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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。
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◀ 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。

高森中体育祭／
たかもりタウンTOPICS

P.

３

子育て世帯生活支援特別給付金

◀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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マイナンバーカード取得者給付金
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年金／０９６ｋ熊本歌劇団員紹介
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６月19日、南阿蘇ビジターセンターで３年ぶりの「みなみあそ野の花コンサート」が開催された

令和４年７月４日発行

高森中学校体育祭

熊本行政評価事務所長
感謝状贈呈

755号

（2）

５月28日（土）晴天の下に高森中学校体育祭が開催されました。
各競技では互いに火花を散らしていましたが、体育祭終了後には敵味
方なく健闘を称えており、青春の爽やかさを感じ取ることが出来ました。

「生活協同組合くまもと」と
協定締結

熊本県社会福祉功労者及び
団体等知事表彰伝達式

日㈪
6
1
５月

日㈪
0
3
５月

日㈪
0
3
５月

熊本行政評価事務所長から本町行政相談員

見守り活動及び災害時における応急生活物

社会福祉の向上に特に著しい功績のあった

の本田裕樹さんに感謝状が贈られました。本

資供給等の協力に関する協定が締結されまし

方や団体に贈られる熊本県社会福祉功労者表

田さんは地域住民の身近な相談窓口として、

た。

彰。例年であれば熊本県庁において表彰式が

住民から寄せられる様々な相談の解決に向け

この協定では地域住民の安否及び異変の早

執り行われますが、新型コロナウイルスの感

て努力するなど、業務の遂行に特に尽力した

期発見、早期対応に向けた見守り活動の実施

染状況を受け、令和３年度は各市町村で伝達

行政相談員に対して贈られるもので、本年度

や災害時における応急生活物資の安定した供

式を行うこととなりました。高森町からは岩

は、熊本県内で10人に贈呈されました。

給を目指すことを目的とされています。

下早苗さん、後藤益子さん、勝木ケサミさん
の３名の方が受賞されました。

（3） 広 報たかもり

総務課 山本審議員着任のご挨拶
６月１日より総務課審議員に山本國雄さんが着任されま
した。
「総務課審議員として６月から勤務しております山本と
申します。
３年前に県を定年退職し県伝統工芸館で館長として５月
まで勤務していました。今、注目されている高森町で勤務
できて嬉しく思います。町民の皆様、宜しくお願い申し上
げます。」

子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します
●支給対象者
次の①②に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
①令和４年３月31日時点で18歳未満の児童（障害児の場合､ 20歳未満）を養育する父母等
※令和５年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。
②▪令和４年度住民税（均等割）が非課税の方 または
▪令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
●支給金額
児童１人当たり一律

５万円

●給付金の支給手続き
Ⅰ．令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方。
・給付金は申請不要で受け取れます。
・準備ができ次第、対象者宛てに通知書を発送し令和４年４月分の児童手当または特別児童
扶養手当を支給している口座に振り込みます。
ご注意ください

※給付金の支給を希望しない場合は、ＨＰに掲載している受給拒否届出書を、高森
町にご提出ください。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約して
いるなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更す
るなどの手続きをしてください。

Ⅱ．上記以外の方（例：高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
◦給付金を受け取るには、申請が必要です。
◦申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに高森町役場住民福祉課福祉係に直
接、または郵送でご提出ください。
◦給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
問 厚生労働省コ－ルセンター ☎０１２０−４００－９０３（受付時間：平日9：00～18：00）
申請方法等につきましては、
高森町役場住民福祉課福祉係 ☎０９６７－６２－２９１１まで

●第19回熊本県中学生剣道優勝大会

●剣道
【高知県予選】
団体：優勝（高知高校３年 酒井 武志）
※インターハイ出場
個人：準優勝（高知高校３年 酒井 武志）
※インターハイ出場
【福岡県予選】
団体：優勝（福岡第一高校３年 小野 勇海）
※インターハイ出場
準優勝（東福岡高校３年 石橋 奏太）
※九州大会出場
【鹿児島県予選】
団体：優勝（鹿児島商業高校３年 有川 剣）
※インターハイ出場
【愛媛県予選】
団体：優勝（帝京第五高校３年 児玉 大輝）
※インターハイ出場
【大阪府予選】
団体：優勝（興国高校３年 中井 丈聖）
※インターハイ出場
【茨城県予選】
団体：優勝（水戸葵陵高校２年 酒井 大翔）
※インターハイ出場
●サッカー
【熊本県予選】
準優勝：（慶誠高校２年 甲斐勇太）
※九州大会出場

