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便利な高森町公式アプリをお手元に！

令 和 ４ 年
第 750 号

2022年

写真提供

福永写真館

◀ iPhone の方はこちらから
高森町公式アプリのダウンロードページに
移動できます。
◀ android の方はこちらから
高森町公式アプリのダウンロードページに
移動できます。

◀携帯電話・スマートフォンからも
「広報たかもり」をご覧になれます。
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令和４年高森町成人式

高森町特別成人式

高森町特別成人式

Ｐ.２参照

本日は昨年成人を迎えた私共
の門出に対し、このように盛大

これもひとえに、草村町長様
をはじめこれまでご指導くださ
いました諸先生方、今まで支え

福岡大学に進学し、勉学そして
部活動に一生懸命励んでおりま
す。
私は、高校から故郷を離れて、
様々な経験や生活をする中で、
改めてこの高森町の素晴らしさ、
思いの深さを再確認することが
できました。
特に、全国に先立ち取り組ま

なんでも南部分署

今年も春が近づき野焼きを行う時期になりました。

近年では野焼き中の事故が多く発生しています。火入

れを行う際、次のことに留意し、事故や怪我のないよ

うに努めてください。

◦リーダーは全体を管理し、情報を共有する。

◦当日の気象情報を確認する。

◦参加者（自分自身）の体調を把握する。

◦参加者同士で行程を把握しておく。

◦参加者の連絡を密にする。
（着火時、飛火時の声掛け）

炎の勢いが強くなると声のみでは聞こえないことが

ある。

◦火着け前の尾根の上には登らない。（炎の駆け上が

◦火を着けると突風が起きたり、風向きが変わる。

りがある）
今の私たちにとって非常に役に

からさらに自分の行動や考えに

私たちは、成人者としてこれ

成人者代表宣誓とさせていただ

に立つことをお誓い申し上げ、

者一同故郷高森町及び社会の役

まで事前に連絡をお願いします。

ま た、火 入 れ を さ れ る 場 合 は、消 防 署（南 部 分 署）

ゴーグル等を着用する。

◦化学繊維などの燃えやすい服は避け、帽子・手袋・

なり、事故につながる）

◦慌てて行動しない。（慌てることで周りが見えなく

◦ジェットシューターを有効に配置する。

◦常に「逃げ道」を考えておく。
将来は大学を卒業し、故郷に

てくれた家族に成人一同心より、 戻り、微力ながら高森町に貢献

成人者と申しましてもまだま

できたらと考えております。

昨年は新型コロナウイルスの

だ私たちは、未熟者でございま

感謝申し上げます。

影響で、成人式を開催すること

いる先輩方のご指導を受けなが

す。すでに社会でご活躍されて
しかし、一年延期という形で

ら自己研鑽にも努めてまいりた

はできませんでした。

無事に成人式が開催されとても

最後に、高森町の新しいステ

いと思います。
また、今回、成人式への参加

ージへのさらなる加速続行をご

うれしく思います。

に当たり、過分なるお心遣いを

責任を持ち、社会の一員として

きます。

いただき深く感謝申し上げます。 祈念申し上げるとともに、成人

日々の小さな努力を積み重ねて
前進する覚悟でおります。

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

立っております。

て、誠にありがとうございます。 れました高森町のＩＣＴ教育は、

に式典を開催してくださいまし

私事ではありますが、現在は

代 表 者 宣 誓

令和４年 高 森 町 特 別 成 人 式
令 和 ４ 年 １ 月 ３ 日（月）、高 森 総 合 セ ン タ ー 大 会
議室において高森町特別成人式が開催されました。
名

優斗さん

「特別成人式」には新型コロナウイルスの影響に
より開催が見送られた昨年の新成人を招待し、
が出席。会場では１年越しの式典開催や旧友などと
の再会を喜ぶ声に溢れ、この日限りの晴れ姿を記録
に残そうと友人や家族と撮影しあっていました。
式典後半では新型コロナ対策のため来場すること
が出来なかった恩師の方々のビデオメッセージが上
映され、参加者から笑いが起きるなど式典前半の厳

信一さん
目録贈呈：佐伯
慎さん
記念品贈呈：山村

荒牧

38
甲斐
竜弥さん

稚菜さん
登壇された皆さん

井芹

格な雰囲気から一転、和やかな雰囲気となりました。

成人者代表意見発表
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住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円/１世帯)のご案内
受給には手続きが必要です

◦住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯当たり10万円）は、 【給 付 金 の 支 給 手 続 き】
住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染

Ⅰ

症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯
◦世帯全員が、令和３年１月１日以前から現住所にお住いの場合

