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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８月８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 ７,６１１人 ３,５２０人 ９１．２７％ ９４．１９％ 

２回目接種 ７,５６７人 ３,５０６人 ９０．７４％ ９３．８１％ 

 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 ６,３５６人 ３,３５９人 ７６．２２％ ８９．８８％ 

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

 

水道メーター検針のお知らせについて 
 水道メーターの検針は、毎月上旬（１日～８日）に実施していますが、今月８

月１日及び２日に実施しましたメーター検針におきまして、検針機器の不具合に

より、日を改めて再度検針を実施しております。 

つきましては、１日及び２日に検針を行った一部地域におきましては、「上水

※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 №103 
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道使用料お知らせ票」が投函済となっていますが、後日、再検針を行っているた

め、水道の使用状況により８月請求分の使用水量が、投函済のお知らせ票の使用

水量より増加していることが考えられます。 

なお、検針日が８月３日以降のお知らせ票については、記載内容の変更等はあ

りません。 

御不明な点等ございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせください。 

問 建設水道課 担当：藤本 淳志（ふじもと あつし）☎0984-42-4960   
 

権利擁護無料相談会・後見人等のつどい 
にしもろ地区権利擁護推進センターつなごでは、「身寄りがなく、財産管理や

福祉サービスなどをどのようにしたら良いのか分からない」「障害のある家族の

将来が心配」「悪徳商法や借金で悩んでいる」人のために、無料相談会を実施し

ます。また、親族後見などをされている方を対象に、家庭裁判所への提出書類等

の相談もお受けします。 

１．日 時  令和４年９月７日（水） 午後１時 30分～午後３時 30分 

２．場 所  高原町社会福祉協議会会議室（ほほえみ館内） 

３．費 用  無 料 

４．受 付  原則予約となります。 

５．相談員  弁護士・社会福祉士など 

       ※当日変更となる場合もありますので、御了承ください。 

６．その他  相談内容が外部に漏れることはありません。 

施設や病院の相談員等からの相談も可能です。 

７．申込・問い合わせ先 

       中核機関にしもろ地区権利擁護推進センター つなご 

       電話 27-３３５８ 

 

問 町民福祉課 担当：大學 康宏（だいがく やすひろ）☎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。 

マイナポイント第２弾は、令和４年９月末までにマイナンバーカードの申請を

行った方が対象者になりますので、まだ申請をされていない方は、この機会に申

請しましょう！ 

 
【９月の延長窓口】 

日 時：令和４年９月１日、８日、15日、22日、29日の毎週木曜日 

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 
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【９月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年９月 25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９月 １日（木） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年９月 21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 
 

マイナンバーカードの出張申請受付を実施しています！ 
高原町では、マイナンバーカード申請促進のため、交付申請を希望される個人

や地域の団体、事業所等からの要請に応じて、無料で顔写真の撮影から申請まで

のサポートをさせていただいております。 

個人で役場まで行かなくても、地区の施設や事業所等でマイナンバーカードの

申請手続きが出来るうえ、１名からでも受付可能ですので、ぜひご利用ください。 

 

【出張申請受付の流れ】 

① 希望する個人や地域団体、事業所等からの申し込み 

② 町担当者から日程調整の連絡 

③ 町担当者へ申請者名簿の提出（FAX・メール・電話可） 

④ 町担当者から必要書類の案内 

⑤ 町職員が個人や地域団体、事業所等の指定する場所へ出向き、申請書類の審

査と本人確認、写真撮影を行い、受付します。 

⑥ 出来上がったマイナンバーカードを、本人限定郵便または事業所等で受け取

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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【出張申請受付の申込について】 

対 象 者  ①町内在住の町民 

②町内に事業所・事務所が置かれている企業等 

③町内で活動する団体（自治会、サークル活動等） 

実施日時  申込団体等の担当者と調整（平日午後 1時～午後４時） 

        ※希望時間がある場合は、要相談 

申込書等  町ホームページからダウンロードできます。電話での申し込みも 

可能です。 

 

【出張申請受付の条件】※下記条件のすべてを満たすこと 

① 町内に住民登録のある方 

② 既にマイナンバーカードの申請を行っていないこと 

③ 申請から２か月以内に町外へ転出予定がないこと 

④ 申請者本人が会場に来ることができること（15 歳未満は法定代理人の付き

添いが必要） 

⑤ 申込団体等が会場や机、椅子等の準備ができること 

⑥ 申込団体等において案内、誘導等が行えること 

 

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

水田の排水管理について 
道路に水田の水が流出すると、水により歩行者が転倒したり、車がスリップし

たり等の危険があります。流出が無いよう排水等の管理を改めてお願いします。 

 

