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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 12月 19日時点） 

■接種回数別の内訳 

■3～5回目接種完了者のうち、オミクロン株対応ワクチンを接種した件数 

 

 

 

 

 

 

※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、住民基本台帳人口（Ｒ4.1.1時点）に対する割合です。 

 全 体 

接種対象者 

（5歳以上） 

人口 8,735人 

うち 65歳以上 

（高齢者） 

人口 3,746人 

うち 12～64歳 

 

人口 4,493人 

うち 5～11歳 

（小児接種） 

人口 496 人 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

総接種件数 27,573 - 14,102 - 12,820 - 535 - 

 うち１回以上

接種件数 
7,871 90.11 3,507 93.62 4,115 91.59 249 50.20 

うち２回目接

種完了件数 
7,816 89.48 3,500 93.43 4,082 90.85 234 47.18 

うち３回目接

種完了件数 
6,585 75.39 3,376 90.12 3,157 70.26 52 10.48 

うち４回目接

種完了件数 
4,283 49.03 2,885 77.02 1,398 31.12 - - 

うち５回目接

種完了件数 
1,018 11.65 834 22.26 184 4.10 - - 

全 体 

接種対象者（12歳以上）

人口 8,239人 

 

うち 65歳以上（高齢者） 

人口 3,746人 

件数（件） 接種率(％) 件数（件） 接種率(％) 

2,176 26.41 1,102 29.42 

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 №112 
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健（検）診のお申込みについて 

今年度の健（検）診受診期間が 1月末で終了します。健（検）診を受ける事は、病気の

早期発見、早期治療、予防につながります。まだ、健（検）を受けていない方は、ぜひこ

の機会に受けてみませんか？ 

なお、当日飛込受診はできませんので、必ず期限までにお申込みください。 

◎集団健（検）診については「令和４年度 高原町健（検）診案内（A3）」とあわせ

て御確認ください。 

〇健診を受診する際の注意点について 

 ・特定健康診査、長寿健康診査、わけもん健診、簡易人間ドックにつきましては、複 

受診はできません。 

 ・受診券がお手元にない方は、再交付いたしますので、ほほえみ館健康づくり推進係

へ御連絡ください。  

・なお、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止が生じる場合がございます

ので、御了承ください。 

「高原町健康づくり推進条例」制定のまち 高原町 

「スマートウェルネスシティ」推進を目指すまち 高原町 

健診種別 内 容 

特定健康診査 

長寿健康診査 

わけもん健診 

大腸がん検診 

前立腺がん検

診 

肝炎ウイルス検

診 

体制 開 催 日 会 場 申 込 期 限 

集団 

令和 5年 １月 22日

（日） 
ほほえみ館 

令和 5 年 1 月 6 日

（金） 

ほほえみ館 健康づくり推進係までお申込みください。 

個別 

特定・長寿健診は受診券が必要です。 

有効期限：令和 5年１月末まで。 

実施医療機関は受診券の裏面を御確認ください。 

問 ほほえみ館 担当：広池 加奈子（ひろいけ かなこ）☎0984-42-4820 

 

マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカードの 

申請期限の延長について 
マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカード申請期限が、「令和４

年１２月末」から「令和５年２月末」までに延長となりました。 

なお、ポイント申込期限については、後日お知らせいたします。 

マイナポイント第２弾は、第１弾のキャッシュレス決済サービスでチャージや

お買い物をする時にポイントが付与される事業に加え、健康保険証の利用申込を

行った方と公金受取口座の登録を行った方にポイントが付与されるものです。 

対象者 付与ポイント 

マイナンバーカードの新規取得者や第１弾

で申込をしていない方 
最大 5,000円分 ※１ 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/02/60f3b81853686579797112a9c0996c41.png
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マイナンバーカードの健康保険証としての

利用申込を行った方 
7,500円分   ※２ 

公金受取口座の登録を行った方 7,500円分   ※２ 

※１ マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで 

チャージまたはお買い物をする必要があります。 

 ※２ 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナ 

ポイント申込で選択した決済サービスにポイントが付与されます。 

 ●キャッシュレス決済とはペイペイなどの QRコード決済、nanacoなどの電子 

マネー、トライアルなどのプリペイドカード等になります。 

●その他の対象となるキャッシュレス決済については、総務省のホームページ 

にて御確認ください。 

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

 

固定資産税に係る償却資産の申告について 

個人、法人を問わず、商工業や農業、サービス業などを営んでいる人が、その

事業のために所有している構築物や機械、工具・備品などの資産を「償却資産」

といい、固定資産税の課税対象となります。 

毎年１月１日現在で償却資産を所有されている方は、地方税法第 383条の規定

に基づき、１月 31日までに高原町役場に申告をしなければなりません。 

 つきましては、令和４年１月に申告された方については、税務課から申告書を

郵送しますので、資産の増減を御記入のうえ、御提出ください。 

また、新しく事業を始められた方で、申告書をお持ちでない方は、郵送もしく

は窓口で申告書をお渡ししますので税務課まで御連絡ください。 

 申告方法や詳細について不明な点がありましたら、下記担当まで御相談くださ

い。 

 

 

 

問 税務課 担当：末永 貴也（すえなが たかや）☎0984-42-2113 

 

防災ヘリコプター「あおぞら」との合同訓練について 
 高原分遣所、宮崎県防災救急航空センター、高原町消防団の三機関合同訓練を

下記のとおり実施します。 

 訓練に際し、訓練会場周辺の飛散物等に注意していただくとともに、訓練実施

につきまして御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 防災ヘリコプター「あおぞら」の機体展示も行いますので、是非ご覧ください。 

 

日時：令和５年１月 18日（水） ９時 30分から 11時 30分まで 

場所：高原町総合運動公園 

内容：「あおぞら」ホイストと使用した救助訓練 
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   「あおぞら」ドロップタンクを使用した消火訓練 

   「あおぞら」機体展示 

 

問合せ先：高原分遣所 ０９８４－42－１３７３ 

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

 

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/







