◦給付金を受給するためには、手続きが必要です。

◦対象となる世帯には、役場から、給付内容や確認事項が書かれた確
認書が届きます。

【給 付 金 の 支 給 額】 1世帯あたり10万円

◦中身を確認して、必要事項を記入した確認書を高森町役場まで返信

【給 付 金 の 支 給 時 期】 町が確認書（申請書）を受理した日からおおよ

してください。（返送期限3カ月以内）

そ４週間後が目安です。

◦世帯の中に、令和３年１月２日以降に転入した方がいる場合

【支給対象と申請の有無】

◦給付金を受け取るには申請が必要です。
◦申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に住民福祉課担当窓
口に、直接または郵送でご提出ください。
Ⅱ

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税
非課税相当※となった世帯（家計急変世帯）
◦給付金を受け取るには申請が必要です。
◦申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに住民福祉課担当窓口
に、直接または郵送でご提出ください。
※一般的な制度概要の問い合わせは、国のコールセンターへ
申請方法等については住民福祉課までお問い合わせください。

※詳しくは高森町ホームページに掲載しております。

問 内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
☎０１２０−５２６−１４５
受付時間９：00〜20：00（12/29〜１/３除く）
住民福祉課福祉係 ☎０９６７−６２−２９１１
受付時間８：30〜17：15（祝日を除く平日）

令和４年
（2022年）
４月１日から町税等のコンビニ・スマホ決済スタート！
町税等のコンビニ納付及びスマートフォ
ン決済を４月１日から開始いたします。下

コンビニ納付について

スマートフォン（スマホ）決済について

コンビニ納付の際は納付書をご持参のうえ、
スマートフォンアプリを利用して納付書に印
納付してください。コンビニでの納付に手数料 刷されているバーコードを読み取ることで納付
ます。詳細やご不明な点については税務課 はかかりません。
いただけます。アプリのインストールおよびご
利用にかかる通信料は自己負担となります。
までお問い合わせください。
■対応店舗
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソ ■スマホ決済対応のサービス
ンなどの各コンビニエンスストア
PayB、銀行 Pay（ ゆうちょ銀行 Pay 等）
、LINE
納付できる税金や料金は？
Pay 請求書支払い、PayPay 請求書払い、auPay
〈コンビニ納付の注意事項〉
、J-Coin 請求書払い、楽天銀
◦個人町県民税
◦固定資産税
下記の場合はコンビニ納付を利用できません。 （請求書支払い）
行コンビニ支払サービス
◦納付書にバーコードの印字がない
◦軽自動車税
◦国民健康保険税
◦コンビニでバーコードが読み取れない
〈スマートフォン決済の注意事項〉
◦介護保険料
◦保育料
◦金額、氏名その他記載事項が不明瞭または訂 ◦いったん支払い手続きを完了すると、取り消
◦水道使用料
◦住宅使用料
正、改ざんされている
しができません
◦後期高齢者医療保険
◦１件当たりの納付金額が30万円以上
◦スマホ決済の場合、領収書が発行されません。
◦納期限を過ぎている
二重払いにご注意ください
◦納税（納付）証明が発行可能となるまでお支
問 税務課 ☎６２−１１２３
払手続き完了から約２週間かかります
記にそれぞれの取り扱いなどを記載いたし

高森高校生が
フランキー像清掃

096ｋ熊本歌劇団特別公演

令和４年
高森町消防団出初式

6日㈰
2
月
12

6日㈰
2
月
12

昨年までに高森町を含めた７市町村に８体建

12月25日、26日に行われた南阿蘇鉄道クリ

新春の風物詩である高森町消防団出初式が２

てられているワンピース像を清掃し、作者の尾

スマスイベントにおいて096ｋ熊本歌劇団特別

年ぶりに開催されました。新型コロナウイルス

田先生に感謝を伝えようという取り組み。県の

公演が行われました。当日は雪が舞う寒空の下

感染症予防の観点から規模が縮小された中、通

呼びかけで実施され、高森駅のフランキー像は

でしたが、ステージが設営された白川水源駅に

常点検では日頃の訓練の成果を発揮し一体感の

高森高校生が清掃を行いました。

は多数の方が観覧に訪れました。

ある動きを披露しました。

㈰
９日
月
１

令和４年２月７日発行
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子育て支援センター活動だより
問 子育て支援センター

☆どんぐり帽子を作ろう♪♪

☎６２－３３１１

子育て

12月10日（金）

昨年に続き今年も子どもたちのどんぐり帽子が可愛くで
きあがりました！
〈参加者の声〉
●なかなかひとりじゃできない事が経験できて良かったで
す。また参加したいです。
●初めてかぎ編みをしましたが楽しかったです。完成が楽
しみです。
●託児していただき、編み物に集中する事ができました。
家でもするのが楽しみです。なかなかジッとしてくれま
せんでしたが、子どもとの同じ時間をゆっくり持てたの
で良かったです。

