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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和３年９月２１日時点 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,459人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,949人 

１回目接種 ５,５１３人 ３,３７９人 ６５．１７％ ８５．５７％ 

２回目接種 ４,６４９人 ３,１７９人 ５４．９６％ ８０．５０％ 

問 ほほえみ館 担当：釜 眞由美（かま まゆみ）☎0984-42-4820 
 

令和３年度高原町職員（薬剤師）採用試験について 
●募集内容等 

１ 職種及び採用予定人員 

薬剤師（１名） 

２ 受験資格等 

昭和 42年４月２日以降生まれで、現に薬剤師の免許を有する者 

●試験内容 

 書類選考後、面接（人物）試験を実施します。 

●試験期日等 

 申込者へ別途通知します。 

●実施要領・申込用紙等の配布 

１ 配布期間 

   令和３年 10月１日（金）から 

２ 配布場所 

高原町役場総務課（郵送対応します） 

●採用予定日 

合格者は採用候補者名簿に登載され、随時採用されます。 

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

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※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 №82 
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集団健（検）診のお申込みについて 
 今年度の集団健（検）診も残すところ、あと２回となりました。新型コロナウ

イルス感染症が気になり受診を控えている方もいらっしゃるかもし

れませんが、健診会場では感染予防策に努めています。 

御自身の健康状態を知るため、年に１回の健（検）診を受診しま

しょう。 

新型コロナウイルス感染症の感染予防策として受付人数を制限しています。 

なお、当日飛込受診はできませんので、必ず期限までにお申込みください。 
 
◎集団健（検）診については「令和３年度 高原町健（検）診案内（A3）」とあわせて

御確認ください。 

〇健診を受診する際の注意点について 

 ・特定健康診査、長寿健康診査、わけもん健診、簡易人間ドックのうち１つの

みです。重複受診が確認された場合は、後日町より健診費用を請求いたしま

す。 

 ・個別で特定健康診査、長寿健康診査を受診する際は受診券が必要となりま

す。お手元にない方は、再交付いたしますので、ほほえみ館健康づくり推進

係へ御連絡ください。 

 ・令和３年度途中に 75 歳になられる方には、別途長寿健康診査受診券を送付

します。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により変更が生じる場合がございます

ので、御了承ください。 
 

「健康づくり条例」制定のまち 高原町 

「スマートウェルネスシティ」推進を目指すまち 高原町 

健診種別 内 容 

特定健康診査 

長寿健康診査 

わけもん健診 

大腸がん検診 

前立腺がん検診 

肝炎ウイルス検診 

体制 開 催 日 会 場 申 込 期 限 

集団 

令和３年１１月 ７日（日） 
ほほえみ館 

令和３年10月22日（金） 

令和４年 １月 23日（日） 令和４年 １月 7日（金） 

ほほえみ館 健康づくり推進係までお申込みください。 

個別 
特定・長寿は受診券が必要です。有効期限：令和４年１月末まで。   

実施医療機関は受診券の裏面を御確認ください。 

各 

種 

が

ん 

検

診 

胃がん検診 個別 令和３年度 高原町健（検）診案内（A3）を御参照ください。 

子宮がん検診 

乳がん検診 

集団 令和４年 １月 25日（火） 

個別 
御希望の方は、「令和 3 年度 高原町健（検）診案内（裏面）」にあ

る、実施医療機関を御参照ください。 

肺がん CT検診 集団 令和４年 ２月 15日（火） 

結核検診 集団 
11 月に第２回目を予定しております。なお、対象の方には別途受

診券を送付いたします。 

問  ほほえみ館 担当：広池 加奈子（ひろいけ かなこ）☎0984-42-4820 
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インフルエンザ予防接種について 
 国民健康保険高原病院より、インフルエンザ予防接種について、下記のとおり

お知らせします。 

 

１ 開始日  令和３年 10月４日（月）より 

２ 料 金  ３，５００円（65歳未満の方） 

      ※65 歳以上の高齢者等で予防接種助成のある方等は、ほほえみ館

健康づくり推進係からの案内のとおりの料金です。 

３ 予 約  予約は必要ありません。 

      （ワクチンの数に限りがありますので、予め御了承ください。） 

４ 対象者  高校生以上の方（高校生は保護者同伴となります。） 

問 国民健康保険高原病院 事務室 担当：田原 雄太郎（たはら ゆうたろう） 

☎0984-42-1022 
 

フロンガスを使用している小型家電製品の処分について 
高原町では、フロンガスを使用している小型家電製品を処分することが 

できません。 

家庭用の除湿機や冷風機、冷水機、製氷機、除湿機能付き空気清浄機などには、

冷媒にフロンガスが使用されているものがありますので、下記のいずれかの方法

で処分してくださるようお願いします。 

１ 処分方法 

(1) 販売店に相談する。 

(2) フロンガス回収業者に依頼してフロンガスをぬいた後、フロン回収証明書

の写しを付けて、霧島美化センターに直接持ち込む。（その際は電気コード

を切って持ち込む。） 

   近隣のフロンガス回収業者（有料） 

（有）旭冷機 ０９８４－４２－４４９０（高原町広原） 

（有）安藤冷凍設備 ０９８４－２３－４００２（小林市真方） 

(3) リサイクルショップに相談する。 

２ フロンガスの有無の見分け方 

  機器の側面又は背面に貼付してある銘板や取扱説明書の仕様書等を御確認く

ださい。 

  銘板（ラベル）に、冷媒、フロンガス、R-〇〇、HFC-〇〇、HCFC‐〇〇、CFC-

〇〇〇等と記載される例が多いです。 

どうしても分からない場合は、製造会社にお問い合わせください。 

なお、家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥

機）は、上記の処分方法とは異なりますので、高原町ごみ分別豆辞典を御確認

ください。 

 

