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（回覧板） 
 

 

高原町 
 

 

 

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５年１月 10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 29,136 - 15,235 - 13,359 - 542 - 

 うち１回以上

接種件数 
7,871 90.11 3,500 93.43 4,122 91.74 249 50.20 

うち２回目接

種完了件数 
7,820 89.52 3,493 93.25 4,090 91.03 237 47.78 

うち３回目接

種完了件数 
6,626 75.86 3,376 90.12 3,194 71.09 56 11.29 

うち４回目接

種完了件数 
4,615 52.83 2,964 79.12 1,651 36.75 - - 

うち５回目接

種完了件数 
2,204 25.23 1,902 50.77 302 6.72 - - 

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(％) 

3,733 45.31 2,258 60.28 

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 №113 
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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。 

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！ 

【２月の延長窓口】            

日 時：令和５年２月９日（木）、16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   

【２月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和５年２月 26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５年２月１日（水） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和５年２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 

 

「歩いてもらおう！たかはる健幸ポイント事業」について（御案内） 
令和４年７月１日から実施しておりました「歩いてもらおう！たかはる健幸ポ

イント事業」のポイントカード提出期限及び特典配布について、下記のとおり御

案内いたします。 

１ 提出期限 令和５年１月 31日（火）まで 

       ※土日を除く、午前８時 30 分から午後５時 15 分の間で受付を

行っています。 

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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       ※期限を過ぎての提出は受け付けることができませんので、御注

意ください。 

       ※上記時間内に提出できない場合は、御連絡ください。 

２ 提出場所 高原町役場２階 総合政策課地域政策係 

３ 特典配布 令和５年３月末までに郵送予定 

 御不明な点につきましては、担当課に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 

 

宮崎ねんりんピック２０２３参加者募集について 
●開 催 日 令和５年５月 21日（日） 

      ラージボール卓球５月 14日（日） ゴルフ競技５月 19日（金）    

      ミニテニス競技５月 22日（月） 

●会  場 宮崎市・都城市・小林市・西都市・綾町・新富町 

●申込期間 令和５年２月１日（水）～３月 15日（水）              

      ※ほほえみ館での受け付けは、２月 28 日（火）までの開庁日とな

ります。 

●申込方法 申込用紙へ住所、氏名、生年月日、電話等の必要事項を御記入の上、 

      ほほえみ館または宮崎県社会福祉協議会・長寿社会推進センターへ 

      御提出ください。 

      申込用紙・競技実施要項は、ほほえみ館 高齢者あんしん係にあり 

ます。また、宮崎県社会福祉協議会ホームページ  

http://www.mkensha.or.jp からダウンロードできます。 

●参 加 料 500円(参加決定後、郵便局で振り込み)  

●参加資格 60歳以上（昭和 39年４月１日以前に生まれた方）   

●ねんりんピック実施種目                 

○ ラージボール卓球 ○ ソフトバレーボール 〇 ラグビーフットボール 

○ テニス  ミニテニス  パークゴルフ 

○ ソフトテニス ○ 弓道 ○ 水泳 

○ ソフトボール ○ 剣道  卓球バレー 

○ ゲートボール  なぎなた ○ ダンススポーツ 

○ ペタンク ○ 太極拳 ○ 還暦軟式野球 

 ターゲット・バードゴ

ルフ 

 四半的弓道 ○ 囲碁 

○ グラウンド・ゴルフ  ボウリング ○ 将棋 

〇 バウンドテニス ○ ゴルフ ○ 健康マージャン 

 ミニバレーボール ○ サッカー   

※ ○がついている種目は、第 35 回全国健康福祉祭えひめ大会の予選会を兼ね

ています。 

●お問い合わせ先 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会長寿社会推進センター 

 ＴＥＬ：0985-31-9630 

問 ほほえみ館 担当：山下 杏奈（やました あんな）☎0984-42-2581   
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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/