日程：６月12日（日）
場所：人吉スポーツパレス
【結果】 団体戦：優勝（高森中学校：角田、酒井、白田、野尻、内田、倉田、阪口）
優勝した男子の部の高森中３名と、女子の部優勝の尚絅中２名は熊本県代表
混成チームとして、９月18日（日）おおきにアリーナ舞州（大阪府）で開催
される第17回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会に出場します。
●第47回熊本県剣道道場連盟少年剣道練成大会優勝
日程：６月４日（土）団体戦・６月５日（日）個人戦
場所：合志市総合体育館（ヴィーブル）
【団体戦結果】
優

勝

ベスト８

高森武道会Ａ：角田・酒井・新井
高森剣友会Ａ：山本・高野・内田、高森尚武館Ｂ：倉田・齋藤・
德丸、高森少剣Ａ：野尻・遊馬・白田

ベスト16 高森尚武館Ａ：坂本・阪口・梶谷
※団体戦上記５チームは、７月29日（金）に日本武道館（東京都）で開催さ
れる第56回全国道場少年剣道大会に出場します。
【個人戦結果】
３年男子

準優勝（酒井）・３位（白田）・ベスト８（角田）

２年男子

準優勝（梶谷）・３位（坂本、德丸）・ベスト８（立川、住山）

１年男子

ベスト８（西野）

※３年生男子個人の部準優勝の酒井君は10月16日（日）に愛知県で開催され
る第38回全国道場少年剣道選手権大会に出場します。

高ＳＰＯだより

全国高校総合体育大会等出場選手
問 高ＳＰＯ事務局
☎６２ー２９９１

高森中学校剣道部優勝

令和４年７月４日発行

国民健康保険税・介護保険料減免制度

755号
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住宅の耐震化等に係る補助のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などへの

地震や土砂くずれなどの災害に備え、下記のとおり補助事業を実

減免制度があります。対象となるのは、次の対象１、対象２のいずれ

施します。対象となる事案等がございましたら、建設課住宅係まで

かに該当する場合で、令和４年４月１日から令和5年３月31日までの

お問い合せください。

納期分です。

①木造住宅耐震化促進事業

●対象１

新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者

が死亡または重篤な傷病を負った場合
●対象２

耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判定された木造住宅につい
て、耐震改修等への費用の補助を行います。

世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収

入または給与収入（以下「事業収入等」という）の減少が見込まれ、

※ 耐震診断費用についても一部補助があります。
②危険ブロック塀等安全確保支援事業

国保税については次の①～③のすべてに該当する場合（介護保険料

通学路、または避難路に面し、路面より基礎部を入れた高さ80

については①と③に該当する場合）

㎝以上、塀自体の高さ60㎝以上のブロック塀、レンガ塀、石積

①事業収入等の減少額が前年の当該事業収入の10分の３以上であ

塀の撤去等に係る費用の補助を行います。

ること（減少額は保険金、損害賠償により補填されるべき金額を
控除した額）

③土砂災害危険住宅移転促進事業
熊本県が指定しています土砂災害特別警戒区域内において、土砂

②前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

災害の危険性のある住宅の移転を目的に、移転に係る費用の一部

③減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得の合計額

を補助します。

が、400万円以下であること

●申込期間：９月30日（金）までの土日祝日を除く
午前８時30分～午後５時15分
※詳細については事前に建設課住宅係迄お問い合わせください。

国民健康保険税の制度が改正されました

国民健康保険税に関する法律などの改正により、令和４年度の国民

問 建設課住宅係

☎０９６７−６２－２９１２

健康保険税が以下のとおり変わります。
●未就学児のいる世帯の国民健康保険税の軽減
子育て世帯の負担軽減のため、国民健康保険税の減額制度が新たに
始まります。令和４年度の国民健康保険税から、小学校入学前の子
ども（未就学児）にかかる均等割額（１人あたりにかかる金額）の

