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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５月９日時点 

■１・２回目の接種人数・接種率 

■３回目の接種人数・接種率 

※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（Ｒ3.1.1時点）に対する割合です。 

 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 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

１回目接種 ７,５７７人 ３,５２４人 ９０．８６％ ９４．３０％ 

２回目接種 ７,５４３人 ３,５１８人 ９０．４５％ ９４．１４％ 

 接種人数 接種率 

総数 

（１８歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１８歳以上） 

人口 7,894人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

３回目接種 ５,０４３人 ３,２３０人 ６３．８８％ ８６．４３％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

 

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。 

【６月の延長窓口】 

日 時：令和４年６月９日（木） 午後５時 15分から午後７時まで 

場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

 

※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 №97 
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【６月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年６月 26日（日） 午前８時 30分から午後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６月１日（水） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年６月 22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 

 

令和４年度農業用機械免許資格取得促進研修の 
受講者募集について 

「農耕用限定大型特殊免許」及び「農業用限定けん引免許」取得に係る研修が次

のとおり開催されますので御案内いたします。なお、研修にかかる費用は無料で

す。（免許試験及び免許証交付の手数料は別途費用が発生します。） 

 

●研修期間（場所：宮崎県立農業大学校及び免許センター） 

（１）農耕用限定大型特殊免許取得研修＋免許試験（普通免許を有していること） 

①７月 11日（月）～ ７月 14日（木） ②10 月３日（月）～10月６日（木） 

（２）農業用限定けん引免許取得研修＋免許試験（大型特殊免許（農耕用限定を

含む。）を有していること） 

①12月 15日（木）～12月 22日（木）②１月 5日（木）～ １月 12日（木） 

●受講者条件 

（１）原則、18歳以上 65歳以下の者であり、次の①～④のいずれかに該当する

者 

①認定農業者（個人、法人）及び認定計画に位置づけられた構成員 

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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②認定新規就農者 

③農業者が組織する集落営農組織の構成員 

④農作業の受託を主に行う農作業サービス事業組織（農作業受託組織、コン 

トラクター組織等）の構成員 

（２）令和３年度に宮崎県が主催する「農作業安全研修」を受講した者、または 

令和４年度に確実に受講できる者 

 

●受講申請の手続 

申込方法等の詳細につきましては、役場農政林務課にて説明を行いますの 

で、必ず５月 30日（月）正午までに御来庁ください。なお御来庁の際は印鑑

（認め印可・シャチハタ不可）を御持参ください。 

 

●留意事項 

  本研修は募集人数が限られているため、募集人数を上回った場合は抽選によ

り受講者が選ばれます。予め御了承ください。 

 

問 農政林務課 担当：東 康太（ひがし こうた）☎0984-42-5134 

 

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/


高原町は「健幸」（個々人が健康かつ生きがいを持ち豊かな生活を
営む）をこれからのまちづくりの基本とし、スマートウェルネスシ
ティ構想に取り組んでいきます！

「歩く」ことで、認知症の予防や生活習慣病を予防・改善の効果が期待されます！
楽しく歩きながら健康習慣を身につけましょう！

ポイントの詳細については、裏面をご覧ください。

特典
2-2

「特典１」のＡ賞～Ｃ賞のいずれかを達
成した方で、 「身長・歩行能力・ＢＭ
Ｉ」を測定し、ポイント事業終了時にお
いて、歩行能力・BMIの数値の維持もし
くは改善が図られた方