次の要件の全てに該当する者

・総務省・経済産業省の経済センサス産業大分類に属する事業を営んでいること。

・令和４年１０月１日時点で事業を行っており、事業継続の意思があること。

・高原町商工会に加入していること。

・町内に事業所を有する法人又は本町民で町内外に事業所を有する個人事業主

・令和４年１月から１２月のいずれかの月の売上が、令和２年から令和３年の

いずれかの年の同月と比較して、１か月でも減少していること。又は令和４年

１月から１２月のいずれかの月の燃料費や仕入れ等の費用が、令和３年同時期

と比較して、１か月でも増加していること。

※対象となる費用 電気、ガス、ガソリン、重油、軽油、灯油、原料、仕入れ等

・宗教上の組織又は団体 ・政治団体 ・農業を主たる事業として営む者

・主たる収入が給与収入である者

・本町から他の同様な補助や支援を受けた者又は受ける予定の者

※高原町宿泊施設燃料価格高騰対策支援事業補助金

※肥料価格高騰対策支援金

※きばる高原町の園芸農家情熱的活力支援事業補助金

※医療・福祉分野における物価高騰対策支援金　　等

・法人１０万円分、個人５万円分の商品券交付（同一交付対象者に１回限り）

〇原油価格・物価高騰対策支援補助交付申請書

　法人　➡直近の法人税確定申告書の控え

　　　　　比較年の損益計算書や総勘定元帳など

　個人(青色申告者)　➡令和３年分所得税確定申告書の控え

　　　　　　　　　　　比較年の所得税青色収支決算書　　　　　　

　個人(白色申告者)　➡令和３年分個人住民税申告書の控え

　　　　　　　　　　　比較年の収支内訳書

〇令和４年の売上台帳の写し(売上が分かる損益計算書や総勘定元帳など)　

※売上減少で申請する場合に必要となります。

〇燃料費や原材料費等の経理状況が分かる書類(現金出納帳や総勘定元帳、通帳など）

※燃料費や仕入れ等の費用増加で申請する場合に必要となります。

商工会窓口で申請し、後日承認のハガキが届いたのちに、商工会にて受取

令和５年１月１０日(火）～令和５年１月２７日（金）

高原町商工会（9:00～17:00）

※法人又は個人事業者で、令和４年１月以降に創業又は法人を設立した場合は、別途ご相談ください。

※申請書を事前に作成される場合は、高原町商工会と高原町役場のホームページに掲載されています

ので各自でご確認ください。

※交付された商品券の利用期限は、令和５年２月２８日(火)までとなります。

●お問い合わせ　高原町商工会　☎42-1158

月～金　9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

対象外

となる者

・高原町暴力団排除条例（平成23年高原町条例第16号）第２条第１号に規定する

暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員若しくは同条第３号に規定する暴力団関

係者であること。

交付額

必要な

申請書類

申請及び交付方法

再　回　覧

高原町内事業者価格高騰対策支援について

燃油や原材料等の価格高騰の影響を受けた町内事業者への支援補助を目的に商品券を交付します。

交付対象者

申請期間及び窓口



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 2月 4日（土） １３：３０～１５：００ 

2月 5日（日） １３：３０～１５：００  

※ご都合のいい日にご参加下さい。                

会場：ほほえみ館中研修室 

または、オンライン会議  

                  

          
 

 

 

                                      

                                      

 

                 

高原町議会主催 

議員とふれあい話そう会 
～町民のみなさまとの意見交換会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問い合わせ：高原町議会事務局 

☎０９８４－４２－５１３８ 

📨gikai@town.takaharu.lg.jp 

第１部 議会からの報告 

第２部 意見交換会～ 高原町の未来を考える 

     （福祉・経済・教育についてなど） 
          ※グループに分かれて行います 

当日の流れ 

１３：0０ ZOOM及び中研修室にて受付開始 

１３：３０ 開会 

１３：４０ 議会からの報告 

１３：５０ 意見交換会 

     １５：００ 閉会 

 

 

 

 

 

※オンライン参加方法 

事前に、下記の QR コードから 

２月２日（木）１７：００までに 

申し込みください。 

 

※対面での参加方法 

当日直接、ほほえみ館中研修室に 

お越しください。 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止になる場合があります。問い合わせください。 





















 回 覧  
令和５年１月１６日  

町民 各位 

 

高原町長 高妻 経信 

 

第７７回南九州駅伝競走大会に伴う交通整理について 

 

標記大会の開催に伴い、下記の時間内にて交通整理を実施されます。皆様には御迷惑をお

かけいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日 程 

令和５年２月５日（日） 午前１０時００分 スタート えびの市真幸地区体育館前 

 

２ 通過予定時刻（コースは、下図のとおり） 

第４中継所 高原フリーウエイ工業団地南口前 午前１１時３６分頃通過予定 

高原フリーウエイ工業団地南口前から都城市方面に交通規制が行われます。 

通過予定時刻前後（１１時００分～１２時００分）は交通渋滞が予想されます。 

※状況によっては、通過時間が前後する可能性がありますので、予め御了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱 高原町教育総務課） 

第４中継所 

フリーウエイ工業

団地南口前 

高原町役場 

高原インター 