★排水口にゴミがつまっていないか確認する。 

 

★排水口付近の除草を行う。 

 

★「畦波板」や「畦畔被覆シート」等で畦畔 

の漏水防止を行う。 

 

★モグラが畦に穴をあけている場合は、穴を 

塞ぎ、モグラ対策を行う。 

 

★適切な水管理を行う。★畦塗りを行う。 

 

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年就業構造基本調査を実施します！ 
総務省統計局（宮崎県・高原町）では、日本の就業・不就業の実態を明らかに

することを目的として就業構造基本調査を実施します。 
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調査結果は、雇用政策や経済政策などの企画・立案のための基礎資料として活

用されます。 

 

●調査基準日：令和４年 10月１日現在 

●調査対象：無作為に選ばれた 15歳以上の世帯員 

調査の対象となる地域は次のとおりです。 

①上麓区の一部 ②北狭野区の一部 ③花堂区の一部 

④西広原区の一部 ⑤下広原区の一部 ⑥上後川内区の一部 

 

調査をお願いする世帯には、９月下旬に調査員が伺い、調査書類をお配りしま

す。より便利に皆様にご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って、

簡単にインターネットで回答することが可能となっていますので、調査の趣旨を

ご理解いただき、ご回答をお願いします。 

問 総合政策課 担当：大迫 拓也（おおさこ たくや）☎0984-42-2115 
 

令和４年度 高原町いきいき電動三輪車に係る 

試乗体験者の募集について 

高原町では、昨年８月から 65 歳以上の方を対象に電動三輪車（２台）の貸与

事業を始めています。 

買い物などのお出かけの際に電動三輪車を利用することによって健康的な毎

日を過ごせるよう応援すると共に、運転免許証を返納された方などの移動をサポ

ートします。 

つきましては、試乗体験者を募集しますので、希望される方は、下記にてお申

し込みください。 

 

１ 対象者 

次のいずれにも該当する人 

・町内在住の 65歳以上の人（令和４年４月１日時点） 

・日常生活の移動に困っている人（自動車やバイクの免許証を返納したな 

ど） 
２ 貸出要件 

・町の行う自転車安全講習会を受講すること 
・体力チェックを受けること 
・ヘルメットを着用するなど安全に利用すること（ヘルメットは町が貸与し 
ます。） 
・アンケートに協力すること 

３ 貸出開始  
・令和４年９月中を予定 

４ 貸出期間 

・１か月から２か月程度（１台） 

・６か月程度（１台） 
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宮崎県防災・防犯メール情報サービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

 

(メール)                        (ＱＲコード) 

 bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp 

 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

宮崎県危機管理課 ☎０９８５-26-７０６４       

 

 ※６か月貸出につきましては、健康増進の効果検証のため、体力測定をさ

せていただきます。 

５ 申込方法 

先着順ですので、総合政策課（42-2115）までお電話ください。申込者が多

い場合、貸出まで数か月お待ちいただく場合があります。 

 

※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 総合政策課 担当：寺師 淳一郎（てらし じゅんいちろう）☎0984-42-2115 











○ 基本的な感染防止対策（マスク、
手洗い、換気）の徹底をお願いします。

○ 帰省や旅行等で来県された方は、
早期に無料検査の実施をお願いします。

○ 会食は１卓４人以下、２時間以内で、
テーブル間の移動は控えてください。

○ 親戚や友人・知人であっても、
普段会わない方との接触機会を
できるだけ減らしてください。

宮崎県からのお願い
（新型コロナウイルス関係）

感染拡大で、医療がひっ迫しています！

受診や相談する医療機関に迷う場合は･･･

宮崎県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター

☎ ０９８５(７８)５６７０ ２４時間対応



 回 覧  

 

各種イベント中止のお知らせについて 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、以下のイベント

について中止とさせていただきます。 

 楽しみにされた方におかれましては、大変申し訳ありませんが御

理解と御協力の程よろしくお願いいたします。 

 

開 催 日 行 事 名 開 催 場 所 主 催 

８月 21 日(日) たかはるよりどり交流市   高原町総合運動公

園 

たかはるよりどり交流市運営

協議会 

８月 20 日(土) 

21 日(日) 

たかはるキャンプフェス２

DAYS における以下の行事 

・本物の忍者がやってくる！ 

・ニジマスのつかみどり 

皇子原公園 奥霧島温泉郷旅館組合・御池・

皇子原事業部 

 

 

（文書取扱 産業創生課） 

高原町役場 産業創生課 

電話 ０９８４－４２－２１２８ 






