※税額の端数処理のため、軽減後の均等割額が異なる場合があります。
●国民健康保険税の課税限度額の変更
国民健康保険税は１世帯あたりの税額の上限が設定されており、こ
れを課税限度額といいます。国民健康保険制度と事業の円滑な運用
を行うため、令和４年度分の国民健康保険税から課税限度額を次の
とおり引き上げます。
保険区分
医療保険分
後期高齢者支援金分
介護納付金分
問 税務課税務係

令和３年度
63万円
19万円
17万円

令和４年度
65万円
20万円
17万円

警察事務

採用予定人員

男性48人
女性16人

5人

７月29日（金）〜
７月29日（金）〜
８月19日（金）
８月15日（月）

試験日

10月16日（日）

９月25日（日）

試験内容

教養・作文

教養

合格発表

10月下旬

10月上旬

※採用誌験日程等の詳細については、試験案内・受験申込書または
熊本県警察ホームページで確認してください。第２次試験もあり
ます。
※原則インターネットによる申し込みになります。

●第１次試験地

阿蘇広域行政事務組合 大阿蘇環境センター未来館

●受 付 期 間 ７月19日（火）から８月５日（金）まで
（土曜日、日曜日を除く）
受付時間は、午前８時30分から午後５時まで
用

●採

日

10月１日

●試 験 区 分 等
区分

職種

採 用
予定人数

一般
事務

１人
程度

介護士
支援員

２人
程度

職務内容

受験資格

事務部局・議会
昭和62年４月２日から
事務局に勤務
平成16年４月１日まで
し、一般事務に
に生まれた人
従事します。
昭和47年４月２日以降
事務部局福祉施 に生まれた人で、介護
設に勤務し、介 福祉士の資格を有する
護業務に従事し 人または介護福祉士の
ます。
受験資格（実技試験免
除）を有する人

全国的な新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、広く地域経済が影
響を受けているなか、高森町では地域経済の活性化とマイナンバーカ
問 ☎６２−０１１０
通報・相談 110

採用試験日程

受験資格

◦18歳〜27歳の方
（平 ◦18歳〜21歳の方
（平
成7年4月2日〜 平
成13 年 4月2日 〜
成17年4月1日生）
平 成 17 年 4 月1日
生）
◦学 校 教 育 法による
大 学（ 短 期 大 学を ◦学 校 教 育 法による
除く）を卒 業また
大 学（ 短 期 大 学を
は令和5年3月末ま
除く）を卒 業また
でに卒業見込みの
は令和5年3月末ま
方（ 人事 委 員 会 が
でに卒業見込みの
同等の資格がある
方（ 人事 委 員 会 が
と認める方を含む）
同等の資格がある
は受験できません。 と認める方を含む）
は受験できません。

８月20日（土）

長 マイナンバーカード取得者に
限定
延
町
限
高森
現金5,000円を給付します
申請期

令和４年度警察職員

第１次試験

熊本県警察職員として社会に貢献したいというやる気にあふれ

る方を求めています！

警察官Ｂ
（男性・女性）

●第１次試験日

問 阿蘇広域行政事務組合事務局総務課人事係
☎０９６７−２４−５１１１

☎０９６７−６２－１１２３

試験区分

受付期間

変更額
+2万円
+1万円
変更なし

下記日程にて採用試験が実施されます。

高等学校卒業程度

５割を軽減します。
令和４年度の国民健康保険税均等割額
世帯の所得による
均等割額
均等割額
軽減割合
（未就学児以外） （未就学児の減額後）
軽減なし
30,600円
15,300円
２割軽減
24,480円
12,240円
５割軽減
15,300円
7,650円
７割軽減
9,180円
4,590円

令和４年度 阿蘇広域行政事務組合職員採用試験案内

ードの普及のため、マイナンバーカードを取得した町民の方を対象に
５,０００円を給付します。
●対 象 者
◦既にマイナンバーカードを取得済みの方
◦これからマイナンバーカード作成を申請し、令和４年12月28日ま
でに交付を受ける方

※受給済みの方は対象外

●給付方法

指定口座への振込み

●申請期限

令和５年１月４日

●申請方法
①申請書を記入（申請書は役場にあります）・押印
②マイナンバーカードのコピー、通帳のコピーを提出
③約３～４週間後に指定口座に５,０００円振込み
＊申請が集中した場合や年末年始
期間の申請等は、振込みまでに
お時間が掛かります。

