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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５年 2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 29,618 - 15,503 - 13,563 - 552 - 

 うち１回以上

接種件数 
7,872 90.12 3,492 93.22 4,130 91.92 250 50.40 

うち２回目接

種完了件数 
7,820 89.52 3,485 93.03 4,098 91.21 237 47.78 

うち３回目接

種完了件数 
6,650 76.13 3,373 90.04 3,212 71.49 65 13.10 

うち４回目接

種完了件数 
4,739 54.25 2,982 79.60 1,757 39.11 - - 

うち５回目接

種完了件数 
2,537 29.04 2,171 57.96 366 8.15 - - 

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(％) 

4,205 51.04 2,553 68.15 

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 №115 
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令和５年度からの高原町簡易人間ドックについて 
 令和５年度より高原町簡易人間ドックの受付時期が変わります。 

ご注意ください！ 

 

■受付時期 

令和４年度まで 令和５年度 

３月１日から受付 

令和５年度に入ってから 

●３月１日からの受付は行いません！ 

現在準備をしておりますのでもうしばらくお待

ちください 
 

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

 

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！ 

 
【３月の延長窓口】            

日 時：令和５年３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   

                     

【３月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和５年３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３月１日（水） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和５年３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。 

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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●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（小学校側）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 

 

野生鳥獣による農作物の被害状況報告について（お願い） 
現在、野生鳥獣による農作物の被害状況を把握し、効率的かつ効果的な被害防

止対策の資料とするため、農作物被害の情報を集めております。 

つきましては、大変お手数ではございますが、令和４年４月１日から令和５年

３月 31 日までの間、野生鳥獣による農作物被害を受けられた方は、農政林務課

まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。 

【報告いただく内容】 

●加害鳥獣の種類（不明でも可） ●農作物の種類 ●被害場所・被害面積 

 

※家庭菜園での被害や収穫後の飼料作物（ラップサイレージ等）、給餌のための

家畜のエサは対象外です。 

問 農政林務課 担当：吉元 翔平（よしもと しょうへい）☎0984-42-5134 

 

「第３次にしもろ定住自立圏共生ビジョン（案）」への 

意見募集について 
小林市・えびの市・高原町では、圏域全体の活性化を図るために連携し、

推進する具体的な取組を記載したビジョンを策定しています。今回、第２次

ビジョンの期間が令和４年度までとなっていることから、令和５年度からの

５年間を期間とする第３次ビジョン(案)に対する意見を募集します。 

 

●意見募集期間 

  令和５年２月 18日（土）から令和５年３月 20日（月）【必着】 

 

●計画の閲覧場所 

 （1）高原町役場 総合政策課 

 （2）高原町公式ホームページ 

 

●提出方法 

  指定する様式に住所、氏名、意見を明記のうえ、総合政策課企画政策係窓口

に直接お持ちいただくか、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法

で提出してください。指定する様式は、閲覧場所に設置してあります。このほ
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か、高原町ホームページからもダウンロードできます。 

 

●提出先 

  高原町役場 総合政策課 企画政策係 

 ・持参の場合 午前８時 30分から午後５時 15分まで（土日・祝日を除く） 

 ・郵送の場合 〒889-4492 高原町大字西麓 899番地  

高原町総合政策課 企画政策係 宛 

 ・F A X の 場 合  FAX番号 ０９８４－42－４６２３ 

 ・電子メールの場合 メールアドレス sougou@town.takaharu.lg.jp 

 

●御意見の取扱い 

 ・お寄せいただいた御意見は、計画（案）の最終的な決定と決定後の計画の実

施にあたっての参考とさせていただきます。なお、御意見に対する個別の回

答は行いません。 

 ・指定する様式に記載していただいた個人情報は適正に管理し、この意見募集

の目的以外には使用しません。 

問 総合政策課 担当：上山 順司（うえやま じゅんじ）☎0984-42-2115 

 

令和５年度版ほほえみカレンダーの変更について 

 毎年３月に配布している、「ほほえみカレンダー」が、令和５年度版からデザ

インを一新します。 

 これまでの月めくりから 12 か月分が１枚の大判になりますが、各種行事、イ

ベント、ごみ出し日等の掲載内容は変わりません。 

 御理解の程、よろしくお願いいたします。 

問 教育総務課 担当：唐仁原 美和（とうじんばら みわ）☎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      

mailto:sougou@town.takaharu.lg.jp
https://m.sugumail.com/m/takaharu/













































