最大1,000円分の商品券※＜特典１＞で獲得できる商品券は最大2,000円です。

Ｂ賞

３００～
４９９ポイント

1,500円分
の商品券

Ａ賞
2,000円分

の商品券
５００ポイント以上

１５０～
２９９ポイントＣ賞

1,000円分
の商品券

特典１
特典
2-1 「特典１」のＡ賞～Ｃ賞のいずれかを

達成した方で、特別ポイント合計が、
1,000ポイント以上の方

1,000円分の商品券

高原町役場 総合政策課地域政策係

TEL:０９８４-４２-２１１５／FAX:０９８４-４２-４６２３

お問合せ

２０歳以上の町民又は町内在勤者
他市町村で実施されている同類事業に参加されている方は対象外です。

先着５００名 参加料無料

令和４年７月１日から令和４年１２月３１日まで

令和４年６月１日から令和４年６月３０日まで
※原則、役場の開庁時間です。時間外を希望される方はお問合せ先へご連絡ください。

特典2-2（測定）を希望される場合は、★印の窓口で受け付けます。
必ずご本人がお越しください。

①★役 場 総合政策課地域政策係（２階） （0984-42-2115）

② 役 場 町民福祉課保険係（１階） （0984-42-1067）

③★ほほえみ館 健康づくり推進係・介護保険係・高齢者あんしん係

（0984-42-4820）（0984-42-2550）（0984-42-2581）

④ 中央公民館 教育総務課社会教育係 （0984-42-1484）



申込窓口で、参加申込書を記入しポイントカードを受け取りましょう！申込
書及びポイントカードについては、高原町ホームページからもダウンロードす
ることができます。

(Androidの方） (iphoneの方）

提 出 先 ： 総 合 政 策 課 地 域 政 策 係 ( 役 場 ２ 階 ）
提出期限：令和５年（１月10日～１月31日）

上 限

≪特典２-1≫
特別ポイント

特定健診、長寿健診、わけもん健診、人間ドックの受診、
勤務先の健康診断 注１）、注２）

５００ポイント
５００
ポイント

肺がん検診、歯科検診、乳がん検診、子宮がん検診等の
各種検診の受診 注１）、注２）

各２００ポイント

５００
ポイント

健診データの提供に同意された方 注２） １００ポイント

「SALKO」を利用して参加
※申込窓口でニックネーム、利用者コードの提供に同意された方

２００ポイント

健幸アンバサダー（健幸伝道師）講習会への参加 ３００ポイント

各種健幸（康）講演会・講習会・イベントへの参加 各１００ポイント

３００
ポイント

「身長・歩行能力・ＢＭＩ」を測定
※初回に測定をされなかった方は2回目は対象外

各１００ポイント
（初回・2回目）

献血 1回５０ポイント

地域やウォーキングコースのゴミ拾い １回１5ポイント

＜町が実施している企画＞
トレーニングコース、肩こり腰痛予防教室、百歳体操、
生涯学習講座への参加

1回１０ポイント

地域ボランティア、ラジオ体操 １回５ポイント

≪特典１≫
歩数ポイント

１日の歩数：2,000歩～4,000歩 1ポイント

１日の歩数：4,001歩～6,000歩 ２ポイント

１日の歩数：6,001歩以上 ３ポイント

注１）４月１日以降に受診した健(検)診等も対象となります。
注２）ポイント取得の条件は、参加申込時にご説明いたします。

ポイントカードをもらいましょう！

ＳＡＬＫＯを登録しよう！

「SALKO」を登録（※１）すると、ポイント期間中の歩数
を記録することができます！「SALKO」を登録していない人
は、右記のＱＲコードから新規登録してください。
※1「Android」のスマートフォンを使用している方は、
「Google Fit」アプリをインストールする必要があります。
※２ スマートフォンをお持ちでない方は、万歩計等での
測定も可能です。

≪特典2-2≫ ポイント事業終了時に、歩行能力・BMIの数値の維持若しくは改善が
図られた方
（測定するのは「身長・歩行能力・ＢＭＩ」です。）

１項目の維持もしくは
改善につき、５00円の商品券
※最大１，０００円の商品券



令和４年５月１６日 

 

「町長と語ろう会」の開催延期について 

 

４月１５日の区長会配布文書「役場からのお知らせ」で御案内い

たしました「町長と語ろう会」については、宮崎県の【新型コロナ

ウイルス医療緊急警報】期間が５月 29日まで延期されたことに伴い、

５月中の開催地区のすべてを延期させていただきます。  

 

 

１ 新たに延期となる地区 

月・日・曜日 地 区 名 場        所 

5 

23 月 
 
西 広 原 区 西広原活性化センター 

31 火 上 広 原 区 上広原地区多目的活動施設 

 

 

２ 今後の日程 

今後の日程については、宮崎県の【新型コロナウイルス医療緊急

警報】が解除されてから、改めて区長会文書でお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合政策課 

担 当：今塩屋  

電 話：４２－２１１５ 

開 催 延 期 