問 住民福祉課 総合窓口係
☎０９６７−６２−２９１１

（5） 広 報たかもり

ランドクルーザー70消防車

消防車売ります！

物件名
車名
形状
車体色
排気量
使用燃料
初年度登録年月
車検満了日
走行距離

（令和4年8月16日に阿蘇広域消防本部で入札）
消防本部の消防ポンプ自動車を「一般競争入
札」で売却します。
売却する物件は、右記のとおりです。

①
トヨタ ランドクルーザー
消防自動車
赤色（朱色）
4.16Ｌ
軽油
平成16年１月
令和４年１月15日（車検なし）
27,529㎞

●入札日時及び場所
日時：８月16日（火）10：00～
場所：阿蘇広域行政事務組合消防本部 多目的ホール
●参加資格
◦別途定める、売却の条件をすべて承諾いただける方
◦別途定める、入札参加資格の要件をすべて満たす方
※売却の条件及び参加資格は、阿蘇広域行政事務組合消防本部ホーム
ページをご確認いただくか、右記 問 までご連絡ください。
●受付期間・受付方法
日時：７月20日（水）～８月８日（月）
８：30～17：15（土・日・祝日を除く）
方法：右記 問 にお電話いただくか、
阿蘇広域行政事務組合消防本部ホームページを
ご覧ください。

※物件の詳細は阿蘇広域行政事務組合消防本部ホーム
ページにてご確認いただけます。

●売却車両の公開期間及び場所
日時：７月20日（水）～８月８日（月）
９：00～17：00（土・日・祝日を除く）
場所：阿蘇広域行政事務組合消防本部（阿蘇市黒川1423−1）
※試乗はできませんのでご了承ください。
※物件の見学をされる場合はあらかじめご連絡ください。
●その他
◦入札に参加される方は、別途定める入札保証金が必要になります。
◦物件の引き渡しは現状のまま行いますので、引渡し後の不調や故障
についての保証は一切いたしません。
◦参加に必要な資格が満たされていないことが判明した場合は、入札
無効となります。
問 阿蘇広域事務組合消防本部 総務課総務係
☎０９６７−３４－０２１５

高齢になっても元気で生活するために
健

高森町でも少子高齢化は深刻な問題となっています

康

（各年４月１日現在）

平成24年
（2012年）

令和４年度
（2022年）

総人口

7,138人

6,072人

65歳以上人口

2,363人

2,607人

高齢化率
（65歳以上割合）

33.1％

42.9％

高齢になっても住み慣れた地域や家で生活を続けていくため
には頭も体もしっかり元気でいることが大切です。しかし実際
には様々な病気が原因で自分たちだけで生活することが難しく
なった方も少なくありません。ではどんな病気で生活が難しく
支援が必要になるのか、高森町の状況を見てみましょう。
□要注意‼認知症

□今から何ができる？脳のための生活
①脳をしっかり働かせる。

初めて介護認定を受ける原因になった病気をまとめてみました。
原因と
なった病気

平成30年

令和元年

令和２年

令和３年

１位

脳血管疾患

認知症

認知症

認知症

２位

認知症・
骨折

脳血管疾患

骨折

骨折

骨折

がん

がん

３位

問 高森町地域包括支援センター
☎０９６７−６２－２０５５

人との交流や適度な運動は脳への良い刺激です。コロナ禍により
人との交流が難しい状況ですが高森町では感染対策をしながら100
歳体操など通いの場を実施しているのでぜひ参加してください。
②血圧・糖尿病といった病気をしっかりコントロールする
これらの病気は脳の血管を傷つけ詰まったり破れたりしやすくし

