補者名簿ができるまで 〈名簿記載通知の発送用封筒〉

（令和元年11月送付分）

☆ 調査票について

☆ 裁判員裁判にさんかされた裁判員のご意見・ご感想など

☆ 裁判員裁判における新型コロナウイルス感染症への対応について

〈名簿記載通知〉

（令和元年11月送付分）

裁判員制度
まもなく名簿記載通知を

発送します！
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←

←

ご存じですか「税を考える週間」

　「税を考える週間」は、国民生活に深い関わりを持っている税につ
いて、その意義（必要性）及び役割（使途）を分かりやすく説明するこ
とにより、国民の皆様の税に対する理解をより深めていただくために
設けています。
　今年のテーマは、「くらしを支える税」です。
　なお、「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホームページ
内に「くらしを支える税」をテーマとした特設ページを設け、国税庁の
各種取組についてご紹介します。是非ご覧ください。

    

　１２月は、給与等に係る源泉所得税の年末調整の月です。
　年末調整は年税額の精算を行うものであり、大部分の給与所得者
にとって確定申告に代わる役目を果たす重要な手続きであるといえ
ます。
　年末調整が正しく行われるためには、勤務先に扶養親族や保険料
などの申告を正しく行うことが大切です。
　なお、令和２年分から適用される主な改正事項は次のとおりです。

    

　おって、令和２年分の年末調整説明会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、
参加される源泉徴収義務者の皆様の安全を考慮し、全国一律で開催を中止いたします。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

１１月１１日から１７日までは「税を考える週間」です。

給与所得者の年末調整　ポリテクセンターはものづくりの技能・知識を身につける訓練を行っています。
　また、就職支援のシステムも充実しており、受講生の就職率は96.7％でした（前年度実績）。
　手に職をつけたい求職者の方におすすめの訓練です。詳しくはホームページやパンフレットをご覧く
ださい。

職業訓練と就職支援が就職成功のカギ！
ポリテクセンター延岡で職業訓練生募集！
職業訓練と就職支援が就職成功のカギ！
ポリテクセンター延岡で職業訓練生募集！

【お問合せ】 税務課　６６－３６０２

【お問合せ】 延岡税務署　0982-32-3301 ※自動音声案内
　　　　　 https://www.nta.go.jp又は   国税庁   検索【お問合せ】 ポリテクセンター延岡　担当：訓練課　0982-37-0649

11月の納税 
国民健康保険税   ５期
納付期限：１１月３０日
口座振替：１１月２５日

　  科　　目

町  県  民  税

固 定 資 産 税

国民健康保険税

納税 は 納期 内に！
10月      11月      12月

３期

  ３期　　

４期　　  ５期　 ６期

https://www.nta.go.jp又は   国税庁   検索 

①未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の改正 
②給与所得控除の改正
③基礎控除の改正
④所得金額調整控除の創設
⑤各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

令和3年　1月入所生（離職者対象）募集

・訓練期間 （6ヶ月間）　令和3年1月5日（火）～令和3年6月30日（水）

・訓 練 科 テクニカルオペレーション科 15名
 金属加工技術科　　　　　　 10名
　 福祉住環境リフォーム科　 15名
 電気設備技術科　　　　　 15名

・募集期間 令和2年10月1日（木）～令和2年11月26日（木）

・入所資格　求職中の方

・受 講 料　 無料（ただしテキスト代等の費用は、本人の負担となります）

・参　　考 雇用保険受給者で諸条件を満たされる方は訓練最終日まで受給期間が延長され
 ます。雇用保険受給者以外の方も諸条件を満たせば職業訓練受講給付金を受給し
 ながら受講できます。12月入所生（導入講習付きコース）も若干名募集しておりま
 す。詳しくは公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合わせください。

・施設見学　11月5日（木）　9：00～15：20頃

・見学先申込先　最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）にお申込みください。
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【お問合せ】 税務課　６６－３６０２

