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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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令和 4年 1月 17日号                                  【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

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４年１月４日時点 

 

◎医療従事者の方の３回目接種が始まっており、令和４年１月４日時点で 

１２５人の方が接種されております。 

 

※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 ７,５４１人 ３,５６１人 ８９．１５％ ９０．１７％ 

２回目接種 ７,３７９人 ３,５３０人 ８７．２３％ ８９．３９％ 

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感染症 PCR 検査等の無料検査の実施について 
宮崎県では、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方や感染が拡

大傾向にある場合に、感染に不安を感じる無症状者に対しての無料検査を実施

しています。 

1.ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 

１）対象者 

「ワクチン・検査パッケージ制度」（注意）など、イベント・飲食・旅行・

帰省等の経済社会活動を行うに当たり、以下①または②に該当する方で陰性

証明が必要な方 

①健康上の理由でワクチン接種をうけられない方  

②12歳未満の方  

（注意：感染拡大時における行動制限時において、ワクチン接種証明書や PCR

検査等の陰性結果を確認することで行動制限を緩和することができる制度。） 

２）実施期間 令和４年３月 31日（木）まで 

※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 №89 
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２.感染拡大傾向時の一般検査事業 

１）対象者 

感染に不安を感じる県民の方（無症状の者に限る。ワクチン接種の有無を

問わない。） 

２）実施期間 令和４年１月 31日（月）まで 

３）注意点 

発熱等の症状のある方は受検できません。医療機関を受診してください。 

県内に居住している方が対象です。県外に居住する方は、お住まいの地域

で検査をお願いします。県内在住であることを確認されます。本人確認書類

（運転免許証、マイナンバーカード、学生証等）を必ず持参してください。 

３．無料検査会場 

  現在（令和４年１月 11日時点）、県内 16箇所で無料検査が実施されていま

す。 

  詳細は、県ホームページ「宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイ

ト」または下記までお問合せください。 

  ※問い合わせ先 

  ・木下グループ新型コロナ PCR検査センター  

   電話：０３－４３３３－１６４０（12時から 17時、土日祝日休み） 

  ・宮崎県新型コロナウイルス感染症 受診・相談センター 

   電話：０９８５－７８－５６７０（24時間対応） 

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

宮崎ねんりんピック２０２２参加者募集について 
●開 催 日 令和４年５月 15日（日） 

      ソフトテニス競技５月８日（日） ミニテニス競技５月 16日（月）    

      ゴルフ競技５月 25日（水） なぎなた競技６月５日（日） 

●会  場 宮崎市・都城市・小林市・西都市・綾町 

●申込期間 令和４年２月１日（火）～３月 15日（火）              

      ※ほほえみ館での受け付けは、２月 28 日（月）までの開庁日とな

ります。 

●申込方法 申込用紙へ住所、氏名、生年月日、電話等の必要事項を御記入のう

え、ほほえみ館または宮崎県社会福祉協議会・長寿社会推進センタ

ーへ御提出ください。 

      申込用紙・競技実施要項は、ほほえみ館にあります。また、宮崎 

      県社会福祉協議会ホームページ http://www.mkensha.or.jp から      

      ダウンロードできます。 

●参 加 料 500円(参加決定後、郵便局で振り込み)  

●参加資格 60歳以上（昭和 38年４月１日以前に生まれた方）   

●ねんりんピック実施種目                 

○ ラージボール卓球 ○ ソフトバレーボール 〇 ラグビーフットボール 

○ テニス  ミニテニス 〇 パークゴルフ 
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○ ソフトテニス ○ 弓道 ○ 水泳 

○ ソフトボール ○ 剣道  卓球バレー 

○ ゲートボール ○ なぎなた ○ ダンススポーツ 

○ ペタンク ○ 太極拳 ○ 還暦軟式野球 

〇 ターゲット・バードゴ

ルフ 

 四半的弓道 ○ 囲碁 

○ グラウンド・ゴルフ  ボウリング ○ 将棋 

〇 バウンドテニス ○ ゴルフ ○ 健康マージャン 

 ミニバレーボール ○ サッカー   

※ ○がついている種目は、第 34 回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模

原大会の予選会を兼ねています。 

●お問い合わせ先 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会長寿社会推進センター 

 ＴＥＬ：0985-31-9630 

問 ほほえみ館 担当：山下 杏奈（やました あんな）☎0984-42-2581   

 