☆クリスマスツリーを作ろう

12月21日（火）

様々なマカロニを使って素敵なクリスマスリースができ
ました。
〈参加者の声〉
●マカロニでリース作りは初めてでしたが色々な色や形が
あり、とても可愛いリースができて良かったです。
●楽しく参加する事ができました。育児の息抜きになって
良かったです。
●初めてマカロニリースを作って、とても楽しかったです。

高森中剣道部・見事優勝
ーで開催された、第15回熊本神泉会館

11月27日（土）第59回熊本県スポー

12月11日（土）熊本県立劇場で開催

旗合志市剣道協会会長杯争奪九州選抜少

ツ推進委員協議会研修会が荒尾市で開催

された熊本県アンサンブルコンテストに

年剣道錬成大会に、高森中剣道部が複数

されました。

おいて、木管金管打楽器八重奏で金賞受

のチームに分かれて出場しました。Ａチ

その中で、高森町スポーツ推進委員の

ームは熊本神泉会旗「優勝」
、Ｂチーム

古澤要介さんが熊本県スポーツ推進委員

も合志市剣道協会長杯「優勝」
、Ｃチー

功労者表彰を授賞されました。古澤さん

ムは神泉

は長年、ソフト

会館３位

テニスの指導者

高森高等学校

と素晴ら

として子どもた

銀賞

しい結果

ちを指導されて

でした。

います。

全国大会等出場選手

賞と素晴らしい結果でした。
◦中学校の部
高森中学校・高森中央小学校
◦高校の部

コロナ禍で、厳しい地区予選を勝ち抜き、見事全国大会等に出場された高森町関係者をお知らせします。

【剣道】

【サッカー】

◦第69回全日本学生剣道優勝選手権大会
（団体の部）10月24日～大阪府／エディオンアリーナ大阪
（個人の部）12月４日～東京都／黒田区総合体育館
杉田 龍太郎（高森中出身／鹿屋体育大学４年）（団体・個人）
工藤 宙尊（高森中出身／清和大学２年）（団体・個人）
松崎 秀翔（高森中出身／日本経済大学２年）（団体）
◦第69回全日本剣道選手権大会（11月３日～東京都／日本武道館）
杉田 龍太郎（高森中出身／鹿屋体育大学４年／岐阜県代表）
◦第69回全日本都道府県対抗剣道優勝大会
（12月26日～和歌山県／和歌山ビックホエール）
藤岡 弘径（高森中出身／福岡第一高校教諭／福岡県代表）
杉田 龍太郎（高森中出身／鹿屋体育大学４年／岐阜県代表）
梶谷 龍聖（高森中出身／新日鉄大分／大分県代表）

高SPO×ロアッソ熊本サッカースクールに所属している甲斐柚葵さ
ん（高森中央小４年）が、KFA第31回熊本県U-12女子サッカー選手権
大会に、「ビアンカスにしはら」チームの一員として出場しました。決
勝はFCKマリーゴールドに１−０で勝利し見事優勝。11月27日に宮崎
県で開催された九州大会、第８回なでしこＭＩ
ＹＡＺＡＫＩカップでは、予選リーグ２勝１敗。
４年生ながらチームのエースストライカーとし
て得点を決めるも、残念ながら全国大会出場と
はなりませんでした。
【高SPO高森吹奏楽団】
◦第45回全九州高等学校音楽コンクール
（11月14日／福岡県飯塚市）
二村

杉田選手

金賞

高ＳＰＯだより

熊本県アンサンブル
コンテスト金賞受賞

問 高ＳＰＯ事務局
☎６２ー２９９１

11月21日（日）に合志市総合センタ

熊本県スポーツ推進委員
功労者表彰

工藤選手

松崎選手

藤岡選手

梶谷選手

夜麻斗（打楽器部門）（高森高校２年）

税

務

税

（5） 広 報たかもり

問 税務課税務係
☎６２−１１２３

確定申告が始まります
令和３年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、

２月16日（水）から３月15日（火）

までとなっています。申告と納税は期限内に済ませてください。
申告会場では室内の換気・マスクの着用・手指のアルコール消毒に
ご協力ください。
なお、申告書は会場内で作成・提出することもできますが、新型コ
ロナウイルス感染症への感染・拡散予防の観点から、手書きした確定
申告書の郵送、国税庁ホームページで作成し、e-Taxによる送信、ま
たは印刷して郵送などにより提出することができますので、ご利用く
ださい。

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です
確定申告書等にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。マ
イナンバーを記載した確定申告書等を税務署へ提出する際には、申告
されるご本人の本人確認書類のコピーの添付が必要です。
≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
例１：マイナンバーカード（個人番号カード）のコピー（表裏両面）
例２：通知カードの写し【番号確認書類】＋運転免許証または
公的医療保険の被保険者証のコピー【身元確認書類】など
詳しくは熊本国税局のホームページをご覧いただくか、阿蘇税務署
（☎０９６７－２２－０５５１）にお尋ねください。