　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋等について課税されます。
　家屋を取り壊した場合、届け出なければ、現に存在しない家屋に固定資産税が課税され続けます。
また、所有者が変更（所有者死亡により家屋を相続する場合を含む。）となった場合も、届け出なけれ
ば、前の所有者に課税されます。
　届け出をされていない方は、１２月２８日（月）までに
『家屋（未登記）異動届』を役場税務課に提出してくださ
い。
　様式は、税務課、南郷地域課、北郷地域課に備え付けて
あります。（登記手続きされた家屋等は、届け出の必要はあ
りません。）
　ご不明な点がございましたら、税務課までお問い合わせ
ください。

家屋異動（取り壊しなど）の
届け出について

広域情報広域情報

　門川町と宮崎大学は、平成29年6月に門川町の
活性化を目的とした包括連携協定を締結しまし
た。その連携事業の中で誕生した「門川の魚図鑑」
をもとに学生が製作した「門川の魚かるた」が、この
度商品化されました。
　かるたには門川町で水揚げされる代表的な魚４
４種が登場し、個性豊かなイラストと写真で紹介さ
れています。かるたの読み札も地域に根差したユ
ニークな内容となっており、遊びを通して地元の魚
の知識を得ることができるように工夫されていま
す。
　かるたは1セット税込1,000円。役場まちづくり推
進課で販売しています。自宅で過ごす時間が増え
た今日、ご家族のコミュニケーションアイテムとして
も是非ご活用ください。

【お問合せ】 
門川町役場　まちづくり推進課　地方創生推進係
TEL０９８２－６３－１１４０（内線２９０）　FAX０９８２－６３－２６２６

宮崎県のさかなのまち
『門川の魚かるた』絶賛販売中！
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【美郷町未来発創地区別戦略推進業務】     
各地区ごとの定住促進検討会が

開催されました。

【美郷町未来発創地区別戦略推進業務】     
各地区ごとの定住促進検討会が

開催されました。
　美郷町では、第２期美郷町まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱のひとつ、「地域みんなで支えるまち
づくり」を目指すため、町内全地域（２４行政区単位）での定住促進検討会を進めています。
　今年度は、６地区（南郷：神門中区、鬼神野区　西郷：峰区、和田区　北郷：長野区、入下区）を対象
として当該地区の人口推計に基き、地区住民で将来像を描き、話し合い、地域に根ざした特色ある人
口減少対策の検討を行います。
　今回（9/15～9/17）行われた地区別定住検討会では、各地区の子育て世代（６名）と子育て世代の
親世代（６名）と役場職員（出身・居住者）で班を編成し、それぞれの地区の強みと弱みを洗い出し、今
後進めていく３本の柱を発表しました。参加者は、「なんとなく過疎だなとか、人口が減っているなとか
は感じていたが、自分の地区の将来人口を見てびっくりし危機感を持った。」や、「地区民で地区の将来
を話し合う機会がこれまでなかったので期待したい。」など、それぞれ自分の地域の将来について真剣
に考えていました。
　次回は、下記の日程で各地区の人口予測や分
析、検討結果の報告会を開催しますので、できるだ
け幅広い住民の方の参加をお待ちしています。
　詳細は、当該地区の組合回覧をご覧下さい。
※この事業は、宮崎県の「県・市町村人口問題対策
　連携事業補助金」を活用しており、コーディネー
　ターを、（一社）持続可能な地域社会総合研究所
　（所長 藤山浩 氏）に委託しています。

　開始から70年を超える我国の検察審査会制度は、検察官が事件を裁判にかけなかったこと（不起訴
処分）のよしあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査会が審査する国
民参加型の大切な制度です。
　令和3年度の候補者に選ばれた方には、11月中旬頃に検察審査会事務局から「検察審査員候補者名
簿への記載のお知らせ」をお送りしますので、何卒御協力の程よろしくお願いいたします。
　御不明な点などございましたら、宮崎検察審査会事務局（ＴＥＬ0985-68-5120）までお問合せください。