人間ドックのお知らせ 
 令和４年３月分の受け入れ人数に若干の空きがありますので、再度お知らせを

いたします。令和３年４月から令和４年３月までに受診またはお申込みがお済み

でない方は、ぜひ、お早めにお申込みください。 

１ 対象者   ３０歳以上の町民 

※人間ドックは、特定・長寿・わけもん健診、胃・大腸がん検診   

との重複受診はできませんので、御注意ください。 

２ 健診の内容 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・心電図検査・便潜血反応 

検査・胸部レントゲン検査・胃内視鏡検査（もしくは胃透視検 

査）・血液検査（糖・脂質・肝機能・貧血など） 

※腹部超音波検査（エコー）はオプションとなります。 

３ 健診医療機関 川井田医院、国民健康保険高原病院 

４ 健診料金   ２８,４９０円 個人負担金は下の表のとおりです。 

過去１０年間（平成 23
．．

年度から令和２
．
年度）、ドックを受けていない方は、 

個人負担金無料です。受診の有無が分からない方は、ほほえみ館で御確認させ

ていただきます。 

５ 申込先 ほほえみ館 健康づくり推進係 ☎42－４８２０ 

保険種別 個人負担金 

国民健康保険・後期高齢者医療保険 ６,０００円 

社会保険（配偶者・被扶養者）共済組合（被扶養者）・その他の

保険 
１１,０００円 

社会保険（年度内年齢 30～34歳） １１,０００円 

社会保険（年度内年齢 35歳以上） ６,０００円 

共済組合（本人・配偶者） ６,０００円 

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

【２月の延長窓口】 

日 時：令和４年２月 10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 

【２月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年２月 27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） 

第３回 高原町いきいき電動三輪車に係る 

試乗体験者の募集について 

高原町では、昨年８月から 65 歳以上の方を対象に電動三輪車の貸与事業を始

めています。 

買い物などのお出かけの際に電動三輪車を利用することによって健康的な毎

日を過ごせるよう応援すると共に、運転免許証を返納された方などの移動をサポ

ートします。 

今回、標記のとおり３回目の試乗体験者を募集しますので、希望される方は、

下記にてお申込みをお願いします。 

 

１ 対象者 

・町内在住の 65歳以上の人（令和３年４月１日時点） 

・日常生活の移動に困っている人（自動車やバイクの免許証を返納した人な 

ど） 
２ 貸出要件 
・町の行う自転車安全講習会を受講すること 
・ヘルメットを着用するなど安全に利用すること（ヘルメットは町が貸与し 
ます。）  
・アンケートに協力すること 

３ 貸出開始  
・令和４年２月中を予定 

４ 貸出期間 

・１か月から２か月程度 

５ 申込方法 

令和４年１月 28日までに総合政策課（42-2115）までお電話ください。電動

三輪車は２台ありますが、申込者が多い場合、抽選により貸出の順番を決めさ

せていただきます。そのため、貸出まで数か月お待ちいただく場合がありま

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。 

問 総合政策課 担当：寺師 淳一郎（てらし じゅんいちろう）☎0984-42-2115 
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 場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

予約開始日：令和４年２月 １日（火） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年２月 24日（木） 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。 

 

 

 

 

【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、平日のみの受付となります。各種証明書の

発行や住民異動届は受付できません。 

●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 

 

高原町地域福祉計画に関するご意見を募集します 
 高原町の地域福祉推進のために令和４年度から令和８年度までの５年間を計

画期間とする「高原町地域福祉計画」の計画（案）がまとまりましたので、町民

の皆様からの幅広い御意見をいただき計画に反映させるためパブリックコメン

トを次のとおり実施いたします。 

１．意見を募集する計画の名称 

  高原町地域福祉計画（案） 

２．意見募集期間 

  令和４年１月１１日（火）～令和４年２月１０日（木） 

３．資料の閲覧方法 

 （１）高原町役場 町民福祉課福祉係での閲覧 

 （２）高原町公式ホームページでの閲覧 

４．提出方法 

  町民福祉課福祉係あてに、指定する様式に氏名、住所、御連絡先を明記し、

郵便、ＦＡＸ、電子メールでの送付または直接持参し提出してください。 

５．提出先 

  高原町役場 町民福祉課 福祉係 

  ①持参の場合  

募集期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで※ただし、土日・祝日を除く。 

  ②郵送の場合  

〒889-4492 高原町大字西麓 899番地 町民福祉課福祉係 宛 

平日は、随時受け付けておりますので、 

お気軽にお声かけください！ 
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  ③FAXの場合   

ＦＡＸ番号 ０９８４－４２－４６２３ 

  ④電子メール  

メールアドレス fukushi@town.takaharu.lg.jp 

 

計画素案や御意見様式等は町ホームページで 

御確認ください。 

 

 

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

 

第１回高原町健幸駅伝 兼 
第４７回高原町選挙啓発駅伝競走大会の開催について 

 標記について、次のとおり開催します。 

詳しくは、区長会回覧、ホームページを御覧ください。 

● 日  時 令和４年２月２０日(日) 

午前９時３０分後川内中学校スタート 

● コ ー ス （全行程 ９区間 １６．０５㎞） 

        ※選挙啓発駅伝と同一コース 

● 種  別 ①町内一般の部、②町外一般の部、③小学生の部、④中学生の部 

● 申込方法 

・大会要綱及び申込用紙  高原町教育総務課社会教育係にあります。 

 ・申 込 先  高原町教育委員会 教育総務課 社会教育係（中央公民館内） 

TEL ４２－１４８４ FAX ４２－３９６９ 

・申込期限  令和４年２月１０日（木）まで 

※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。 

問 教育総務課 担当：江田 雅宏（えだ まさひろ）☎0984-42-1484 

 

 

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 

2月 6日（日） 第 76回南九州駅伝競走大会 中止 

宮崎日日新聞社、

都城市、都城市教

育委員会ほか 
 

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

町ホームページ 

QR コード 






































