令和元年以降認知症が１位という結果になりました。

ます。その結果脳へ必要な酸素や栄養が届かず、脳の細胞が死んで

また病気は違いますが平成30年１位の脳血管疾患（脳梗塞・脳出

行ったりして認知症を引き起こします。

血）も認知症と同じく脳の病気です。

自分の判断で治療の中断などしないようにしましょう。

高齢になると足腰などの痛みがよく目立ちますが、脳を良い状態に
保つこともとても大切です。

取り組みを始めるのに遅いということはありません。まずはできることからやっていきましょう。

なんでも
南部分署

梅雨時期を学び対策しよう

「梅 雨 時 期」と は、一 般 的 に ６ 月 か ら ７ 月 と い わ

れています。特に梅雨末期（７月頃）は、梅雨前線

が停滞し、台風も発生しやすいため、大きな災害に

なる可能性があります。

２０２１年から避難情報の警戒レベルが変更とな

っています。再度確認しましょう。

新 た な 避 難 情 報 で は、「警 戒 レ ベ ル ３」は 高 齢 者

等避難、「警戒レベル４」は避難指示、「警戒レベル

５」は緊急安全確保となりました。高齢者や障害の

ある方などは「警戒レベル３」で安全な所へ避難す

ること。またそれ以外の方も身の危険を感じたらい

つでも避難できる準備をしましょう。「警戒レベル４」

が発令されたら、対象地域の方は、全員速やかに避

難すること。そして「警戒レベル５」では、災害が

発生し、命が危険な状況になります。これでは安全

な避難ができませんので、必ず「警戒レベル４」ま

でに、避難してください。

まだまだ油断できない梅雨時期に備え、日頃から

防災意識を高めることが大切です。避難経路や避難

場所の確認は日頃からチェックして頂きたいのです

が、それに付け加えて大雨や台風が予想される時は、

こまめに天気

を確認し、避

難情報はテレ

ビやラジオ、

インターネッ

トなどで知る

ことができる

ため、早めの

準備、早めの

避難に心掛け

ましょう。

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

令和４年７月４日発行
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熊本県からのお知らせ
住宅金融支援機構からのお知らせ

あなたの「ふるさとの川をきれいにしたい！」を応援します！

住宅金融支援機構では、平成28年熊本地震

県が管理する河川において、美化活動を行うボランティア団体等を募集しています。希望

で被災した住宅を復旧するための「災害復興住

に応じて、軍手やごみ袋等の支給、傷害保険の加入、ごみの運搬・処分などの支援が受けら

宅融資（建設資金、購入資金、補修資金）」の

れます。きれいな川を保つために、皆さんのご協力をお願いします。

借入申込の受付を継続しています。

詳しくは、 くまもと

お申込みをご検討の方は、お早めにご相談く

マイ・リバー・サポート

問 県阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課

ださい。
●申込受付期限

災害時にペットを守れるのは飼い主だけです。災害が起きてからではなく、日頃から備え

問 住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
☎０１２０－０８６―３５３（通話無料）
受付時間 ９：00～17：00
（祝日・年末年始除く）

をしておきましょう。日常的に「むやみに吠えない」
「ケージに入る」等のしつけをしておくと、
避難所へ避難した際、周囲の生活環境への配慮に繋がります。また、迷子になった時のため
に「迷子札」を必ず装着し、ノミ・ダニの駆除など健康管理をこまめに行うことも大切です。
問 阿蘇保健所

☎０９６７－２４－９０３５

マイナンバーカードで暮らしを便利に！

対面だけでなく、電子的な本人確認にも活用できる
マイナ
マイナンバーカード！健康保険証としての利用申込と
ポイント
公金受取口座の登録に付与するポイントが６月30日
第２弾
から開始されます！
マイナポイント対象のマイナンバーカードの申請期限は、９月末
までとなります！マイナンバーカードはスマートフォン、パソコン、
証明用写真機、郵便で申請が可能です！
ポイントを受け取るには、
マイナンバーカードを使って、
マイナポイントの申込みを
行う必要があります。

マイナンバーカード

マイナポイント 検索
➡

☎０９６－３６７－２５０３

団員紹介コーナー
窓花

（埼玉県出身）

これからの将来が不安、人間関係で悩んでいる、学校に行けない・行
きたくない、学校を辞めてしまった、働く気がおきない等、さまざまな
悩みや心配されていることについてご相談ください。本人はもちろん、
家族、関係者の方でも大丈夫です。一人で抱え込まず、気軽にご相談く
ださい。
チェック、氏名・連絡先をお伺いさせていただきます。また、新型コ

国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、保険料
年 金
免除・納付猶予申請、学生納付特例申請については、マイ
ナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。申請にはマ
イナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用し
てスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、
紙の申請書より簡単に作成することができます。
また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。お手
続きの際はぜひご利用ください。

