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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６月６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、12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 ７,５９８人 ３,５１９人 ９１．１１％ ９４．１６％ 

２回目接種 ７,５５１人 ３,５０８人 ９０．５５％ ９３．８７％ 

 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 

３回目接種 ５,７２１人 ３,２８６人 ６８．６１％ ８７．９３％ 

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

 

後期高齢者医療被保険者証に関する重要なお知らせ 
令和４年 10月１日から 75歳以上の方等で、窓口負担割合が１割の方のうち、

一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が２割になります。 

窓口負担割合の見直しに伴い、令和４年度は被保険者全員に対して、保険証を

７月と９月合わせて２回交付します。 

※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 №99 
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★保険証の有効期限に御注意ください。 

●現在、御使用中の保険証（うぐいす色）は、令和４年７月 31日まで使えます。 

 

●１回目：令和４年７月中に、令和４年８月１日から令和４年９月 30 日までの

保険証（水色）を交付します。 

 

●２回目：令和４年９月中に、令和４年 10月１日から令和５年７月 31日までの

保険証（橙色）を交付します。 

 

※２割負担の判定が令和４年８月中となるため、制度改正に影響のない３割負担

の方や、制度改正後１割負担のまま変更が生じない方についても、上記と同じ

時期に２回交付となりますので御了承ください。 

 

詳細については、宮崎県後期高齢者医療広域連合（0985-62-0921）までお問い

合わせください。 

問 町民福祉課 担当：川平 直人（かわひら なおと）☎0984-42-1067   

 

高原町在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の御案内 

本町では、在宅で寝たきりの高齢者の方等が清潔で快適な生活を保持できるよ

うに支援するとともに、介護者の負担の軽減を図るために、在宅寝たきり老人等

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を実施しております。 

利用を希望される対象の方は、下記のとおり申請ください。 

 

●利用対象者 

①老衰、身体の障がい及び疾病等の理由により寝たきりであるおおむね６５歳 

以上の高齢者 

②７５歳以上のひとり暮らし及び二人暮らし高齢者 

●寝具の種類 

原則、掛け布団・敷き布団・毛布各１枚ずつ      

●利 用 料                   

１，０００円                       

●申 請 期 間                           

 令和４年６月１５日（水）～令和４年７月１５日（金） ※土日祝除く８：３０～

１７：００ 

●申 請 場 所 

  高原町総合保健福祉センターほほえみ館 高齢者あんしん係 

●注 意 事 項 

 ※印鑑を御持参のうえ御来館ください。 
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 ※対象者が窓口に来られないときは、御家族等の代理申請も可能です。 

 ※②の対象者については、世帯員のみでは清潔で快適な生活の保持が難しいこ

とを判断するため、身体及び認知力に関するチェックリストの記入（聞き取

り）が必要となります。 

（例：寝具の整理について、寝具を自分で干せるか否か など） 

●そ の 他 

 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 ほほえみ館 担当：小城 大和（こじょう ひろかず）☎0984-42-2581 

 

障がいのある方やその家族への相談会を開催します 
 にしもろ基幹相談支援センターの相談支援専門員による巡回相談会を高原町

で開催します。 

 障がいのある方やその家族等からの相談に応じ、情報提供や助言を行います。

関係機関の方も含め、お気軽に御相談ください。 

 

●日 時 令和４年６月２３日（木） 午前１０時～午後３時 

●場 所 ほほえみ館 会議室 

●費 用 無料 

    ※参加希望の方は事前にお問い合わせください。 

    

●お問い合わせ先 

   にしもろ基幹相談支援センター 

   電話 ０９８４－２２－２３７３ 

 

 

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

 

令和４年度定期巡回相談について 
宮崎県南部福祉こどもセンターでは、障がいや知能、発達に関して巡回相談を

実施しています。実施方法等については下記のとおりとなります。 

 

１ 対象となる相談の内容 

 言葉や発達に遅れがある 

 療育手帳の該非相談及び再判定 など 

２ 対象者 

 宮崎県南部福祉こどもセンターに来所が困難な方（交通手段がない、疾病等

により移動困難など） 

３ 実施日 

 令和４年８月 17日（水） 
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 令和４年 10月 19日（水） 

 令和５年１月 18日（水） 

４ 会場 

 小林市家庭児童相談室 （高原町会場はありません） 

 小林市真方 89番地１ 

※相談については予約制となっております。実施日の３週間前までに御連絡くだ

さい。 

※相談件数によっては実施中止や相談に入れない場合があります。 

 

問 町民福祉課 担当：林 史弥（はやし ふみや）☎0984-42-1067 

小林市家庭児童相談室 ☎0984-23-4319 

宮崎県南部福祉こどもセンター ☎0986-22-4294 

 

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。 

 
【７月の延長窓口】 

日 時：令和４年７月７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 

 

【７月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年７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７月１日（金） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年７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。 

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！ 



5 

 

●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年度宮崎県防災士養成研修について 
宮崎県では、地域において防災活動の中核となる人材を育成するため、本年度