　Withコロナ期における新たな観光需要は、県内の内需喚起がポイントとなることから、小さな旅行の
観点により、県境をまたぐ移動ではなく地元（県内）で安心して楽しく過ごすスタイルを推進します。これ
まで訪れることの少なかった美郷町への観光を促すため、テレビ・ラジオやSNSにより広く宮崎県民に
情報発信を行います。        
        
        
        
        知っちょる！？検察審査会

令和２年１１月から、美郷町マイクロツーリズム
PRのCMが始まります！

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世
　帯の方

⇒保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
　の方

⇒保険料の全部又は一部減額

介護保険料の被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

　ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは、健康福祉課にお問
い合わせ下さい。

【お問合せ】 健康福祉課　66-3610

【保険料の減免の対象となる方】

　 開催地区

峰区（西郷）

鬼神野区（南郷）

神門中区（南郷）

和田区（西郷）

入下区（北郷）

長野区（北郷）

開催日

１１月５日（木）

１１月６日（金）

１１月７日（土）

１１月８日（日）

　　　　開催場所

西郷ニューホープセンター

鬼神野基幹集落センター

神門中区公民館

和田コミュニティセンター

入下公民館

長野生活改善センター

時間

19:00～21:00

19:00～21:00

10:00～12:00

19:00～21:00

10:00～12:00

13:30～15:30

【地区別報告会の開催日】
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11月14日は世界糖尿病デーです。

ご長寿おめでとうございます！
　本年度１００歳になられる方に国と県から祝状が贈呈され、町長が伝達を行いました。
　原田正夫様､片山マスエ様､宇和田タケノ様､岡田リン様､田村ヒサエ様､奈須カル様､
坂本サイ様､廣瀬需様、ご長寿おめでとうございます。
　病気や怪我等には気をつけ、元気にお過ごし下さい。
(廣瀬需様は病院入院中のため､ご家族の方へ記念品等の贈呈を行っております｡)

宮崎県糖尿病対策推進会議よりお知らせです

　糖尿病は、「網膜症」、「腎症」、「末梢神経障害」という糖尿病に特徴的な３大合併症を引き起こす以
外にも、心筋梗塞や脳梗塞などの「動脈硬化性疾患」、「認知症」、「癌」、「心不全」、「歯周病」のリスクで
あることが知られています。
　したがって、日々の暮らしに大きな影響を与えるこれらの病気を予防するためにも、糖尿病にならな
いように予防することや、発病した糖尿病を適切に治療することが必要となります。
　厚生労働省も、新たに人工透析を導入された患者さんのうち、原因が「糖尿病性腎症」である方が、
約４割と最も多く占めていることから、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定し、県や市町村
へ「糖尿病性腎症重症化予防のための指針」を示しています。
　これを受け、宮崎県も2017年に「宮崎県糖尿病発症予防・糖尿性腎症重症化予防指針」を発表し、
糖尿病の発症予防や腎症重症化予防に取り組んでいるところです。
　毎年、世界糖尿病デーである１１月１４日を含む一週間を「全国糖尿病週間」として、この期間に
は、糖尿病について理解を深めていただくイベントが全国各地で行われています。宮崎県でも毎年、県
民の皆さまへ向けた公開講座や無料検診・医療相談を開催していますが、今年は新型コロナウイルス
感染症予防のために、イベントを開催することが難しくなりました。
　そのため、私たち「宮崎県糖尿病対策推進会議」は、各市町村の広報誌の紙面を通じて、糖尿病につ
いて知っていただきたく、このような企画を考えました。
　この機会に、糖尿病について一緒に考えてみましょう。

第５６回全国糖尿病週間に寄せて

宇和田タケノさん 奈須カルさん・坂本サイさん

田村ヒサエさん 原田正夫さん

岡田リンさん 片山マスエさん 廣瀬需さん(代理贈呈式)

