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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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新型コロナワクチン追加（３回目）接種の接種券をお持ちの方へ 
現在、新型コロナワクチン追加（３回目）接種をすすめているところですが、

次の日程で実施する集団接種について、予約枠に余裕があります。 

 今回の集団接種では、国からのワクチン供給の状況により、モデルナ社ワクチ

ンを使用する予定ですが、交互接種（１・２回目とは異なるワクチンを使用）し

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。 

 町の予防接種対象者数の基準は、接種券発送データ抽出の基準日（令和４年３

月 31 日）で接種率を計上しておりましたが、令和４年３月からの集計は国が使

用している基準（令和３年１月１日住民基本台帳年齢階層別人口）へ変更し報告

いたします。 

集計日：令和４年３月７日時点 

 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 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

１回目接種 ７,５１３人 ３,５３８人 ９０．０９％ ９４．６７％ 

２回目接種 ７,４２７人 ３,５２１人 ８９．０６％ ９４．２２％ 

■１・２回目の接種人数・接種率 

■３回目の接種人数・接種率 

 接種人数 接種率 

総数 

（１８歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

３回目接種 ２,４０１人 １,８２７人 ３０．４２％ ４８．８９％ 

※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。 

※接種率については、１・２回目は 12歳以上、３回目は 18歳以上の住民基本台

帳人口（令和３年１月１日時点）に対する割合です。 

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 
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た場合でも、十分な効果と安全性が確認されています。 

 個別接種の場合、医療機関によっては予約が集中してしまい、長くお待たせす

る状況も生じております。 

 新型コロナ感染症の終息が見えない中、御自身と御家族のためにも、早く接種

できるワクチンから接種いただくことをお勧めします（令和４年２月首相官邸リ

ーフレットより一部抜粋）。 
 

◆予約可能な日程：３月 20日（日）、26日（土）、27日（日） 

          ※午前・午後いずれも空きがあります。 

◆場 所：ほほえみ館 神武ホール 

◆使用するワクチン：モデルナ社ワクチン 

◆申し込み・問い合わせ先：高原町コロナワクチンコールセンター 

   ☎０１２０－６０－１０５８（９：00～20：00土日・祝日含む） 

   ※インターネット予約もできます。 

 

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

 

  ３月祝日のごみ収集について 

●収集日・収集地区 

●その他 

 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 

３月 21日（月） 

春分の日 

燃やせるごみ 並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下広

原区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、北狭

野区、小塚区、中平区、湯之元区、祓川区 

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

 

九州シカ広域一斉捕獲の実施について 
宮崎県をはじめ福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県の山間部では、シカ（ニホ

ンジカ）による農林業被害が発生しており、森林や農作物に深刻な影響を及ぼし

ています。 

そこで、農林業被害の軽減を図りながらシカの健全な個体群の安定維持を図る

ことを目的に、シカの広域一斉捕獲を５県の関係市町村において、下記の日程で

実施します。 

●令和３年度春期 

捕獲強化期間  令和４年３月 20日（日）～３月 27日（日） 

●うち一斉捕獲日 令和４年３月 20日（日）、３月 27日（日） 

注意事項 

 シカ一斉捕獲の実施に当たり、安全管理には万全を尽くしておりますが、捕獲
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強化期間に県境付近へ入山する際には、不慮の事故を防止するため、捕獲者から

みて分かりやすい服装で入山いただくなど、十分御注意ください。（捕獲者（猟

友会員）はオレンジ色の帽子とベストを着用しております。） 

 特に、３月 20 日（日）、３月 27 日（日）の一斉捕獲日には、次の２点に御留

意ください。 

①一斉捕獲日には、県境付近の林野への入山は御遠慮ください。 

②一斉捕獲の実施は、有害鳥獣捕獲の看板や旗などでもお知らせします。 

 皆様の御理解と御協力をお願いします。 

問 農政林務課 担当：吉元 翔平（よしもと しょうへい）☎0984-42-5134 
 

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、次の日

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。 

【４月の延長窓口】 

日 時：令和４年４月 14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 

【４月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年４月 24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４月 １日（金） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年４月 20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 

 

 

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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令和４年度土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・閲覧について 

●縦覧期間   令和４年４月１日（金）～５月３１日（火） 

（※役場閉庁日を除く） 

●受付時間   午前９時～午後５時（※正午から午後１時までを除く） 

●縦覧場所   税務課固定資産係（役場庁舎１階） 

●縦覧対象者  (1) 固定資産税の納税者 

(2) 固定資産税の納税者の委任状を持参した代理人 

●用意するもの (1) 固定資産税納税通知書または課税明細書や運転免許証・

マイナンバーカード及び健康保険証等で縦覧する方を確認

できるものを持参してください。 

町営住宅の入居者募集について 

次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇霧島団地 

平成 18年棟 ２ＤＫ ２戸 月額使用料２１，１００円～３１，４００円 

 ※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計により増減します。 

●申込受付期間 

令和４年３月 15日（火）から令和４年３月 29日（火）まで 

午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、土曜日・日曜日・祝祭日を除

く。） 

●申込場所 

高原町役場１階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※原則として、持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得が公営住宅入居資格基準（158,000円）以

下であること。 

〇 市区町村税、その他町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 暴力団員ではないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和４年３月 30日（水）午後３時 00分から 

〇 抽選場所：高原町役場１階第２会議室 

●その他 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 その他、御不明な点は、お気軽にお問い合わせください。 

問 建設水道課 担当：黒木 克英（くろき かつひで）☎0984-42-4960 
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        (2) 代理人の場合は、上記の書類に加えて、納税者の委任状を

持参してください。 

●その他    縦覧対象者の確認ができないときは、縦覧をお断りしますの

で、上記の書類等を必ず持参してください。 

問 税務課 担当：黒木 香織（くろき かおり）☎0984-42-2113 

 

令和４年度 高千穂峰山開き登山会について 

●開催日：令和４年４月 10日（日）※当日参加不可（保険の関係） 

●参加費：1,000円（狭野神社御守り・保険料込み） 

●応募期間：令和４年３月 15日（火）～令和４年４月７日（木） 

●日程表 

受付：7 時 50 分（皇子原公園管理事務所前）→神事：8 時 00 分～→登山道入口

移動（第 5砂防ダム）、準備体操など→登山開始：9時 00分→山頂到着：11時 30

分到着→下山開始：12時 30分→皇子原公園到着：14時 30分→解散：15時（予

定） 

●その他 

※昼食・非常食・飲料水等は各自持参ください。 

※参加前の体調不良の方は事前にお知らせください。 

※当日はマスク着用をお願いします。（受付・開会式・神事・体操等の集合の時

のみ） 

※登山の際はソーシャルディスタンスを保ちながら登っていただきます。 

●申し込み先 高原町観光協会 ＴＥＬ：０９８４－42－４５６０ 

問 産業創生課 担当：德井 美由希（とくい みゆき）☎0984-42-2128 

 

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/





















































