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令和 2年 12月 15日号                                  【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

年末年始のごみ収集について 

１ 年末年始の収集について 

ごみの種類 収集対象地区 年末最終日 年始開始日 

燃やせるごみ 

花堂、蒲牟田、北狭野、 

南狭野、祓川、湯之元、 

中平、並木、小塚、常盤台、

西広原、上広原、下広原 

12 月 28 日（月） １月４日（月） 

上後川内、下後川内、川平、

上麓、下麓、出口、鹿児山 
12 月 29 日（火） １月５日（火） 

廃プラ 町内全域 12 月 30 日（水） １月 13日（水） 

燃やせないごみ 町内全域 
下記「３」に記

載のとおり 
１月６日（水） 

 

２ 古紙リサイクルの年末収集（特設）について 

（１）日 時 令和２年 12月 30 日（水） ８：30～16：00 

（２）場 所 役場東側駐車場  

※通常のごみ集積所には搬出しないでください。 

（３）その他 新聞紙、雑誌類、段ボールを種類ごとに分別し、縛って搬出して 

      ください。 

 

３ 霧島美化センターの年末稼働日について 

（１）稼働日 令和２年 12月 29 日（火）、30日（水）  

８：30～12：00、13：00～16：00 

※年始は、１月４日（月）から通常どおり稼働します。 

（２）種 類 燃やせないごみ、粗大ごみ、リサイクル品 

（３）その他 燃やせるごみ、廃プラ、古紙類、有害ごみ、その他のごみは搬出 

      できませんので御了承ください。 

       燃やせないごみの搬出は、令和２年 12月 29日、30日に限りま 

      す。 

       燃やせないごみは、「町指定のごみ袋」で搬出してください。 

       「ごみ分別豆辞典」に従い、分別されたもののみを搬出してくだ 

      さい。 

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067 
 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №63 
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固定資産税に係る償却資産の申告について 
個人、法人を問わず、商工業や農業、サービス業などの事業を営んでいる人が、

その事業のために所有している構築物や機械、工具・備品などの資産を「償却資

産」といい、固定資産税の課税対象となります。 

毎年１月１日現在で償却資産を所有されている方は、地方税法第 383 条の規

定に基づき、高原町役場に申告をしなければなりません。 

 新規事業者につきましては、償却資産の申告書を役場税務課に準備しておりま

すので、御記入していただき、令和３年２月１日（月）までに申告書を御提出く

ださい。また、令和２年度に償却資産申告書を提出された方につきましては、税

務課から申告書を郵送いたしますので、資産の増減を御記入の上、御提出くださ

い。 

 

○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事

業収入が減少した中小事業者に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却

資産に係る固定資産税の負担を軽減します。必要書類につきましては、下記の

とおりになりますので、償却資産申告書に添えて御提出ください。 

また減免の詳細は高原町ホームページに掲載されておりますので御確認くだ

さい。 

軽減率 
令和２年（2020年）２月～１０月までの任意の連続する

３ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 
軽減率 

５０％以上 全額 

３０％～５０％未満 ２分の１ 

●必要書類 

①申告書（認定支援機関の確認印が押印されたもの） 

②収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど） 

申告方法や詳細について不明な点がありましたら、 

下記まで御相談ください。 

問 税務課 担当：東 康太（ひがし こうた）☎0984-42-2113 
 

非常勤医師の着任について 

 新年から、新たに整形外科の医師が着任されます。今後とも地域に密着した 

医療を提供するために、医師の確保に努めてまいります。 

 

氏 名：柴野 惠介（しばの けいすけ）先生 

診療科：整形外科 

診療日：毎週水曜日、金曜日 

問 
国民健康保険高原病院 事務室 担当：花牟禮 秀隆（はなむれ ひでたか） 

☎0984-42-1022 
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高病原性鳥インフルエンザの発生における消石灰の配布について 

 令和２年１２月１日(火)から令和２年１２月７日(月)にかけて宮崎県内の養

鶏場から高病原性鳥インフルエンザの発生が５例確認されました。 

 感染防止拡大のため、愛玩鶏を飼育されている方々にも感染防止拡大のため御

協力頂きたいと思っております。 

 そこで下記のとおり、愛玩鶏を飼育されている方を対象に消石灰の配布を実施

しますのでお知らせします。 

 

１ 日 時 令和 2年 12月 21日(月)～令和 2年 12月 22日(火) 

        午前 9時 00分～午後 3時 00分まで 

 

２ 場 所 高原町役場裏駐車場 

 

３ 配 布 物 消石灰 1袋(20ｋｇ) 

 

４ 配布対象者 愛玩鶏等を飼養しており、令和２年２月実施の頭羽数調査で、 

報告をされていない方 

        ※令和 2年 12月 12 日(土)に配布した方々は対象外です。 

        御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

 