高森町オリジナル‼

公的年金収入のある方の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金
などに関する雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得
税と復興特別所得税についての確定申告は不要です。
ただし・・・・
①所得税と復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提
出が必要です。
②非課税年金（遺族年金や障害年金など）を受給されている場合は、
住民税の申告が必要です。

申告相談会場のご案内
阿蘇税務署 会議室（阿蘇市一の宮町宮地1944番地）
☎０９６７－２２－０５５１（午前９時から午後４時まで）

２月16日（水）から３月15日（火）まで（土・日は除く）
税理士会による確定申告無料相談
高森総合センター、草部総合センター、朋遊館
午前９時から午後３時まで
※税理士の日程については別途、確定申告に関する広報紙を全戸配
布いたしますのでご確認ください。
◦申告期限間際になりますと申告会場が込み合うことが予想され、長
時間かかる場合もあります。
◦申告の際は、損失の計算に必要な書類及び確定申告に必要な書類等
をご持参ください。

住民税申告及び高森町役場での確定申告受付
別途、確定申告に関する広報紙を送付しております。また、TPC
のデータ放送でもご確認できます。

マイナンバーカード物語

問 住民福祉課総合窓口係
☎０９６７−６２－２９１１

１

２

３

４

５

６

サイバー
セキュリティ月間

政府では、サイバーセキュリティに関する普及啓
発強化のため、２月１日から３月 日までを「サイ
バーセキュリティ月間」としています。
最近多く発生している事案をご紹介します。ご注
意ください。
◉フィッシングメール等（ＵＲＬをクリックしない
でください）

偽のウェブサイトへ誘導して、住所、氏名、ＩＤ・
パスワードなどを盗み取るフィッシングが多発し
ています。
◉ネットショッピング詐欺
「商 品 が 届 か な い」、「偽 物 が 届 い た」な ど の ト ラ
ブルが発生してます。
次のチェックポイントに当てはまるならば、偽サ
イトの可能性大です。
・全商品が極端に値引きされている。
・振込先口座が、個人名義、外国人名義である。
・不自然な日本語表記となっている。
・店舗の連絡先の表示の記載がない。
◉サポート詐欺
インターネットを閲覧中に、突然画面に「ウイル
スに感染しました」などの警告が表示され、画面
に表示された電話番号に電話をかけると、パソコ
ン修復名目にサポート料金の支払などを要求され
る「サポート詐欺」被害が発生しています。
◉国際ロマンス詐欺
・海外の軍人になりすまし、「除隊するためにお金
が必要なので一時的に貸してほしい」「あなたと
結婚するために日本に行く渡航費や荷物の運搬費
を立て替えてほしい」などと金銭を要求する。
・ＳＮＳなどでやりとりを続けて親密な関係を築い
た頃に、投資に成功しているかのような様子を見
せ、あなたにも幸せになってほしいからなどと言
って暗号資産やＦＸなどの投資話を持ちかけ、高
額な投資金を送金させた後に連絡がつかなくなる。
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750号

（6）

元気に年を重ねていくための取組始めませんか？
健

問 高森町地域包括支援センター

康

☎６２－２０５５

高森町の高齢化率は41.0％（Ｒ３.10月時点）で熊本県の高齢化率の
31.1％（Ｒ１年度）を大きく超えている状況です。そのため、高齢者の方々
が元気に生活をしていくことが『高森町が元気でいるため』に不可欠とな
っています。
◦足腰の弱さが気になる、転びやすくなった。
◦少し物忘れが気になり始めた、同じことを何度も聞いてしまう。
など、体の変化は気になっていませんか？
高森町では右のような事業を実施しています。健康に生活を続けていく
為にもぜひご相談ください。

高森町で開催されている事業の案内
通 い の 場…地域の方が中心になり実施。近くの公民館等でボッチ
ャやいきいき100歳体操など健康を維持するための活
動を週１回程度実施。
ミ ニ デ イ…社協が中心になり実施。月１回程度地域の集会場等で
運動や茶話会などを実施。
介護予防教室…役場が中心になり実施。該当する方へは包括職員が訪
問等で参加案内を実施。専門スタッフの指導で週１回、
４カ月間実施。その後は地域の通いの場などへ。

高森町結婚新生活支援事業
高森町では新婚世帯の住居費・引越費用を支援します。
住居費と引越費用を合わせた額が対象で、29歳以下の夫婦は最

熊本県地域無料就労相談窓口
ジョブカフェ・阿蘇ブランチは、毎月１回高森町出張相談会を行
っております。

大60万円、39歳以下の夫婦は30万円（１世帯あたり）を補助します。
対象となるのは･･･

◆仕事や就職・転職のお悩みの方どなたでも就職相談をお受けいた

◦令和３年１月１日から令和４年２月末までに婚姻届を受理された
本補助金の交付を受けていない夫婦。
◦夫婦の所得合計額が400万円未満の世帯
◦申請日おいて、共に39歳以下の夫婦
などの複数の要件がありますので詳しくは、お問い合わせください。
問 住民福祉課福祉係