　福祉作業所ゆめたまごに手作りマスクの製作を依頼し、町内の幼稚園、小中学校の児童、生徒、教職員
に配布しました。
　みさとちゃんマークの付いたマスクを活用していただき、新型コロナウイルス感染症対策に今後もみん
なで取り組んでいきましょう。

ゆめたまご製作のマスクを
町内の幼稚園、小中学校に配布しました
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【お問合せ】 健康福祉課　66-3610　

新型コロナウイルス、
インフルエンザについて

　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの流行が重なることが予測されます。発症すると新型
コロナウイルス感染症との区別がつきにくいことがあります。
　インフルエンザの予防接種を受けるなど予防に努めましょう。

☆予防接種を受ける・・ インフルエンザの発症や重症化を防ぐことができます。
 免疫ができるまでに約２週間かかります。
 高齢者や持病のある方、妊婦、乳幼児などリスクの高い人は医師と相談しワ
 クチンを接種しましょう。

☆３密を避ける・・・・・・・ 換気の悪い所、大人数が集まる、間近で会話
 をすることを避けましょう。

☆咳エチケットやしっかり手洗い、手指消毒を心掛けましょう。

☆食生活、適度な運動、歯磨き、睡眠をしっかりとる、規則正しい生活
　を送り免疫を低下させないように気をつけましょう。　

発熱に加えて、味覚障害・嗅覚障
害を伴うことがある

１～１４日（平均５、６日）

数％～６０％
無症状患者でもウイルス量は多
く、感染力が強い

感染力があるウイルス排出期間
は１０日以内

発病１日前

重症になり得る

３～４％

ワクチン接種の有無などにより
程度の差があるものの、しばし
高熱を呈する

１～２日

１０％
無症状患者ではウイルス量は少
ない

５～１０日（多くは５～６日）

発病後２、３日後

多くは軽症～中等症

０．１％以下

症状の有無

潜伏期間

無症状感染

ウイルス排出期間

ウイルス排出ピーク

重症度

致死率

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の症状などの違い

日本感染症学会参考

新型コロナウイルス感染症 インフルエンザ

今年度最後の「結核検診」の
お知らせ

今年度最後の「結核検診」の
お知らせ

　65歳以上の方へ結核検診のお知らせです。
　対象外の方は以下のとおりです。
・今年度結核検診を受けた方
・今年度肺がん検診を受けた方
・4月以降医療機関で胸のレントゲン撮影をした方、または来年3月まで
に予定している方
　結核は、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。結核菌を直接吸い込むことによって感染
します。
　結核検診は、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
　65歳以上の方は、年に1回結核検診を受けましょう。

時　間

10：00～10：40

13：00～13：40

14：10～14：50

日　程 　　　場　所

南郷保健センター

西郷健康管理センター

北郷保健センター

【お問合せ】 健康福祉課　66-3610

対象者 料　金65歳以上（令和3年3月31日現在） 無料

11月17日（火）

　ピカピカに光り輝く新米もでき、ますますご飯の美味しい季節になりました。
　炊き込みご飯は具材を用意するのが大変ですが、生姜と油揚げのふたつなら簡単にできますね。見
た目は地味ですが、おかわりしてしまう美味しさですよ。

（材料） ３合分                                                 
米　3合　新しょうが　70ｇ　油揚げ　30ｇ
昆布水　720cc　酒　30cc（大さじ２）　みりん　12cc（小さじ2）
薄口醤油　12cc（小さじ２）　塩　５ｇ（小さじ１）
※昆布水は、だし昆布を一晩水に浸けておいたもの。

（作り方）
① 米をといで、ザルにあげる。　
② 生姜は千切りにし水にはなす。
③ 油揚げは、お湯をかけて油抜きし、千切りにする。
④ 炊飯器に米と分量の昆布水、調味料を加え、切った生姜と油揚げを上にのせ炊き上げる。
⑤ 炊き上がったら、良く混ぜ合わせてむらす。
　 三つ葉や小ネギをのせるとさらに彩りよく仕上がります。

