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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 10月 12日時点 

■１～３回目の接種人数・接種率 

■４回目の接種人数・接種率（４回目接種の対象者は次のとおり） 

①60歳以上の者 

②18歳以上 60歳未満で基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと 

医師が認める者 

③医療機関・高齢者施設等の従事者であって、60歳未満の者 

■小児の接種人数・接種率 

 接種人数 

（５～１１歳） 

接種率 

（５～１１歳）人口 496人 

１回目接種 ２３９ 人 ４８．１９ ％ 

２回目接種 ２２７ 人 ４５．７７ ％ 

※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、１～３回目は 12歳以上、４回目は 18歳以上、小児は 5～

11歳の住民基本台帳人口（Ｒ4.1.1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 8,239人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,746人 

１回目接種 ７,６２０人 ３,５３０人 ９２．４９％ ９４．２３％ 

２回目接種 ７,５７９人 ３,５２４人 ９１．９８％ ９３．０７％ 

３回目接種 ６,４４６人 ３,３７９人 ７８．２４％ ９０．２０％ 

 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 7,805人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,746人 

４回目接種 ３,２６８人 ２,６６６人 ４１．８７％ ７１．１７％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎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 №107 
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台風 14号で支援のあった飲料水の配布について 
 台風 14 号により、町内の多くの世帯で断水になり大変御不便をおかけいたし

ました。 

 現場作業に従事していただきました工事関係者の皆様方の不断、不休の復旧作

業により、現在は仮設管での復旧が終了しております。 

 しかしながら仮設管のため町民の皆様方には節水をお願いさせていただいて

いる状況です。 

 また、今回多数の関係機関、民間企業、個人の皆様方から飲料水（ペットボト

ル）を御支援いただきました。備蓄用として長期間の期限のものにつきましては、

今回の災害で払い出した本町の備蓄として倉庫に保管させていただきましたが、

非常に多くの御支援をいただきましたことから多数残っております。 

 いただいた御支援を無駄にすることが無いよう、下記のとおり町民の皆様方に

配布させていただきたいと考えておりますので、必要な方は御自由にお持ち帰り

いただきますようお願いいたします。なお、できる限り多くの町民の皆様にご利

用いただきたいと考えておりますので、持ち帰りの本数は、概ね２箱程度（２ℓ

×６本／箱、５００㎖×24本／箱）でお願いいたします。 

 

１ 配布場所 役場正面玄関 

２ 期  間 令和４年 10月 17日から在庫が終了するまで 

３ そ の 他 御自由にお持ち帰りください。 

       なお、正面玄関にない場合は補充いたしますので、職員にお声が

けください。 

問 総務課 担当：江南 智玄（こうなん ともはる）☎0984-42-2112 

 

日本発祥地まつり会場でマイナンバーカード出張申請受付及び 

マイナポイント申込サポートを行います！ 
日本発祥地まつりに合わせて、下記のとおりマイナンバーカード出張申請受付

及びマイナポイント申込サポートを実施します。 

お好きなキャッシュレス決済のポイントとして最大 20,000 円分のポイントが

もらえるマイナポイントは、令和４年 12 月末までにカードを申請した方が対象

となります。 

カードの申請を希望される方は、申請に必要な「写真撮影」と「申請手続き」

を無料で行います。 

また、カードは所有しているが、令和５年２月末が申込期限のマイナポイント

の申し込みを行っていない方についても、申込サポートをいたしますので、下記

の持参いただくものをご確認のうえ、ぜひお越しください。 

 

【実施日時】 

 令和４年 10月 23日（日） 午前９時 30分から午後３時まで 
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【実施場所】 

 高原中学校校舎１階 玄関ホール 

【持参いただくもの】 

●マイナンバーカード申請の場合 

①本人確認書類 

運転免許証等の官公庁発行の顔写真付き身分証明書１点または、健康保険証

と医療受給者証、健康保険証と診察券などの【氏名・生年月日】等が記載さ

れた顔写真のないもの２点 

 ②通知カード（お持ちの人のみ申請時に回収しますが、なくても申請可） 

 ③住民基本台帳カード（お持ちの人のみ申請時に回収します） 

 ※上記のものを持参いただければ、本人限定郵便にてご自宅でカードの受け 

取りが可能です。 

 ※当日は手ぶらでも申請可能ですが、受け取りは役場へ来庁いただきます。 

 ※申請から受け取りまでは、１カ月程度期間を要します。 

●マイナポイント申込の場合 

 ①マイナンバーカード 

 ②マイナンバーカードの暗証番号（４ケタの数字） 

 ③ポイントを受け取るためのキャッシュレス決済（ペイペイ、ナナコカード、

トライアルカード、ワオンカードなど） 

 ④通帳またはキャッシュカード（給付金受取の口座登録をする場合のみ） 

 ※当日、マイナンバーカードの暗証番号（数字４ケタ）が分からない場合、 

マイナポイントの申し込みができませんのでご了承ください。 

 ※給付金受取の口座登録をすることで 7,500円分のポイントが付与されます。 

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

 

第１３回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会 

高原町選手団選手選考会の開催について 

 令和５年１月９日（月・成人の日）に開催予定の第 13 回宮崎県市町村対抗駅

伝競走大会に係る、高原町選手団選手選考会を行います。 

１ 日  時  令和４年 11月９日（水） 

集合：午後４時 スタート：午後５時～ 

【予備日】令和４年 11月 13日（日） 

集合：午前９時 スタート：午前 10時～ 

※少雨決行 

２ 場  所  高原町総合運動公園 多目的芝生広場 

３ 距  離  小学生：１ｋｍ  中学生以上：２ｋｍ 

４ 対 象 者  町内在住、町内出身、町内に勤務の方 

５ 参加方法  11月７日（月）までに教育総務課まで御連絡ください。 

６ 持 ち 物  走れる服装・靴、帽子、飲み物、タオル、着替え 他 

７ 選手決定  監督・コーチ・選手選考委員による選考結果を、11 月 16 日
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（水）午後５時までに選手として決定となった方のみ御連絡い

たします。 

８ 選手登録  選手として、大会パンフレット及び大会の主催である宮崎日日

新聞等に掲載されます。 

９ そ の 他  当日は、御自宅で検温を必ず行ってきてください。 

        （熱が 37.５℃以上の方、体調が優れない方の参加は御遠慮く

ださい。） 

問 教育総務課 担当：唐仁原 美和（とうじんばら みわ）☎0984-42-1484 

 

「ななつ星ｉｎ九州」運行について 

 豪華寝台列車クルーズトレイン「ななつ星ｉｎ九州」が 10 月から吉都線内を

運行します。運行日は下記のとおりです。 

 高原駅には 13時 40分頃到着、８分程度停車します。 

 高原駅、役場に手持ち旗をご用意しております。ご自由にお取りください。 

 沿線で見かけた際は、旗や手を振ってお見送りしましょう。 

 

●運行日 10月 20・27日 

     11月３・10・17・24日 

     12月 15・22日  

●到着予定時刻 高原駅 13時 40分頃 

問 総合政策課 担当：瀬戸口 洋介（せどぐち ようすけ）☎0984-42-2115 

 

高原町メール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。 

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。 

 

(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/

























