☎６２－２９１１

します。
◆相談はご本人はもちろんご家族や友人等どなたでも可能です。
◆応募書類作成や面接の練習など、実践的なアドバイスやご相談も
お受けします。
◆相談は無料で一切費用等はかかりません。秘密は守られます。
◆相談は国家資格であるキャリアコンサルタントが対応致します。
◦開催日

農地集積促進事業補助金について
農地中間管理事業（農地バンク）利用促進のため、同事業を利用

午後１時〜４時
◦場

所

◦対象者

（農林政策課内 ☎６２−２９１５）までご連絡ください。
◦貸付け者は町内に住所を有し、借受け者は認定農業者等であること。
◦利用権の設定面積が10ａ以上であること。
◦設定した利用権の存続期間が５年以上のものであること。
◦町税等を滞納していないこと。
問 高森町農業委員会事務局

☎６２－２９１５

団員紹介コーナー

今月号は２人を紹介！今回の絵はヨリフジ先
生に担当していただきました。

窪田 莉緒

（東京都出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A元気、笑顔、明るい声
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A“だれかにとっての支えになれる”パフォ
ーマンスをお届けすることを目標に新しい
場所で、１から夢を作りたいと思い劇団に
入団し、女優になるため精進しています。
Qマイブーム（趣味）
A温泉に行くこと
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A美しい自然
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
Aいつも096ｋを温かく見守ってくださり、
ありがとうございます。皆様に元気をお届
けできるように頑張ります。

高森総合センター和室

希望される方であれば

求職中の方、在職中の方。どな

齢者・若年者・進路担当

す。（10ａ当たり1,000円）
農地バンクの利用を検討されている方は、高森町農業委員会事務局

高森町役場隣接

たでもご利用できます。（再就職・就職氷河期世代・高

して農地の貸付け及び借受けを行った方に対し、補助金を交付しま
補助対象となるのは以下の条件を満たす方となっていますので、

毎月第２火曜日

の先生・ご家族など）
※予約なしでも相談はお受けします
が、予約された方を優先して対応
いたします。
※お気軽に電話でお問い合わせくだ
さい。
問 就労支援員・キャリアコンサルタント
☎２２−８１７８（村上 修一）

工藤 貴美華
（茨城県出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A TikTok・未だどこでも披露してませんが、声
色の種類は人より多いと思います。体力面で
は自衛隊育ちなので長距離走とか自信ありま
すね
（笑）
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A初出し情報ですが、オーディション合格後、少
しの迷いもありました…が実は元々、少年ジャ
ンプで連載されている漫画家さんのアシスタ
ントさんと交友がありまして、その方に
「堀江
さんに付いていけば間違いないよ！」
といわれ、
入団を決意しました。
Qマイブーム（趣味）
A高森に来てから外の空気が美味しくて過ごし
やすいのでドライブをよくするようになりました。
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A奇麗な星空、豊かな自然と美味しいあか牛
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A今のところ096ｋ唯一の金髪なので町を歩い
ていたらよく声を掛けていただきます。見た目
怖いかもしれませんがもとは自衛官です。人が
大好きです♡たくさん声をかけてください。♡

（7） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（12/16～１/15）
12月16日（木） 熊本県文化振興審議会
12月17日（金） 令和３年第４回高森町議会定例会
地方創生に関する協定式
Google社取材（ICT教育関係）
12月20日（月） 年末年始特別警戒活動出発式
12月21日（火） 高森町駐在嘱託員会議
12月22日（水） 南阿蘇鉄道取締役会
熊本県町村会評議員会
12月23日（木） 世界文化遺産登録推進協議会・景観保全会議

町の交際費

12月28日（火） 仕事納め式
年末警戒巡回（草部地区）
  1月  3日（月） 令和４年成人式
令和４年特別成人式
  1月  4日（火） 仕事始め式
  1月  9日（日） 高森町消防団出初式
  1月12日（水） 令和４年第１回高森町議会臨時会
企業・法人等との森づくり熊本県知事表彰式
  1月14日（金） 熊本県町村会トップセミナー

2021年度町長交際費はありません。

町長の交際費・食糧費についてのお知らせ
私が町政を預かってから本年で11年目を迎えておりますが、令和元年５月から私に係る交際費及び食糧費について、全て自費にて公務を
行っております。今後も引き続き、自費にて公務に励んで参ります。

