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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４年１月 24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 24日時点で 

２４０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 ７,５５３人 ３,５２１人 ８９．２９％ ８９．１６％ 

２回目接種 ７,３９８人 ３,４９６人 ８７．４６％ ８８．５３％ 

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

 

新型コロナワクチン追加（３回目）接種について 

新型コロナワクチン追加（３回目）接種を受けるための接種券を、２回目の接

種から一定期間経過した方に順次送付しています。送付の時期は、国の方針に基

づきます。対象となるのは、２回目の接種が終了している 18歳以上の方です。 

接種券が届いたら、同封の案内文をよくお読みになり、接種を希望される方は

予約をしてください。実施方法は以下のとおりです。 

１ 接種の方法と使用するワクチン 

 ①医療機関で受ける･･･ファイザー社ワクチン 

 ②集団接種で受ける･･･モデルナ社ワクチン 

 ※３回目にどちらのワクチン接種を受けた場合も、十分な効果が得られます。 

 ※使用ワクチンは、国からのワクチン供給の状況により変更する場合がありま

す。 

２ 予約方法 

 《町内の実施医療機関で受ける場合》 

※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 №90 
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①高原町コロナワクチンコールセンターで予約する。 

☎0120-60-1058（９：00～20：00土日・祝日含む） 

 ②インターネットで予約する。 

  案内文に記載しているＱＲコードまたは高原町ホームページ「新型コロナウ 

イルスワクチン関連サイト」から予約できます。 

 ※接種券が届く前の予約はできません。 

 ※コールセンターの連絡先が変更になっています。御注意ください。 

 ※町外にかかりつけ医がある方は、医療機関へ御相談ください。 

 ※１・２回目の接種についても予約できます。 

３ その他 

  他自治体で２回接種後に転入された方は、接種券発行のための手続きが必要 

ですので、コールセンターへ御連絡ください。 

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。 

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 

 

  令和４年度 交通災害共済加入について 

「交通災害共済」とは、交通事故で怪我や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。加入を希望される方は、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。 

１．申 込 期 間  令和４年２月１日（火）～令和４年３月 31日（木） 

※土日祝日除く 

（※４月１日以降も申込は可能ですが、取扱いは「郵便局窓口のみ」となります。） 

２．共 済 期 間  令和４年４月１日（金）～令和５年３月 31日（金） 

３．申 込 場 所  郵便局窓口又は高原町役場 総務課 危機管理係（庁舎２F） 

（※４月１日以降に申込される場合は、「郵便局窓口のみ」となります。） 

４．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 

５．掛   金  加入者１人につき５００円  

６．申 込 方 法  加入申込書（別途配付）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を行ってくだ

さい。 

７．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 

場総務課危機管理係までお申出ください。 

 

 

 

問 総務課 担当：瀬戸山 幸一（せとやま こういち）☎0984-42-2112 
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「高原町子どもの貧困対策推進計画（案）」への意見募集について 
町では、すべての子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、将来

の夢や希望を持ちながら健やかに成長しているまちづくりを進めていくため、

「高原町子どもの貧困対策推進計画」を策定することとしております。この計画

は、今後３年間における子どもの貧困対策に関連する施策・取り組みを総合的に

推進してくための計画です。 

つきましては、計画の素案がまとまりましたので、本案について町民の皆様か

らの御意見を募集いたします。 

●意見募集期間 

  令和４年２月 25日（金）まで【必着】 

●計画の閲覧方法 

 （1）高原町役場 町民福祉課、教育総務課、ほほえみ館での閲覧 

 （2）高原町公式ホームページでの閲覧 

●提出方法 

  指定する様式に住所、氏名、意見を明記のうえ、町民福祉課福祉係窓口に直

接お持ちいただくか、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提

出してください。指定する様式は、閲覧場所に設置してあります。このほか、

高原町ホームページからもダウンロードできます。 

●提出先 

  高原町役場 町民福祉課 福祉係 

 ・持参の場合 午前８時 30分から午後５時 15分まで（土日・祝日を除く） 

 ・郵送の場合 〒889-4492 高原町大字西麓 899番地  

高原町町民福祉課 福祉係 宛 

 ・FAXの場合  FAX番号 ０９８４－42－４６２３ 

 ・電子メールの場合 メールアドレス fukushi@town.takaharu.lg.jp 

●御意見の取り扱い 

 ・お寄せいただいた御意見は、計画（案）の最終的な決定と決定後の計画の実

施にあたっての参考とさせていただきます。なお、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。 

問 町民福祉課 担当：外村 美保子（ほかむら みほこ）☎0984-42-1067 

 

健幸講演会の開催について 
 標記について下記のとおりお知らせします。 

１ 日  時 令和４年２月 20日（日） 

       12時 30分受付 

13時 30分から 15時 00分講演（予定） 

２ 会  場 高原町総合保健福祉センターほほえみ館 神武ホール 

３ 内  容 講演：100歳まで健康で暮らせる健幸まちづくり 

mailto:fukushi@town.takaharu.lg.jp
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講師：久野 譜也 筑波大学教授 