宝生

熊本県子ども・若者総合相談センター
出張相談会 in 阿蘇

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、当日の体調

国民年金の加入手続き・保険料免除等の
電子申請を開始します

問 熊本東年金事務所

☎０９６７－２２－１１１８

ペットのための災害時への備え

令和５年４月30日まで

問 マイナンバー総合サイトフリーダイヤル
☎０１２０−９５－０１７８

検索
➡

Q誰にも負けないポイント（特技など）
Aカラーガード、人に着付けができます
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
Aコロナの影響で働いていたテーマパークを
解雇されたのですが、どうしても芝居する
ことをあきらめたくなくてオーディション
を受けました
Qマイブーム（趣味）
A映画を観ること
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A自然がたくさん、おいしいものがたくさん、
写真映えのスポットが多い
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
Aこれから096ｋ、もっともっと頑張ってい
きますので、好きになってもらえたらうれ
しいです！

ロナウイルスの感染状況によって中止する場合がございますので参加
希望の方は一度お問い合わせください。
◦相談日

７月６日（水）

◦時

間

10：30～15：30 （※15：00までにご来所ください。）

◦会

場

阿蘇市農村環境改善センター

農業情報室

（熊本県阿蘇市内牧976−2）
◦料

金

無料

◦対

象

主に15歳～39歳までの方とそのご家族、友人、知人、支援
者

等

問 熊本県子ども・若者総合相談センター ～ COCON ここん ～
熊本市東区月出３丁目１－120 熊本県精神保健福祉センター２階
☎０９６−３８７−７０００（月～金 8：30～21：00）
fkowaka-cocon@wind.ocn.ne.jp（※メール相談は24時間受
け付けておりますが、返信は8：30～17：30となります。
）
[HP]http://kowaka-cocon.jp/

今月号も２人を紹介！
今回の絵はのぴやか梢先生に担当していただきました。

佛田ひかり
（熊本県出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A舞踊、日本酒、三点倒立
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A熊本が大好きなので、エンターテイメント
で故郷に恩返しがしたかったから。また、
未知なる可能性を感じたから
Qマイブーム（趣味）
A日本酒の勉強、美しい景色で踊ること
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A日本の美しい四季詰め合わせ。水の都（阿
蘇の伏流水等）
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A雄大な自然にいつも背中を押してもらって
います！今度は私たちが日常の彩りの一部
になれるよう頑張ります！！

（7） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（５/16～６/15）
5月17日（火）
5月18日（水）
5月19日（木）
5月20日（金）
5月22日（日）
5月23日（月）
5月24日（火）
5月26日（木）
5月27日（金）

全国道路利用者会議第74回定時総会
道路整備促進期成同盟会全国協議会第43回通常総会
岩神公民館落成式
熊本県介護保険審査会委員総会
第38回全国都市緑化くまもとフェア閉会式
緊急時ホットライン訓練
令和４年度高森町商工会通常総会
令和４年度国道57号整備促進期成会総会
阿蘇広域行政事務組合正副管理者会議
阿蘇郡市町村会総会

町の交際費

5月30日（月） 生活協同組合くまもと協定調印式
令和４年度熊本県防犯協会連合会定時総会
6月 1日（水） 総務省事務次官面談
6月 2日（木） 駐日ウクライナ大使への義援金贈呈
6月 3日（金） 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第61回）
6月 9日（木） 大阿蘇絵画展実行委員会
高森町社会福祉協議会理事会
6月10日（金） 令和４年第２回高森町議会定例会本会議（6/17まで）
6月13日（月） 令和４年第２回高森町議会一般質問
6月14日（火） 阿蘇地区商工会連絡協議会交歓会

2022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12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
契約日
高森高校マン 令和 4 年
1
ガ学科推進室 4 月 21 日
令和 4 年
2 建 設 課
5月 9日
令和 4 年
3 農林政策課
5 月 13 日
令和 4 年
4 政策推進課
5 月 13 日
令和 4 年
5 教育委員会
5 月 19 日
令和 4 年
6 教育委員会
5 月 19 日
令和 4 年
7 教育委員会
5 月 19 日

令和４年４月2１日～５月20日分

工事（業務委託）名
高森高校マンガ学科開講プロモーション
PV 作成業務委託
高森駅周辺無電柱化詳細設計業務委託
林道鍋の平線道路舗装整備測量設計業務委
託
湧水トンネル公園公園部分改修工事実施設
計監理業務委託
高森中央小学校給食共同調理場備品購入事
業（ガス式連続炊飯機Ａ）
高森中央小学校給食共同調理場備品購入事
業（ガス式連続炊飯機Ｂ）
高森中央小学校給食共同調理場備品購入事
業（プレハブ冷凍庫）