町発注工事と業務委託契約状況
番号 担当課

1 総務課
2 総務課
3

農 林
政策課

4 建設課
5 建設課
6 建設課
7 建設課
8 建設課
9 建設課
10 建設課
11 税務課
12 総務課
政 策
推進課
政 策
14
推進課
13

草村

大成

令和３年11月2１日～令和３年12月20日分

※入札（随意契約を含む）を行ったすべてを記載しています。
（10万円以上）
契約日
工事（業務委託）名
工
期
契約相手
請負代金
総工第 22 号 高森町役場北側駐車場測 令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日
旭測量設計株式会社
20,570,000 円
量設計及び建築設計業委託
令和4年  3月10日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 高森町役場庁舎屋根防水改修工事
有限会社古寺工務店
19,580,000 円
令和4年  3月10日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 農政工第 2 号河地地区用水路改修工事
合資会社松田興業
2,200,000 円
令和4年  2月28日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 色見環状線道路舗装整備工事
有限会社谷川土木
5,720,000 円
令和4年  1月18日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 味鳥線道路舗装整備工事
株式会社イケダ道路
11,143,000 円
令和4年  2月  2日
大戸ノ口・本河原線道路舗装整備工事
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日
株式会社イケダ道路
25,278,000 円
（１工区）
令和4年  2月28日
大戸ノ口・本河原線道路舗装整備工事
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日
株式会社杉本建設
19,800,000 円
（２工区）
令和4年  2月24日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 高森町内交通安全施設区画線設置工事
株式会社アイエスティー
4,840,000 円
令和4年  1月31日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 男原線用地測量業務委託
有限会社甲斐測量設計
6,710,000 円
令和4年  1月31日
令和3年11月30日
令和 3 年 11 月 30 日 町営住宅外壁塗装工事（旭Ａ団地）
古木塗装
8,635,000 円
令和4年  1月31日
令和3年12月  3日
令和 3 年 12 月 3 日 地番図異動更新業務委託
株式会社九州不動産鑑定所
1,320,000 円
令和4年  3月31日
令和3年12月15日
令和 3 年 12 月 15 日 総工第 4 号 村山地区防火水槽新設工事
下田工務店
5,819,000 円
令和4年  3月25日
令和3年12月15日
令和 3 年 12 月 15 日 南阿蘇鉄道高森駅周辺整備工事（Ａ工区）
有限会社谷川土木
20,350,000 円
令和4年  3月10日
令和3年12月15日
令和 3 年 12 月 15 日 南阿蘇鉄道高森駅周辺整備工事（Ｂ工区）
株式会社草村企業
40,007,000 円
令和4年  3月25日

蘇村と広域協定を結び、両町村

民が互いの相談室にて相談でき

る環境を整えるとともに、消費

消費者行政に関する首長表明

近年、インターネットの普及

や情報サービスの進展により知

識や情報を入手しやすくなり、

消費生活相談室を新たに設置し、

相談業務の効率化並びに利便性

の向上に努めております。

今後も引き続き、南阿蘇村と

連携しながら多様化・複雑化が

進む住民の相談に対応するとと

もに、安全で安心して暮らせる

地域社会を目指して、消費者目

線の身近で相談しやすい環境を

整え、より一層の消費者行政の

大成

推進に取り組んでまいります。

高森町長 草村

消費者の生活は豊かになる一方、 者行政活性化基金の活用により

新型コロナウイルス感染症の拡

大を防止するため新しい生活様

式が取り入れられるなど、消費

者を取り巻く環境は著しく変化

しています。

このような中、高森町では消

費生活相談窓口を開設し、消費

生活に関する相談の受付、ケー

ブルテレビや広報誌による情報

提供、出前講座などの消費者教

年４月より南阿

育等、各種啓発活動に取り組ん

でいます。

また、平成
25

高森町長

熊本県からのお知らせ
ペットには避妊去勢手術を！
犬は年に１～２回、猫は年に２～３回妊娠すると言われていま
すが、動物は自分で繁殖をコントロールすることができません。
望まれない不幸な命を生み出さないためにも、飼い犬や飼い猫に
は避妊去勢手術を受けさせましょう。
犬・猫自身の病気の予防やストレス軽減、散歩時のマーキング
行為の減少にも繋がります。

問 阿蘇保健所☎０９６７－２４－９０３５
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おくやみもうしあげます12月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

年

齢

ご遺族

町） 後藤

萬藏

８５歳

後藤美惠子

永野原（永野原） 甲斐

幸子

９４歳

甲斐

幾夫

高

森（横

高

森（旭

通） 田上

来

９２歳

田上

利昭

河

原（味

鳥） 後藤

忠行

９０歳

後藤

康広

永野原（永野原） 伊藤

房光

７７歳

伊藤モトエ

高

森（旭

通） 馬原

清子

８７歳

馬原

富雄

野

尻（川

上） 瀬井

幸榮

９１歳

瀬井

公也

高

森（村

山） 田上

由成

９６歳

田上ツユ子

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
甲斐

幾夫様

馬原

富雄様

田上ツユ子様
（順不同）

路面清掃車
（ヨナスイーパー）
の
熊本県内市町村への貸出について
◦路面清掃車（ヨナスイーパー）は、令和３年１月より高森
町において導入していますが、今回、熊本県内市町村へ貸
出すことが可能となりました。
◦貸出し条件は下記のとおりです。
【貸出し条件】
①阿蘇山噴火に伴う火山灰で路面清掃が必要な状況にある。
②熊本県内の市町村（自治
体）である。