問 町民福祉課 担当：海老原 俊一郎（えびはら  しゅんいちろう）   

☎0984-42-1067 
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保育士を目指す方を応援 

宮崎県保育士支援センター 
宮崎県保育士支援センターでは、保育の現場で働きたい方への保育所等の採用

情報の御提供、就職に関する様々な相談を行い、保育の現場と連携し、就職サポ
ートをいたします。 
既に高原町内の施設もいくつか登録されていますので、保育職に御興味のある

方や復職をお考えの方は是非チェックしてみてください。 
●問い合わせ先 

宮崎県保育士支援センター 

宮崎県宮崎市江平西 1-5-11           ホームページＱＲコード → 

江平ビル 105号（NPO法人みやざき子ども文化センター内）  

電話 080-3229-3243  

 

保育士修学資金貸付等事業 

 指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金

を貸付け、これらの修学を容易にすることにより、質の高い保育士を養成し確保

するための制度です。 

養成施設卒業後 1年以内に保育士登録を行い、宮崎県内において５年間（過疎

地域については３年間※高原町の場合であれば３年間）継続して児童の保護等に

従事した場合などは返済が全額免除になります。詳細は宮崎県社会福祉協議会の

ホームページをチェックしてください。 

貸付期間：原則、最大２年間 

貸与額：修学資金（月額）50,000円以内 

     入学準備金（貸付けの初回 加算 ）200,000円以内 

     就職準備金（卒業時の加算）200,000円以内 

貸付利子：無利子 
●問い合わせ先 

宮崎県保育士支援センター    ホームページＱＲコード→ 

宮崎県宮崎市江平西 1-5-11  

江平ビル 105号（NPO法人みやざき子ども文化センター内）  

電話 080-3229-3243  

問 町民福祉課 担当：古川 一将（ふるかわ かずまさ）☎0984-42-1067 
 

たかはるよりどり交流市 中止について 
 標記について、新型コロナウイルス感染拡大等を考慮し中止となりました。 

下記の内容を御確認ください。 

１ 期  日 令和３年 10月 17日（日）中止 

２ 場  所 高原町中央商店街 

３ そ の 他 ・11月以降の開催については、決定次第お知らせいたします。 

問 産業創生課 担当：平部 真也（ひらべ しんや）☎0984-42-2128 
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農業用廃プラスチック処理費助成について 

農業用ビニール、農業用ポリフィルム処理の負担を軽減するため、下記回収日

に助成を行います。 

対象回収日 回収場所 対象廃プラ部類及び助成費 

10 月６日・20 日 

11月 10日・24日 

12 月８日・22 日 

 

 

ＪＡこばやし 

出口集荷場 

農業用ビニール関係 農業用ポリフィルム関係 

農業用ビニール 白ポリ、黒ポリ、マルチ、

肥料袋、乾牧草ラップ等 

11 円/㎏→７円/㎏ 

（助成費４円/㎏） 

33 円/㎏→26 円/㎏ 

（助成費７円/㎏） 

※12月 22日の回収は午後も実施します。 

 

問  農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
 

宮崎県防災救急航空隊と高原分遣所との合同訓練について 
 西諸広域消防本部中央消防署高原分遣所にて、毎年発生している山岳遭難事故

等において捜索、救助に有効な手段となる防災ヘリコプターとの合同訓練が開催

されます。 

 当日は、高原町総合運動公園と高千穂峰頂上付近をヘリコプターが複数回往復

いたします。これは、訓練であり、実際の救助や、事故その他災害が発生したも

のではありません。ヘリコプターの通過する音等が周辺で聞こえることとなりま

すが、町民の皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

訓練日時：令和３年 10月 15日（金）午前８時から正午まで 

     ※悪天候または新型コロナウイルスの蔓延状況によっては中止 

訓練場所：高千穂峰山頂付近及び高原町総合運動公園 

参加機関：宮崎県防災救急航空隊、中央消防署高原分遣所 

訓練内容：高千穂峰での隊員投入及び傷病者収容訓練 

訓練参観：可能（ヘリコプターの予定行程は、以下のとおりです。） 

     訓練を参観する際には、訓練に影響のない範囲でお願いいたします。 

９：45総合運動公園イベント広場（着陸） 

９：50総合運動公園イベント広場（離陸） 

10：09総合運動公園イベント広場（着陸） 

10：15総合運動公園イベント広場（離陸） 

10：59総合運動公園イベント広場（着陸） 

着陸後エンジン停止し機体展示（約 30分） 

問 総務課危機管理係 担当：江南 智玄（こうなん ともはる）☎0984-42-2112 
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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る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 

10月 10日(日) 霧島登山マラソン 中止 
霧島登山マラソン実

行委員会 

10月 17日(日) 

第 43回高原町自治公民館

連絡協議会レクリエーシ

ョン大会 

中止 
高原町自治公民館連

絡協議会 

たかはるよりどり交流市 中止 
たかはるよりどり交

流市運営協議会 

10月 23日(土) 

・24日(日) 
神武の里たかはるまつり 中止 

神武の里たかはる秋

まつり実行委員会 

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 

 

高原町メールサービスの登録の御案内 
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、ＱＲコードを読み取

ってください。 

災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/













