も標記研修を実施することとなりました。 

 高原町では、宮崎県が実施する研修により防災士資格を取得する際必要となる

受験料３，０００円及び登録料５，０００円について補助事業を実施しておりま

す。 

 受験を検討される際には、下記担当までお問合せくださいますようお願いいた

します。 

 防災士資格取得の流れについては下記のとおりです。 

① ７月から９月上旬 

  宮崎県防災士養成研修（基礎コース）受講（１日） 

② 基礎コース終了時、課題レポートが出されます。 

③ 課題レポートの提出及び救命救急の講習を受講してください。 

④ 12月上旬から令和５年１月 

  宮崎県防災士養成研修（専門コース）受講（２日間） 

  ※ ２日目の最後に防災士資格取得試験を受験 

⑤ 令和５年１月から２月に合格通知が発出 

⑥ 令和５年５月に防災士認証状交付式が行われます。 

 

基礎コース会場 

会場 日程 研修場所 定員 申込期限 

都城市 ７月２日 都城市中央公民館 50人 ６月 22日 

えびの市 ７月 31日 えびの市文化センター 50人 ７月 21日 

都城市 ８月１日 都城市中央公民館 30人 ７月 22日 

※ その他国富町、延岡市、宮崎市、新富町、串間市、高千穂町、西都市、日南

市、門川町でも開催されます。 

 

専門コース会場 

宮崎市 12月３日～４日 ＪＡアズム大研修室 

宮崎市 12月 10日～11日 九州保健福祉大学 Ｆ棟講義棟 

宮崎市 １月 17日～18日 ＪＡアズム大ホール 

都城市 １月 28日～29日 都城市中央公民館 
 

問 総務課 担当：江南 智玄（こうなん ともはる）☎0984-42-2112 
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農薬の飛散（ドリフト）防止について 
 農薬の飛散（ドリフト）とは対象作物以外に農薬が飛び散り、周囲に悪影響を

与えることです。農薬を使う機会が増える時期です。以下のことに注意しましょ

う。 

 

★農薬散布は、無風または風が弱い時等、近隣 

に影響が少ない気候・時間帯に行いましょう。 

 

★ほ場の外側から内側に向かって散布する、できる 

限り作物の近くから散布する等、散布の方向や 

位置に注意しましょう。 

 

★風向きやノズルの向きに注意し、適正な散布圧力・散布量で散布を行いましょ

う。 

 

★粒剤、微粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用したり、液体の農薬を散布す

る場合は、飛散低減ノズルの使用に努めましょう。 

 

★動力噴霧機、スピードスプレーヤー等を用いて農薬散布をする場合、防除機器・

散布装置に関する機能や性能について正しく理解し、飛散を防止しましょう。 

問 農畜産振興課 担当：六部一 智久（ろくぶいち ともひさ）☎0984-42-5132 

 

ジャンボタニシによる被害を防ぐために 
 ジャンボタニシは水田の取水口から侵入し、水稲に食害を与えます。取水口へ

のネット設置や未発生水田への貝の持ち込み防止のため農業機械の洗浄の徹底

をお願いします。また、すでに発生している場合は農薬防除が必要になります。

ジャンボタニシの農薬防除では以下のことに気を付けましょう！ 

 

★散布は貝が動いているのを確認してから！ 

 「スクミノン」や「ジャンボタニシくん」等の 

殺貝剤は、貝が食べないと効果がありません。貝 

が触角を出して活発に動いている姿を確認してか 

ら使いましょう！ 

 

★農薬散布後３～４日間、水は深く！ 

 ジャンボタニシは、水の中でしか農薬を食べる 

ことができません。散布後は水深を３～５㎝に保 

ち、貝に農薬をしっかり食べさせましょう。また、 

農薬が崩れると食べられなくなります。水の出入 

りを少なくし、３～４日間は、田面を静かに保ち 

ます。 
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★殺貝剤と食害防止剤の併用はダメ！ 

 ジャンボタニシに登録のある農薬には、貝を殺す殺貝剤と、貝をマヒさせるだ

けの食害防止剤があります。「パダン粒剤４」などの食害防止剤を使用すると、

貝がマヒして動けなくなり、稲も食べませんが、「スクミノン」などの殺貝剤も

食べなくなります。「パダン粒剤４」の効果は１週間程度なので、苗箱施用など

している場合は、殺貝剤の散布を遅らせるなど、併用しないようにしましょう！ 

 

問 農畜産振興課 担当：六部一 智久（ろくぶいち ともひさ）☎0984-42-5132 

 

令和４年度高原町青少年健全育成町民大会について 

●日 時 令和４年７月２日（土）午後２時 00分～午後４時 40分（予定） 

●会 場 高原町ほほえみ館神武ホール 

●入場料 無料 

●大会内容 

 （１）講演会 講演タイトル：「明日への希望」 

        講 師：UMKテレビ宮崎アナウンサー 柳田 哲志 氏 

 （２）町内の小中学生による青少年意見発表 

 （３）町内の小中学生による青少年健全育成標語発表及び表彰 

●新型コロナウイルス感染状況、台風等の悪天候の場合、大会を中止とさせて

いただく場合がありますので、予め御了承ください。 

問 教育総務課 担当：原田 朋子（はらだ ともこ）☎0984-42-1484 

 

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/

























































