ＴＡＫＡＨＡＲＵ
役場からのおしらせ
No.18

平成 31 年２月１日号
発行：総務課行政係 TEL:42-2112
※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。
※本紙は、町ホームページからもダウンロードできます。
http://www.town.takaharu.lg.jp

祝日のごみ収集について
●収 集 日
●収集区分
●収集地区
●そ の 他

平成31年２月11日（月） 建国記念の日
燃やせるごみのみ （古紙リサイクルは、排出しないでください。）
花堂区、蒲牟田区、北狭野区、南狭野区、祓川区、湯之元区、中平区、西広原区、
上広原区、下広原区、並木区、小塚区、常盤台区
収集日当日は、午前８時 30 分までにごみ集積所に出してください。
お問い合わせ先：町民福祉課（担当：山路 昌志（やまじ
ＴＥＬ：０９８４－42－１０６７
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まさし）
）

平成 31 年度 交通災害共済加入について

「交通災害共済」とは、交通事故で怪我をしたり、万が一の場合などに、見舞金をお支払い
する相互扶助の制度です。加入希望される方は、以下のとおり、お申込みくださいますようお
願いいたします。
●申込期間
平成 31 年２月１日（金）～平成 31 年３月 29 日（金）※土日祝日除く
なお、４月１日以降の申込は郵便局のみで可能となります。
●共済期間
平成 31 年４月１日（月）～平成 32 年３月 31 日（火）
●申込場所
郵便局窓口又は、高原町役場総務課行政係（庁舎２階）
●加入できる方 （１）加入申込時点で高原町に住民登録または外国人登録されている方
（２）就学（学生）のため一時的に転出されている方
●掛
金
加入者１人につき５００円
●申込方法
加入申込書（別途回覧）に必要事項を御記入のうえ、人数分の掛金を添えて、上
記申込場所にて加入手続きを行ってください。
●そ の 他
申込用紙が不足する場合や紛失された場合は、区長又は役場総務課行政係まで
お申出ください。
お問い合わせ先：総務課（担当：古川 一将（ふるかわ

かずまさ））

ＴＥＬ：０９８４－42－２１１２
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今年度最後の乳がん集団検診募集について

高齢化社会の今日、２人に１人が生涯において一度はがんにかかると推計されており、がんは
誰でもかかる可能性のある病気であると言えます。
その中でも乳がんは女性に一番多いがんで、40 歳～50 歳代をピークに発症や死亡が増加して
おり、日本人女性の 11 人に１人くらいが生涯で乳がんにかかる危険があります。
今年度最後の乳がん集団検診を実施します。今年度、まだ受診されていない方は、ぜひこの機
会に受診ください。
次ページへ続く

●日

時

●場
所
●検査内容
●検 診 料
●申込方法
●対 象 者

平成 31 年２月 26 日（火）
①11：00～11：30 ②11：30～12：00 ③13：00～13：30 ④13：30～14：00
⑤14：00～14：30 ⑥14：30～15：00 ⑦15：00～15：30 ⑧15：30～16：00
※30 分で５人の検査となります。満員となり次第、受付終了します。
ほほえみ館多目的室
マンモグラフィ検査・エコー検査
８，６４０円（個人負担金２，５００円）
２月 15 日までにほほえみ館健康づくり推進係へお電話ください。42－４８２０
生

年

月

日

年齢

生

年

月

日

年齢

S63.4.2～H1.4.1

30

S29.4.2～S30.4.1

64

S57.4.2～S58.4.1

36

S27.4.2～S28.4.1

66

S53.4.2～S54.4.1

40

S25.4.2～S26.4.1

68

S51.4.2～S52.4.1

42

S23.4.2～S24.4.1

70

S49.4.2～S50.4.1

44

S21.4.2～S22.4.1

72

S47.4.2～S48.4.1

46

S19.4.2～S20.4.1

74

S45.4.2～S46.4.1

48

S17.4.2～S18.4.1

76

S43.4.2～S44.4.1

50

S15.4.2～S16.4.1

78

S41.4.2～S42.4.1

52

S13.4.2～S14.4.1

80

S39.4.2～S40.4.1

54

S11.4.2～S12.4.1

82

S37.4.2～S38.4.1

56

S9.4.2～S10.4.1

84

S35.4.2～S36.4.1

58

S7.4.2～S8.4.1

86

S33.4.2～S34.4.1

60

S5.4.2～S6.4.1

88

S31.4.2～S32.4.1

62

S3.4.2～S4.4.1

90

お問い合わせ先：ほほえみ館 担当：
（長友 和代（ながとも
ＴＥＬ：０９８４－42－４８２０
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かずよ）
）

高原町健康づくり推進条例（案）への意見募集について

高原町議会では、健康課題への対応を全町体制で取り組むために、「高原町健康づくり推進条
例」の策定を進めてまいりました。これまで住民アンケートや先進地調査などを実施し、「高原
町活性化対策特別委員会」において、条例の内容検討を進めてまいりました。
この度、条例（案）を作成しましたので、この案に対する御意見を募集します。
●資料の閲覧方法 ・窓口での閲覧（役場住民係窓口、中央公民館、ほほえみ館、町立病院）
・町ホームページでの閲覧
※議会事務局に御連絡いただければ郵送での対応もいたします。
●意見の提出方法 ・所定の意見等記入用紙に氏名、住所、御連絡先を記載（必須）して提出し
てください。（郵便、ＦＡＸ、電子メール、直接持参）
・提出先 高原町議会事務局
●意見募集期間
・平成 31 年２月１日（金）～２月 28 日（木）※郵送の場合は、当日必着。
●御意見の取扱いと結果の公表について
・お寄せいただいた御意見は、条例（案）の最終的な決定と条例の実施にあたっての参考とさ
せていただきます。また、御意見に対する町の考え方とともに公表いたします。
・お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は行いません。
・指定する様式に記載していただいた個人情報は、適正に管理し、この意見募集の目的以外に
は使用しません。また、意見募集の結果の公表の際には、住所や氏名などの個人情報は公表い
たしません。
お問い合わせ先：議会事務局（担当：平
ＴＥＬ：０９８４－42－５１３８

