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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２月７日時点 

◎３回目接種 

医療従事者等の方は、３７２人の方が接種されており、その内、高齢者の方は 

９２人の接種となっています。 

※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 ７,５８０人 ３,５２６人 ８９．６１％ ８９．２９％ 

２回目接種 ７,４０８人 ３,４９９人 ８７．５８％ ８８．６０％ 

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

 

宮崎県ワクチン追加接種センターの御案内について 
１ 実施日時及び会場 

  日程：１月 22日（土）から３月 27日（日）までの土日 

     午前９時から午後５時まで 

  会場：県庁職員健康プラザ（宮崎市旭１丁目２－１） 

２ 対象者 

  宮崎県在住で追加接種用の接種券をお持ちの満１８歳以上の方 

  ※２回目接種完了から所定の接種間隔の経過が必要 

３ ワクチンの種類 

  武田/モデルナ社製ワクチン 

４ 予約方法 

  県庁ホームページ「宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト」にて

受付 

  ※予約の際は、お手元に追加接種用の接種券を御準備ください。 

問 ほほえみ館 担当：釜 眞由美（かま まゆみ）☎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 №91 
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外来診療の休診・病床の休床について 

 令和４年４月１日から病院の診療体制が下記のとおり変わります。 

 

１ 外来診療  木曜日の午後の診療が休診となります。 

２ 病  床  ５６床のうち、１７床を休床し、３９床になります。  

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 
国民健康保険高原病院 事務室 担当：山路 富志子（やまじ としこ） 

☎0984-42-1022 

 

 新型コロナウイルス抗原検査キットの処分方法について 

● 抗原検査キットは、「燃えるゴミ」として出してください。 

● 廃プラ分別作業等を行う清掃作業員への新型コロナウイルス感染症対策の

ため、御協力をお願いいたします。 

● なお、抗原検査キットは、廃プラ対象製品になっている場合が多く、廃プラ

マークが表示されていることがありますが、そのような場合でも「燃えるゴミ」

として出してください。 

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 

 

マイナポイント第２弾のポイント申込期間等について 
マイナポイント第２弾とは 

①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第 1弾に申し込ん

でいない方（マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。） 

                   ・・・・最大 5,000円相当のポイント 

付与方法：お好きなキャッシュレス決済サービスを選択し、チャージ又は 

お買い物でポイントが付与されます。 

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方 

・・・・7,500円相当のポイント 

③公金受取口座の登録を行った方 

（公金受取口座の登録自体の開始は令和４年春頃に予定されています。） 

                   ・・・・7,500円相当のポイント 

◆ポイント申込開始時期 

①については令和４年１月１日から 

 ②③については令和４年６月頃から 

◆ポイント申込の対象となるマイナンバーカードの申請期限 

令和４年９月末まで 

◆ポイント申込終了時期 

①②③のポイントの申込期間は、いずれも令和５年２月末まで 

 ①の付与対象となるチャージ又は買い物の期間も令和５年２月末まで 

※マイナンバーカードの申請方法等については、総務省又は高原町のホームペー



3 

 

ジをご確認いただくか、町民福祉課住民係までお問い合わせください。 

※②③については、詳細が決まり次第お知らせいたします。 

※写真等の不備により、申請日が９月末を過ぎてしまうと、マイナポイント対象

とならない場合がありますので、申請はお早めにお願いいたします。 

問 町民福祉課 担当：中村 真琴（なかむら まこと）☎0984-42-1067 

 

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。 

【３月の延長窓口】 

日 時：令和４年３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 

【３月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年３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） 

 場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

予約開始日：令和４年３月 １日（火） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年３月 23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。 

 

 

 

 

【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：中村 真琴（なかむら まこと）☎0984-42-1067 

 

「第６次高原町総合計画（案）」への意見募集について 
町では、まちづくりを進めるための大切な計画として、平成24年３月に

「第５次高原町総合計画」を策定し、各種施策に取り組んできました。 

今年度末で計画期間が終了することから、新たに時代に即した視点を取り

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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込んだうえで、町政運営の基本指針を定める「第６次高原町総合計画」（計画

期間：令和４年度～令和15年度）を策定いたします。 

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３月２日（水曜日）まで【必着】 

●計画の閲覧方法 

 （1）高原町役場 総合政策課、中央公民館、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、総合政策課企画政策係窓口

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 総合政策課 企画政策係 

 ・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  

高原町総合政策課 企画政策係 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 sougou@town.takaharu.lg.jp 

●御意見の取扱い 

 ・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 総合政策課 担当：今塩屋 博子（いましおや ひろこ）☎0984-42-2115 

 

総合運動公園ちびっこ広場閉鎖について 
 ちびっこ広場の工事に伴い、下記期間中はちびっこ広場及び遊具を閉鎖いたし

ます。 

１ 日 時 令和４年２月 21日（月）から令和４年３月 31日（木）まで 

２ 場 所 高原町総合運動公園ちびっこ広場 

 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 建設水道課 担当：柴田 さや佳（しばた さやか）☎0984-42-4959 

 

高原町高齢者見守りシール交付事業について 
 標記の事業についてお知らせします。利用希望の方は担当までお問い合わせく

ださい。 

mailto:sougou@town.takaharu.lg.jp
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１ 事業目的 

  徘徊（はいかい）のおそれがある高齢者に「見守りシール」を交付すること

で、早期発見と安全の確保を図り、また御家族等の心身の負担を軽減すること

を目的とします。 

２ 見守りシールの使い方 

徘徊のおそれのある高齢者の衣類や身の回りの物につけておきます。徘徊し

た時に発見者が QR コードを読み込むと、前もって登録された御家族等の連絡

先へ通知が届きます。発見者は、インターネット上の「伝言板」を通して、御

家族等へ発見場所や状態をお知らせすることができます。 

※見守りシール見本 

 

 

 

(サイズ 2.5㎝×5cm) 

３ 利用可能な方の条件について 

高原町内にて在宅で生活し、徘徊で行方不明になるおそれがある方で、次の

いずれかの要件に該当する方。 

① ６５歳以上 ②認知症の診断がある ③その他必要と認められた場合 

４ 費用 初回交付分の５０枚のみ無料、ただしシールの追加交付は有料。 

５ 申請場所 ほほえみ館 高齢者あんしん係の窓口 

６ 申請に必要なもの 印鑑と、御家族等の連絡先の登録が必要です。 

７ 申請できる人 御本人を在宅で介護している方、もしくはそれに準ずる方。 

※準ずる方……担当ケアマネージャーや民生委員の方など。 

●令和３年の広報たかはる８月号の９ページにも写真付きで案内を掲載して

いますので、そちらも御覧ください。 

問 高齢者あんしん係 担当：小城 大和（こじょう ひろかず）☎0984-42-2581 

 

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 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 

３月６日（日） 高原町生涯学習振興大会 中止 
高原町教育委員

会 

３月６日（日）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 

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

※アイロンでつける熱圧着式とシール式があります。 

※左の QRコードは、「伝言板」の簡単な説明の動画ペ

ージにつながります。（通信料がかかります） 


































































































