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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 10月 11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 ６,８４５人 ３,４６９人 ８０．９２％ ８７．８５％ 

２回目接種 ５,７２７人 ３,２８０人 ６７．７０％ ８３．０６％ 

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

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ 

町では、新型コロナウイルスワクチン接種事業を進めているところであります

が、町民の皆様の御協力により２回目までの接種が進んだことを受け、11月以降

の予約枠を縮小します。 

ワクチン接種を希望される方全員の接種を 11 月末までに完了するため、接種

を希望される方は、10月 29日（金）までに下記へ御予約ください。 

なお、国の定める実施期間中に 12歳になる方につきましては、12歳の誕生月

の翌月に、接種券を送付しますので、接種券が届いたら御予約ください。 
 

＜新型コロナウイルスワクチン接種の申し込み・問い合わせ先＞ 

高原町新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター 

電話：０９８４－４２－２２５１（月～金９：００～１７：００土日祝除く） 
 

今後、国及び県の動向に基づき、実施内容が変更となる場合があります。その

際は、随時お知らせいたします。 

また、この予防接種は強制ではありません。職場や周りの人に接種を強制した

り、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないようにお願いしま

す。 

問 ほほえみ館 担当：岸元 あずさ（きしもと あずさ）☎0984-42-4820 

※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 №83 
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飲食店における新型コロナ対策認証制度（ひなた飲食店認証制度）

について 
 「ひなた飲食店認証制度」とは、利用者が安心して飲食を楽しむことができる

環境を整備することを目的として、県が定めた基準に沿って感染予防対策を実施

している飲食店事業者を県が確認して認証する制度です。認証を取得される飲食

店は、「支援資機材の支給」と「換気設備設置補助」を受けることができます。 

詳しくは、宮崎県のホームページを御覧ください。 

 

検索方法  

１ インターネットの検索画面で、「ひなた飲食店認証制度」と入力 

２ 検索画面の上位に表示される、「飲食店における新型コロナ対策認証制度（ひ 

なた飲食店認証制度）について」をクリック 

 

お問い合わせ先 

飲食店認証サポートセンター 

電話：0985－41－8853（平日 午前 10時から午後４時） 

 

問 産業創生課 担当：平部 真也（ひらべ しんや）☎0984-42-2128 
 

衆議院議員総選挙投票日等のお知らせ 
◎投票日当日について 

 ●投 票 日 令和３年 10月 31日（日） 

 ●投票時間 午前７時から午後６時 

 ●投票場所 町内 17箇所の投票所 

 ●防災行政無線放送 

   投票日当日は午前 10 時、午後３時に防災行政無線にて投票日等のお知ら

せを行います。 

 ●入場券の発送 

   入場券は令和３年 10月 14日（木）に発送しています。 

   当日、入場券を忘れた場合は、投票所で氏名、住所、生年月日等を確認の

うえ投票できます。 

 

◎期日前投票制度について 

 ●投票日当日に御都合のつかない方は、期日前投票制度を御利用ください。 

 ●期日前投票のできる期間 

   令和３年 10月 20日（水）から令和３年 10月 30日（土） 

 ●期日前投票時間 

   午前８時 30分から午後８時 

 ●期日前投票場所 
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   高原町役場１階第２会議室（高原町民体育館分館側入口 建設水道課前） 

 ●期日前投票用紙請求書兼宣誓書 

   入場券の裏面に掲載の様式を記入のうえ持参いただくと受付が通常より

早く終わります。 

 

問 選挙管理委員会 担当：眞方 康孝（まがた やすたか）☎0984-42-2112 
 

高原町観光施設等の指定管理者募集について 
 高原町観光施設等（高原町林業野外活動施設、皇子原公園、御池キャンプ村）

の管理運営について、令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの間、管理

運営を行っていただく指定管理者を募集します。 

公募の詳細につきましては、高原町ホームページを御覧ください。 

 