February
10：00～15：00

高森総合センター
２階中会議室

月

March

8日㊋ ジョブカフェ出張相談

13：00～16：00

高森総合センター
和室

※新型コロナウイルスの影響で変更や中止となる場合があります。

熊本県特定（産業別）最低賃金改定
令和３年12月15日（水）より下記のとおり変更されました。

産
業
時間額 効力発生年月日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
863円 令和3年12月15日
情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
902円 令和3年12月15日
舶用機関製造業
百貨店、総合スーパー
821円 令和3年10月1日
特定（産業別）最低賃金には、適用範囲があります。
問 熊本労働局労働基準賃金室 ☎０９６−３５５−３２０２
または最寄りの労働基準監督署

熊本いのちの電話オンライン講演会

無料

●日

時

●演

題 「発達障害の理解」～生きづらさはどこからくるのか～

●講

師

水間宗幸氏（九州看護福祉大学

●対

象

どなたでも

２月27日（日） 午後２時～４時
社会福祉学科

専任講師）

熊本いのちの電話ホームページ

問 熊本いのちの電話事務局
☎０９６−３５４－４３４３（平日午前10時～午後５時）

※貸出し窓口及び問い合わ
せは下記のとおりです。
☎０９６７－６２－２９１２

南阿蘇鉄道社員募集‼
南阿蘇鉄道では全線運転再開に向けて運転士を募集しています。

診療は午前９時から
午後５時まで

2月20日

２月16日～３月15日

月

25日㊎ 年金相談

3

（8）

またはQRコードから

貸出しは出来ません）

月日

2

●申込方法

（民間会社及び個人への

問 建設課土木係

高森カレンダー

750号

病・医院名

●応募資格

電話番号

20歳以上かつ列車の操縦に支障及ぼす疾病の無い方
●応募方法

渡邉総合内科クリニック

☎ 0967（65）2201

ハローワークもしくは、南阿蘇鉄道へ直接お申し込みください。

23日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

ご不明な点は南阿蘇鉄道総務課までご連絡ください。

27日

南郷谷リハビリテーションクリニック ☎ 0967（62）3351

3月  6日

藤本医院

☎ 0967（67）0020

13日

平田医院

☎ 0967（62）0216

令和３年12月31日現在

まちの

人口
編集後記

（対前月末）

人口／６, １２１人

（－１９）

男性／２, ９５９人

（－１５）

女性／３, １６２人

（－

アトリ

渡りの冬鳥を代表する鳥で、体長はス

のがオスで、夏に近づくほど真っ黒にな

写真提供：増田 泰夫さん
（阿蘇地区パークボランティア）

ります。頭が茶色ぽいのがメスです。名前の由来は諸説ありますが、い
つも群れでいることから、
「あつまるとり」が「あつとり」になり、更に「あ

表紙をどうしようかと悩んだ結果、両面を

表紙とすることとしました。撮影にご協力いただいた皆様あ
（圭）

２

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

で、日本に渡ってきます。頭が黒っぽい

４）

今年は成人式・特別成人式が開催され、

広報

☎０９６７−６２－１２１９

ズメよりやや大きくシベリアから大群

世帯／２, ８９７世帯 （－１０）

りがとうございました。

問 南阿蘇鉄道総務課

とり」になったと言われています。鳴き声は「キョッ、キョッ、キョッ」
と他の鳥に比べ、やや小さめですが、群れでいるので目立ち、いろんな
木に止まり、実を食べるので、見つけやすく、この時期、身近な鳥です。
問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１

令和４年２月７日発行
TEL 0967−62−1111 FAX 0967−62−1174
発 行／高森町
http://www.town.takamori.kumamoto.jp/
印 刷／株式会社 有明印刷
編 集／政策推進課
〒 869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森 2168 番地

▲

携帯電話・スマートフォンからのＨＰアクセスはこちら

（9） 広 報たかもり

令和４年 高 森 町 成 人 式
１ 月 ３ 日（月）、高 森 総 合 セ ン タ ー 大 会
議室において令和４年高森町成人式が実施
されました。
昨年は新型コロナウイルス感染症の影響
名の新成人が出