美味しい一皿美味しい一皿美味しい一皿
新しょうがご飯

町の食改さん
レシピ

秋はご飯が美味しい季節♪
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

日 曜 行　事　名 場　所　等地区 時　間 担当課等・連絡先

歌人小野葉桜を旅する

葉桜まつり（神事のみ）

肺がん検診

肺がん検診

石峠トレーニング教室

行政相談

乳幼児健診

育児相談

小児予防接種

特設人権相談

石峠トレーニング教室

結核検診

旅する美術館　わくわくアート（～25日）

行政相談

行政相談

定例区長会

市町村駅伝結団式

石峠トレーニング教室

子宮頸がん検診

小児予防接種

町内

西郷

西郷

北郷

南郷

西郷

南郷

南郷

西郷

北郷

西郷

南郷

西郷

北郷

西郷

北郷

西郷

西郷

西郷

西郷

北郷

西郷

南郷

西郷

町内

西郷ニューホープセンター

役場玄関前

北郷保健センター

南郷保健センター

石峠レイクランド西郷

南郷多目的センター

南郷保健センター

健康管理センター

北郷総合保健センター

石峠レイクランド西郷

南郷保健センター

西郷健康管理センター

北郷保健センター

西郷ニューホープセンター

北郷総合保健センター

峰集会センター

西郷ニューホープセンター

西郷農村環境改善センター

石峠レイクランド西郷

北郷保健センター

西郷健康管理センター

南郷保健センター

健康管理センター

  9:00～14:00

10:00～11:00

午前：予約制

午後：予約制

午前：予約制

10:00～11:00

10：00～12；00

13：00～14：00

15：00～16：00

14:30～15：00

10：00～15：00

10:00～11:00

10：00～10：40

13：00～13：40

14：10～14：50

10:00～17:00

10：00～12：00

10：00～12；00

13：30～15：00

10:00～12:00

10:00～11:00

9：00～9：30

10：30～11：00

13:30～14：00

14:30～15：00

教育課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

総務課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

総務課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

教育課

総務課

総務課

総務課

教育課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

６６－３６０８

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６０１

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６０１

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６０８

６６－３６０１

６６－３６０１

６６－３６０１

６６－３６０８

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

６６－３６１０

美郷町11月行事予定表

子宮頸がん検診（後期）
のお知らせ

　子宮がん検診を下記の日程で行います。
　受診間隔は２年に１回が推奨されています。昨年度受診されていない方
は、この機会にぜひ受診してください。
　子宮頸がん細胞は、原因となるＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）の感染
から5～10年以上かかって増殖するといわれています。
　定期的な検診により、細胞の異常を発見することができます。
　対象年齢の方には、ウイルス感染の有無を調べるＨＰＶ検査をお勧めしています。

　細胞を顕微鏡下で直接観察して、細胞に異常がないかどうかを調べる検査です。
　異常がなければ、次の子宮頸がん検診は3年後になります。
　細胞診併用検査になりますので、ＨＰＶ検査のみの検査はできません。

対象者　今年度以下の年齢になる方
　　　　25・28・31・34・37・40・43・46・49・52・55・58・61・64・67歳及び70歳以上

料　金　細胞診検査料金（上記金額）に、1,000円加えた額

〇料金　20・25・30・35・40・45・50・55・60・65歳　無料
　　　　21歳以上…1,200円　70歳以上…700円　（年齢はすべて令和3年3月31日時点です）
　　　　※農協女性部に加入の方は、600円の助成があります。　　　

１１月２５日（水）

北郷保健センター

西郷健康管理センター

南郷保健センター

  9：00～9：30

10：30～11：00

13：30～14：00

日　程 　　受付時間 会　場

【お問合せ】 健康福祉課　６６－３６１０

ＨＰＶ検査について

不妊専門相談センター　「ウイング」
・相談時間 9：30～ 15：30・メールアドレス wing@pref.miyazaki.lg.jp
・専用電話 中央保健所　0985-28-2668　月曜日～金曜日