●応募期間 令和３年 10月 15日（金）から 11月５日（金）まで 

午前８時 30分から午後５時（土・日・祝祭日は除く） 

●募集要項及び申請書等 

 高原町ホームページからダウンロードしてください。 

●提出先  高原町役場産業創生課 産業観光係 

問 産業創生課 担当：中原圭一郎（なかはら けいいちろう） 

德井美由希（とくい みゆき）☎0984-42-2128 
 

にしもろ基幹相談支援センターについて 
 令和３年 10 月より、西諸圏域（高原町、小林市、えびの市）で、障がいのあ

る方やその家族が、住み慣れた地域で安心して生活することができるように各種

相談や情報提供などの支援を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役

割を担う機関として 「にしもろ基幹相談支援センター」を設置しました。 

障がいのある方及びその御家族、地域の方々、日頃より支援をされている相談

員や支援員等の相談ごと・困りごとに対して、専門スタッフが対応します。 

相談は、センターでの窓口相談のほか、自宅訪問や電話、メールでも受け付け

ます。今後は、西諸管内の巡回相談も実施しますので、お気軽に御相談ください。 

 

◆にしもろ基幹相談支援センター 

【開所日等】月曜日～金曜日 午前８時 30分～午後５時 15分まで 

      ※祝日・年末年始（12月 29日～１月３日）を除く 

【場  所】〒886-0003 

      小林市堤 108-1 小林市八幡原市民総合センター内 

      電 話：０９８４－２２－２３７３ 

      ＦＡＸ：０９８４－２２－２３５８ 

      メール：info@n-kikansoudan.net 

問 町民福祉課 担当：外村 美保子（ほかむら みほこ）☎0984-42-1067 
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みやざきシェイクアウト（県民一斉防災訓練）について 
 シェイクアウト訓練とは、地震に備える防災訓練です。事前登録、事前学習、

訓練をそれぞれ自分の意思で参加し、行える訓練です。「参加の意思」さえあれ

ば「どこでも」「だれでも」参加できます。 

１ 日  時 令和３年 11月５日（金）午前 10時 

       （訓練期間は、10月４日から 11月 30日まで設けられています。） 

２ 訓練場所 それぞれの自宅、職場、学校など 

       （宮崎県から訓練開始の合図等はありません。訓練開始の合図を

各自で検討しておいてください。） 

３ インターネットによる参加登録 

  専用ページにアクセスし、登録を行ってください。 

  http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/bosai/shakeout.html 

４ その他 

   国が実施する緊急地震速報の発信訓練 

  により、午前 10時に防災行政無線での 

  緊急地震速報の音声が発信されます。 

   訓練開始の合図として御活用ください。 

 

 

問 総務課 担当：江南 智玄（こうなん ともはる）☎0984-42-2112 
 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

延長窓口・休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日の開庁時間内に窓口へ来られない方のために、下記の

日程で窓口時間の延長と休日の窓口開設を実施いたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては中止、又は時間短縮で

の実施となる場合がありますので、御了承ください。 

 
【11月の延長窓口】 

日 時：令和３年 11月 11日（木） 午後５時 15分～午後７時まで 

場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

 

【11月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和３年 11月 28日（日） 午前８時 30分～午後４時 30分まで 

                  （正午～午後１時を除く） 

 場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

 

予約開始日：令和３年 11月 １日（月） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和３年 11月 24日（水） 午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 
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【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。紛失等によるマイ

ナンバーカードの再交付（有料）は、平日のみの受付けとなります。各種証明

書の発行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（守衛室側）からお入りください。 

●１５歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステ

ムにて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認

できる戸籍謄本が必要となります。 

問 町民福祉課 担当：下村 美樹（したむら みき）☎0984-42-1067 
 

令和３年度全国ひとり親世帯調査について 
 11月１日を基準日として、令和３年度全国ひとり親世帯調査を実施します。 

 調査対象となった地域にお住まいの方には、調査員が訪問しますので、調査へ

の御協力をお願いします。調査対象地域は無作為で選ばれます。 

 

１ 調査基準日 11月１日 

２ 調査期間  11月１日～11月 29日 

 御不明な点等がございましたら下記までお問い合せください。 

 南部福祉こどもセンター 

 総務課総務企画 ＴＥＬ0986-23-4520 ＦＡＸ0986-21-0047 

 

問 総合政策課 担当：瀬戸口 洋介（せどぐち ようすけ ）☎0984-42-2115 
 

令和３年度 作品展示の開催について 

 「神武の里たかはる秋まつり」に合わせて実施しておりました、作品展示を次

のとおり行いますので多数の御来場をお待ちしております。 

 