４ 申 込 先 高原町役場 総合政策課 地域政策係 

５ 申込方法 ①対面方式（会場来場） 

電話で「氏名・住所・電話番号」をお知らせください。 

       ②オンライン視聴（Ｚｏｏｍ） 

        「sougou@town.takaharu.lg.jp」に「氏名・住所」を入力のう 

え、お申し込みください。 

６ 申込期限 令和４年２月 10日（木） 

７ 注意事項  ・新型コロナウイルス感染症対策のため、「対面方式」での参加

は、【先着 100名】までとさせていただきます。 

              ・新型コロナウイルス感染症対策を行った上での実施になりま

すが、各自マスク着用や当日 37.5度以上の発熱がある場合は、

来場を控えるなどの御協力をお願いいたします。 

       ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、完全オンライ 

ン方式で講演会を実施する場合があります。 

・「歩いてもらおう！たかはる健幸ポイント事業」のポイント獲 

得の対象となります。 

【お問い合わせ先】 

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：正入木 莉奈（しょういりき りな）☎0984-42-2115 

 

園芸関係補助事業（スマート農業）について 
国庫事業「令和４年度スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業」につい

て、要望の受付を行います。対象機械の導入要望がある場合は御来庁いただきま

すようお願いいたします。 

〇令和４年度スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業 

 補助対象機械 補助率 支援対象者 要件 

一

括

発

注

タ

イ

プ 

自動操舵装置（自

動操舵装置を搭載

する機械本体は補

助対象外）、草刈機

（自立走行式また

はリモコン式に限

る）、農業用無人車

（自立走行式又は

リモコン式で、運

搬用又は防除用に

限る）、ロボット摘

採機・中切機、野菜

又は花卉の乗用収

事業費の 1/2

～ 2/3 以 内

（最大上限

1,500万円） 

※要件によ

って補助率

は変わりま

す 

農業者の組

織 す る 団

体、農業者 

・見積価格が定価より

10％以上低いこと 

・取得台数が５台以上

であること 

・成果目標を設定し達

成すること 

・機械１台当たりの受

益者が３者以上とな

ること 

共

同

利

用

事業費の 1/2

以内（上限

100万円） 

農業者の組

織 す る 団

体、農業者 

・２者以上で共同利用

すること 

・成果目標を設定し達

成すること 
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●受付期間 令和４年２月１日～令和４年２月 15日（土日祝除く） 

      8:30～17:00 

●受付場所 高原町役場 農畜産振興課農産園芸係 

●必要書類 導入予定機械の見積書、カタログ、印鑑 

●注意事項 ・ポイント制での採択になりますので、今回の申請にて採択を確約

するものではありません。 

      ・上記対象機械であっても仕様によっては対象外となります。詳し

くは担当課にて御確認ください。 

 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。 

タ

イ

プ 

穫機又は収穫ロボ

ット、ＲＴＫ基地

局（制御を要する

機械と同時に導入

する場合に限る）、

ドローン（ハイブ

リッド型かつ少な

くとも施肥に取り

組む場合に限る） 

問 農畜産振興課 担当：岸元 誠樹（きしもと まさき）☎0984-42-5132 

 

  ２月祝日のごみ収集について 

●収集日・収集地区 

●その他 

 ２月 23日（水）の祝日収集は行いません。御了承ください。 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別の御協力をお願いいたします。 

 

収集日 種類 収集地区 

２月 11日（金） 

建国記念の日 
燃やせるごみ 

上麓区、下麓区、出口区、鹿児山区、上

後川内区、下後川内区、川平区 

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

 

  日本発祥地まつりの一本化について 

●開 催 日 ２月 11日（金・祝） 

●行事等名 日本発祥地まつり 

 ※日本発祥地まつりは、神武の里たかはる秋まつりとの一本化によ

り、今年から開催されません。来年度以降は、新しいまつりとして

10月に開催予定です。 

問 産業創生課 担当：德井 美由希（とくい みゆき）☎0984-42-2128 
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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８日（火） 乳児健康診査 中止 ほほえみ館 

２月 12 日（土） 

令和３年度宮崎県高等学校新

人体育大会 

男子第 49回・女子第 35回宮

崎県高等学校新人駅伝競走大

会 

中止 

宮崎県高等学校

体育連盟、宮崎

県教育委員会 

２月 12 日（土）まで 
肩こり腰痛予防教室・トレー

ニングコース 
中止 ほほえみ館 

２月 15 日（火） 肺がんＣＴ検診 中止 ほほえみ館 

２月 20 日（日） 

第１回高原町健康駅伝兼第 47

回高原町選挙啓発駅伝競走大

会 

中止 

高原町 

高原町教育委員

会 

２月 20 日（日） 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 

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 
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。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

 

(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/

























