※町の不妊治療費助成事業については、健康福祉課保健師へお問い合わせください。
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写真提供
・名　　前　rocky_wood_job
・撮影場所　北郷宇納間小鹿地区

写真提供
・名　　前　rocky_wood_job
・撮影場所　北郷宇納間小鹿地区

※この記事は、ご家族の意向を確認し掲載しております。 

誕生おめでとうございます ９月受付分
の出生届

8月27日生　春山湊詩さん【北郷宇納間】　父：佳毅さん　母：夏佳さん

8月29日生　桑津頼仁さん【西郷田代】　　父：紀大さん　母：絵莉香さん

9月  6日生　甲斐光峨さん【北郷宇納間】 　父：史浩さん　母：祐美さん

そら    

らいと    

こうが    

見事に引き当てました！

令和２年10月１日現在（現住人口による）
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美郷町の人口

豊かな森林資源を活かした「香りビジネス」の
創出プロジェクトが始動！！
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　町の森林に多く眠る「クロモジ」や「ヒノキ」、摘果された「キンカン」などを原材料とした精油（エッセンシ
ャルオイル）を精製し、商品開発を進め、それによって地域振興を図るアロマプロジェクトが始動しました。
　地元企業や社会福祉協議会、観光協会、高齢者や主婦、保育士などこのプロジェクトに賛同する有志で「み
さとの森活性化協議会」を立ち上げ、定期的にアロマ講習や試作品の開発研究を進めています。
　現在、協議会のメンバーは、アロマ製品を安全に取り扱ったり、アロマの良さや特徴を皆に伝えるための
知識を得るためにアロマ検定2級の取得に向けて頑張っています。また、町内の森林に多く自生する「クロモ
ジ」を採取し、水蒸気蒸留の実験を重ねています。
　このプロジェクトは国の補助を受けて今年度から3か年をかけて取り組むこととなっており、開発した商
品のブランド化、販路開拓をおこない、新たな美郷町の特産品とする事を目標としています。
 また、国の補助でまかなえない部分の財源として、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを
実施中です。この寄付に関しては、ふるさと納税制度を活用してますので、町内の方々に関しては対象外とな
っていますが、町民の皆さまにおかれましては、町外の方々に広く周知していただけると幸いです。
　今後、随時プロジェクトの進捗状況に関して広報誌に掲載をさせていただきます。皆様のご支援をよろし
くお願いいたします。

【お問合せ】 みさとの森活性化協議会事務局（政策推進室内）　６２－６２０３

美郷町　楽天ふるさと納税　クラウドファンディング 検 索←

リモートによるアロマ講座。勉強にも
熱が入ります。

採取してきた「クロモジ」を福祉工房
「ゆめたまご」の皆さん方をはじめと
する方々で選り分け作業を行います。

アロマで美郷町を盛り上げていきま
す！楽しみながら頑張ります！！

エッセンシャルオイルを
精製する水蒸気蒸留装
置です。まるで理科の実
験器具みたいです。

　日向地区リトルサッカーリーグ（年間１１チーム総当たりリーグ
戦）は、この程、最終節を迎え、フォレストＦＣが７勝２敗１分けで
年間３位の成績を収めました。
　フォレストＦＣは、今年４月から少年サッカーを通じて広域的な
交流を深めるため、日向市東郷（東郷キッカーズJr）、美郷町（FC北
郷）、諸塚村（諸塚少年サッカークラブ）の合同チームとして誕生しま
した。当初は、新型コロナウィルス感染症対策により、例年のような活動ができませんでしたが、限られた合同
練習や練習試合の中でチームワークを磨き、見事、年間３位となりました。
　今後、更なる活躍を期待します。

フォレストＦＣ年間成績3位！！
日向地区リトルサッカーリーグ1部
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