真樹（たいら

まさき））
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高原町男女共同参画基本計画改訂版（案）への意見募集について

高原町では、性別に関わりなく、町民一人ひとりが、個人として尊重
され、その個性と能力を十分に発揮し、喜びと責任を分かち合うことが
できる男女共同参画社会の実現に向けて、総合的・計画的に進めるため、
平成 31 年度から 35 年度を計画期間とする「高原町男女共同参画基本
計画改訂版」の策定に取り組んでおります。今回、案がまとまりました
ので、町民の皆様の御意見を伺います。
●資料の閲覧方法
（１）役場庁舎内（庁舎１階、庁舎２階まちづくり推進課）での閲覧
（２）ほほえみ館、中央公民館での閲覧
（３）町ホームページによる閲覧
●意見の募集期間
平成 31 年２月１日（金）～平成 31 年２月 28 日（木）《必着》
●意見の提出方法
意見等記入用紙（様式１）に計画案への御意見と住所・氏名・連絡先を必ず記載いただき、
①郵送、②ＦＡＸ、③電子メール、④直接持参のいずれかの方法により、まちづくり推進課に
御提出ください。
お問い合わせ先：まちづくり推進課（担当：瀬戸 皓太（せと こうた））
ＴＥＬ：０９８４－42－２１１５
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農業用ハウス強靭化緊急対策事業（国庫事業）の要望受付について

平成 30 年の豪雨、台風被害の多発と被害拡大を踏まえ、老朽化等により十分な耐候性がなく、
対策が必要な農業用ハウスについて、補強や防風ネットの設置、保守管理を支援します。
つきましては、下記の期間内に必要書類を持参の上、お越しください。
●補助対象となる補強や保守管理の例
補強
保守管理
筋交いや方丈による補強、タイバーやＸ型の 老朽化した留め金具の交換、パイプのサビ取
斜材による補強、根がらみによる補強、中柱 りやサビ止め、フィルム破れのテープによる
による補強、妻面等へのパイプの追加、引っ 補修（２～３年程度で張り替えを行うフィル
張り資材、支え棒の追加、防風のためのネッ ムは対象外）
ト等の設置
※既存のフィルムの張り替えやパイプ等の
交換は対象外
●補助対象となる要件
・対象ハウスが園芸施設共済または民間の建物共済や損害補償保険等に加入すること。
・助成対象ハウスについて、今後 10 年以上の利用が見込まれること。
●補助率 補助対象経費の１/２以内
●御持参いただくもの
・認めの印鑑
・農業用ハウスの補強・保守管理にかかる資材等の３社以上からの見積書（施工費含む）
・園芸施設共済等に加入済みの方は加入が確認できるもの
●受付期間及び受付場所
受付期間：平成 31 年２月１日（金）～15 日（金）８：00～17：00
受付場所：高原町役場 ２階 農政畜産課 農産園芸係
※お申込は事業への採択を保障するものではありませんので、御理解をお願いします。
お問い合わせ先：農政畜産課（担当：中別府
ＴＥＬ：０９８４－42－５１３２

宏貴（なかべっぷ

ひろき）
）
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●日
●場

２月のたかはるよりどり交流市について
時
所

●イベント

平成 31 年２月 17 日（日）午前８時 30 分～11 時 00 分
高原町中央商店街
・朝イチ得トク抽選会
・椎茸コマ打ち体験（先着１００名様）
※コマ打ちした原木は、お持ち帰りいただけます。
・たかはるおでかけスタンプラリー抽選会
※スタンプ１個から参加可能。10 時に抽選受付締め切りとなります。
お問い合わせ先：まちづくり推進課（担当：中川
ＴＥＬ：０９８４－42－２１１５

裕佳（なかがわ

ゆか））

宮崎県防災・防犯メール情報サービスの登録について
県では、火災情報や避難勧告等の防災情報、台風や地震等の自然災害情報、防犯情報等をメール
で受け取ることができる「宮崎県防災・防犯メール情報サービス」の登録を推進しています。
●登録方法
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メール（件名
や本文のない電子メール）を送信すると、仮登録確認メールが届き、受信
したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されていますのでそちらをクリック
ＱＲコード
して、本登録ページに接続して、案内に従って登録してください。
バーコード読み取り機能を使用する場合は、右上のＱＲコードを読み取ってください。

bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp
●災害情報、避難勧告等を迅速に町民の皆様に伝達手段として、各携帯事業者が提供する「エリ
アメール」や「緊急速報メール」もあります。
対応機種・設定方法は各事業者のホームページを御覧ください。
お問い合わせ先：総務課（担当：江田
ＴＥＬ：０９８４－42－２１１２

雅宏（えだ

まさひろ））