年過ごしてきた中でた

ることはないと思っています。

皆さんも

くさんの思い出があると思います。

代 表 者 宣 誓

何気ない日常の大切さを知る機会に

たくさんの人との出会いがあると思

これからもたくさんの思い出ができ、

年で私たちは様々な経験を

出に対し、このような盛大な式を催

本日は、成人を迎えた私たちの門

います。本当に私たちは周りに恵ま

方々などの支えがあったからだと思

を乗り越えられてきたのも、地域の

います。しかし、そんな多くの災害

舞われ、大変な思いをして来たと思

熊本地震をはじめ、多くの災害に見

生を変えてしまうかもしれません。

これからは、その間違い１つで、人

たちがたすけてくれました。しかし、

す。今までは、間違ったことは大人

ちは立派な大人であり、一社会人で

います。ですが、

してください。一生の宝になると思

歳になった私た

していただき誠にありがとうござい

れていたのだと実感することが出来

ですから、一旦立ち止まってみても
来賓の方々、ご出席いただきました

れ高校へ進学し、今では大学進学の

私は、中学を卒業後、高森町を離

は生きていけません。皆さんで助け

良いかもしれません。人生、一人で

うして集まりました新成人を代表し、 さ、食の大切さなど地元を離れたこ

事に勤しむ者、様々な環境の中、こ

して勉学に励む者、社会人として仕

成人式を迎えるにあたり、学生と

とで気づけることがありました。そ

くなりました。地域の方々のやさし

故郷への有難みを実感することも多

様々な経験をしていく中で、自分の

れまで様々な経験をし、そこで得た

るかは想像できません。ですが、こ

その時、日本がどのようになってい

っていく立場が必ずやってきます。

この先私たちが先頭に立ち社会を作

まだ、話は早いかもしれませんが、

生まれてから

年という歳月がた

挨拶を申し上げます。

んな中、小学校からずっと続けてき

式典終了後には会場の外で新成人同士な

皆様には新成人の一同心より感謝申

合って生きていきましょう。

また、高森町町長様をはじめ、ご

ます。

ました。

し、日々成長をしてきたと思います。 います。是非、その人たちを大切に

この

なりました。

20

ため神奈川へ出ました。故郷を離れ

20

により開催が見送られたため、２年ぶりの
開催となった成人式には
席し、新春の町内を晴れ着姿で華やかに彩
りました。
式典では厳かな空気感が漂う中、新成人
代表者による宣誓や意見発表が行われたほ
か、式後半では恩師からのビデオメッセー
ジが上映されると一変して和やかな雰囲気

20

知識があります。社会に出たとき最

どとの大撮影会となり、久々に見た子ども

となり、笑いあり涙ありと盛況となりました。

裕大さん

ていることがあります。

し上げます。

左から𡧃藤歩綺さん、野尻龍馬さん、秋山紀歌さん、中山玲奈さん

児玉
あったからだと思います。本当に感

方、友人など多くの人たちの支えが

のは家族や地域の方々、先生や先輩

えています。小学生から７人で切磋

中学最後の中体連は今でも鮮明に覚

それは、バドミントンです。特に

会を作りましょう。

え抜き自分が先頭に立った時良い社

でもいつか活躍するその時まで、耐

初はつらい事ばかりかもしれません。

の影響により、様々なことが制限さ

昨年から続く新型コロナウイルス

流すこともありました。それほど、

嘩することもあれば、みんなで涙を

未熟な私たちです。今後ともご指導

最後になりましたが、まだまだ、

ちを忘れず、成人としての決意を忘

ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

中学を卒業後会う機会は減ってき

れず、力強く生きていくことを誓っ

バドミントンへの思いが強かったの

ない日々が続いていたと思います。

ましたが、今でも毎年遊びに行く仲

て新成人の挨拶とさせていただきます。

れ、思い描いていたキャンパスライ

しかし、それにより、今まで当たり

です。この７人の関係は今後も変わ

だと思います。本当に良い思い出です。 そして、多くの方々への感謝の気持

前であったことの貴重さに気づき、

フを送ることは出来ず、友達と会え

謝しています。

琢磨し続けてきたバドミントンで喧

ち、こうして今日式典に出席できた

20

47

たちの成長に驚きと喜びの声が各方面から
響きました。

成人式実行委員の皆さん

両面表紙

2

令 和 ４ 年
第 750 号

便利な高森町公式アプリをお手元に！
◀ iPhone の方はこちらから
高森町公式アプリのダウンロードページに
移動できます。
◀ android の方はこちらから
高森町公式アプリのダウンロードページに
移動できます。

◀携帯電話・スマートフォンからも
「広報たかもり」をご覧になれます。

2022年

写真提供

福永写真館

P.

２

高森町特別成人式

P.

３

臨時特別給付金／コンビニ・スマホ決済

P.

４

子育て／高ＳＰＯだより

P.

９

令和４年高森町成人式

高森町成人式

高森町成人式

Ｐ.９参照