     ＜消石灰を散布する場合の注意点＞ 

    １㎡当たり、消石灰１kg を目安に散布しましょう。 

    ※人体に害を与える場合がある為、散布する時は、 

      風向き等も考慮しましょう。  

       保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用して 

      取り扱って下さい。 

 

５ 【鳥を飼う上でのお願い】 

①防鳥ネット等を設置し、鳥小屋への野鳥等の侵入を防ぎましょう。 

○野鳥等の鳥小屋への侵入及びエサ箱・水飲み場への接近防止に努めて下さ

い。 

②鳥の飲み水に池・湖の水を使わないことに努めて下さい。 

○鳥の飲み水には出来る限り水道水を使いましょう。 

③日常の観察を十分に行い、早期発見に努めて下さい。 

○鳥の異常状態について 

・続けて鳥が死亡する。 

・首が曲がる、うずくまって動かない。 

・呼吸をするときに異常音がする。 

・何日も餌を食べない、又は下痢をする。 
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④鳥小屋の衛生的な管理に努めて下さい。 

○鳥小屋は適宜清掃し、鳥小屋の周囲も整頓しておきましょう。 

⑤鳥の世話をした後は、手洗い・うがいに努めて下さい。 

○鳥は人の病気の原因となる病原体を持っていることもあります。 

 

■飼っている鳥に異常が見られた場合は、直ちに都城家畜保健衛生所（0986－

62－5151）又は高原町農畜産振興課（0984－42－5132）に御連絡下さい。 

■死亡野鳥を見つけた場合は、高原町農政林務課（0984－42－5134）に御連絡

ください。 

問 農畜産振興課 担当：柴内 雅史（しばうち まさし）☎0984-42-5132 
 

寒くなったら水道管凍結にご注意ください 
気温が氷点下になると、水道管内の水が凍結して、水が出なくなったり、水道

管が破裂して漏水する場合があります。 

★こんな場合は特に注意が必要です 

・最低気温が－４℃以下になるとき 

・家を留守にするなど、長時間水道を使用しないとき 

・建物の外壁際などに露出している水道管 

★凍結を防止するには 

・水道管内の水を排水できる場合は、あらかじめ排水しておく。 

・水道管にタオル等を巻き付け、直接外気に触れないようにする。 

★凍結して水が出なくなった場合 

・凍結したところにタオルなどを巻き付けて、その上からぬるま湯をゆっく 

りとかける。熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。 

・自然に溶けるまで待つ。 

★水道管が凍結して破損・漏水した場合 

・元栓を閉めて水を止め、水道会社に修理を依頼してください。 

問 建設水道課 担当：古川 潤二（ふるかわ じゅんじ）☎0984-42-4960 
 

年末年始の交通安全について 
 １２月は飲酒運転根絶強化月間となっておりますが、宮崎県内で交通死亡・重

体事故が相次いでおり、先日も小林警察署管内にて道路横断中の女性が車にはね

られ亡くなるという交通死亡事故が発生しました。 

 これから年末年始に向けて、人や車の動きが活発になり交通量が多くなりま

す。交通事故には十分注意し、交通安全に努めましょう。 

 

 ＜ドライバーの皆さん＞ 

◆横断歩道付近では減速をして、横断歩行者がいないか安全確認を必ず行いま 

しょう！ 

◆十分な車間距離をとりましょう！ 
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◆あせりは禁物です。時間にゆとりをもって安全運転に努めましょう！ 

◆漫然運転は非常に危険です。ハンドルを持つときは、緊張感をもって運転し 

ましょう！ 

＜歩行者の皆さん＞  

◆道路を横断する時は必ず横断歩道を渡りましょう！ 

 ◆夜間に道路を歩くときは、できるだけ明るい服装を着て、反射材を身につけ 

ましょう！ 

 

問 総務課 担当：石山 拓磨（いしやま たくま）☎0984-42-2112 
 

 

イベント等の延期・中止等のお知らせ 
 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等の態度決定は下表を御確

認ください。 

開 催 日 行 事 等 名 態度決定 主 催 

12月 16日(水) 行政相談 中止 総務課行政係 

12月 20日(日) 

高原町スポーツ少年団交流大

会 
中止 

高原町スポーツ 

少年団 

たかはるよりどり交流市 中止 
高原よりどり交流

市運営協議会 

1月 11日（月） 
第 11回宮崎県市町村対抗駅伝

競走大会 
中止 

（一財）宮崎陸上

競技協会、宮崎日

日新聞社ほか 

1月 17日（日） たかはるよりどり交流市 中止 
高原よりどり交流

市運営協議会 

2月 7日（日） 第 75回南九州駅伝競走大会 中止 
都城市、都城市教

育委員会ほか 

2月 11日（木） 第８回日本発祥地まつり 中止 
日本発祥地まつり

実行委員会 
 

問 総務課 担当：横田 秀二（よこた しゅうじ）☎0984-42-2112 