１ 日  時  令和３年 11月３日（水）９時～16時 30分 

        令和３年 11月４日（木）９時～16時 

２ 場  所  高原町民体育館 

３ 展示内容  町内の保育所、保育園、幼稚園、認定こども園の子どもたち、 

各小中学校の児童・生徒をはじめ、生涯学習講座受講者の作品、 

        その他各施設や町民の皆様の絵画、書幅、生け花、工芸品など 

多数展示予定。 

問 教育総務課 担当：唐仁原 美和（とうじんばら みわ）☎0984-42-1484 
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体力テストの開催について 

 高原町スポーツ推進委員連絡協議会では、２０歳以上の方を対象とした体力テ

ストを次のとおり開催いたします。 

各項目の測定結果で、御自身の体力が、同年代の人と比較してどの程度なのか、

体力年齢が何歳なのか等が分かりますので、日頃から、運動をしている方だけで

はなく運動をしていない方もこの機会に、ぜひ参加をお待ちしております！！ 

 

１ 開催日時 令和３年 11月３日（水）午前９時～午前 11時 30分 

２ 場  所 旧高原中体育館 

（同日、町民体育館で作品展示を開催しています。） 

３ 測定内容  

●20歳～64歳の方 

①握力    ②上体起こし    ③長座体前屈 

④反復横とび ⑤20ｍシャトルラン ⑥立ち幅跳び 

 

●65歳～79歳の方（80歳以上で測定を希望される方も参加可能です。） 

①ＡＤＬ（日常生活活動テスト） 

②握力      ③上体起こし 

④長座体前屈   ⑤開眼片足立ち 

⑥10ｍ障害物歩行 ⑦６分間歩行 

４ その他  

・事前参加申込み、参加料は不要。 

・事前に体調チェックをお願いします。 

・運動できる服装で、体育館シューズやタオル、水分補給の飲み物、マスク

等を各自、持参してください。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止となる場合があり

ますので、予め御了承ください。 

問 教育総務課 担当：中別府 宏貴（なかべっぷ ひろき）☎0984-42-1484 
 

第 12回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会 

高原町選手団選手選考会の開催について 

 令和４年１月 10日（月・成人の日）に開催予定の第 12回宮崎県市町村対抗駅

伝競走大会に係る、高原町選手団選手選考会を行います。 

１ 日  時  令和３年 11月 19日（金） 

集合：午後４時 スタート：午後５時～ 

【予備日】令和３年 11月 23日（火） 

集合：午前９時 スタート：午前 10時～ 

※少雨決行 
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２ 場  所  高原町総合運動公園 多目的芝生広場 

３ 距  離  小学生：１ｋｍ  中学生以上：２ｋｍ 

４ 対 象 者  町内の方 

５ 参加方法  11月 17日（水）までに教育総務課まで御連絡下さい。 

６ 持 ち 物  走れる服装・靴、帽子、飲み物、タオル、着替え 他 

７ 選手決定  監督・コーチ・選手選考委員による選考結果を、11 月 23 日

（火）午後５時までに選手として決定となった方のみ御連絡い

たします。 

８ 選手登録  選手として、大会パンフレット及び大会の主催である宮崎日日

新聞等に掲載されます。 

９ そ の 他  当日は、御自宅で検温を必ず行ってきてください。 

        （熱が 37.５℃以上の方、体調が優れない方の参加は御遠慮く

ださい。） 

問 教育総務課 担当：唐仁原 美和（とうじんばら みわ）☎0984-42-1484 
 

高原町広域的バス【祓川線】小中学校等利用促進事業について 

●事業の目的 

 小中学生等の広域的バス祓川線への愛着を深めることを目的に、社会見学（遠

足等）、文化・スポーツ交流等の実施に際し、対象団体が祓川線を利用した運賃

を助成します。 

 

●助成対象団体 

 町内の小学校、中学校、保育所、認定こども園、子ども会、スポーツ少年団、

部活動、ＰＴＡ等で児童生徒等が８名以上（原則として活動には随行者が同行す

るもの） 

 

●助成対象活動 

 社会見学（遠足等）、文化（展覧会鑑賞、大会等） 

スポーツ交流（試合、合宿、試合観戦等） 

 

●助成内容 

  祓川線の区間（小林駅～祓川）の乗車運賃の実費全額とし、１団体につき上

限３万円 

 

●申請書類配布・申請先 

 総合政策課 企画政策係       

 

問 総合政策課 担当：瀬戸口洋介（せどぐち ようすけ）☎0984-42-2115 
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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 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 

10月 24日(日) 健康フェスタ２０２１ 中止 高原町ほほえみ館 

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/
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