令和４年度自衛官募集

募集種目

資格

受付期間

一般曹候補生

18歳以上
33歳未満

7月1日（金）〜
9月5日（月）

18歳以上
33歳未満

年間を通して行っ
ています。
新卒高校生は９月
からの受験になり
ます。

自衛官候補生

航空学生

防衛医大

医学
学生
看護
学生
推薦

防衛大
学校学生

総合
選抜
一般

陸 上
自衛隊
高等
工科学校
生 徒

高森町長

草村

大成

※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）
工
期
契約相手
請負代金
令和4年 4月21日から
株式会社 熊本コアミックス
2,997,500 円
令和4年 7月29日まで
令和4年 5月 9日から 株式会社 水野建設コンサル
40,040,000 円
令和5年 3月31日まで タント
令和4年 5月13日から
有限会社 甲斐測量設計
6,710,000 円
令和4年 7月25日まで
令和4年 5月13日から
有限会社 佐藤設計事務所
2,398,000 円
令和4年 8月31日まで
令和4年 5月19日から
株式会社 熊本アイホー
6,710,000 円
令和4年 8月19日まで
令和4年 5月19日から
株式会社 熊本アイホー
6,050,000 円
令和4年 8月19日まで
令和4年 5月19日から
株式会社 熊本アイホー
1,221,000 円
令和4年 8月19日まで

問 自衛隊熊本地方協力本部

阿蘇地域事務所

☎０９６７−２２−４５７５

試験期日
合格発表
１次： 9月15日（木）
～18日（日）
１次：10月 3日（月）
２次：10月 8日（土）
最終：11月15日（火）
〜23日（日）
（内1日指定）
※9月の試験
筆記試験：9月16日（金）
～18日（日）予定
11月15日（火）
別日に身体検査・口述試験を
行います。

試験会場（予定）
筆記試験（５箇所）
①熊本・②八代・
③玉名・④天草・
⑤阿蘇
阿蘇地域振興局
※身体検査・口述試験
（北熊本駐屯地）

海： 18歳以上23歳
未満の者
１次： 9月19日（月）
高卒者（見込含）
２次：10月15日（土）
又は高専3年次
１次： 10月 7日（金）
【１次試験】
〜10月20日（木）
修了者（見込含） 7月1日（金）〜
２次：（海）11月 9日（水） 熊本地方合同庁舎
３次：（海）11月18日（金）
空： 18歳以上21歳
9月8日（木）
（空）11月 4日（金） ※２次以降は別途連絡
〜12月14日（水）
未満の者
最終：令和5年1月17日（火）
します。
（空）11月12日（土）
高卒者（見込含）
〜12月15日（木）
又は高専3年次
修了者（見込含）
18歳以上21歳未満 7月1日（金）〜
10月12日（水）
の者
高卒者
（見込含）又は
高専3年次修了者
（見
7月1日（金）〜
込含）
10月 5日（水）
細部は問い合わせく
ださい。

9月5日（月）〜
9月9日（金）

18歳以上21歳未満
の者
高卒者
（見込含）又は
高専３年次修了者
（見 7月1日（金）〜
込含）
10月26日（水）

推薦

細部はお問合せくだ 10月1日（土）〜
さい。
12月 2日（金）

一般

男子で中卒
（見込含） 10月1日（土）〜
17歳未満の者
令和5年1月6日（金）

１次：10月22日（土）
２次：12月14日（水）
		 ～16日（金）
１次：10月15日（土）
２次：11月26日（土）
		
27日（日）
9月24日（土）
25日（日）
１次： 9月24日（土）
２次：10月29日（土）
10月30日（日）
１次：11月 5日（土）
6日（日）
２次：12月 6日（火）
〜10日（土）
令和5年1月5日（木）
〜1月7日（土）（内1日指定）
１次：令和5年1月14日（土）
15日（日）
２次：令和5年1月26日（木）
〜29日（日）
（内1日指定）

１次：12月 1日（木）
【１次試験】
最終：令和5年1月31日（火） 熊本地方合同庁舎
１次：11月11日（金）
最終：令和5年2月3日（金）

別途連絡します。

10月30日（日）
１次：10月14日（金）
最終：11月24日（木）

防衛大学校

１次：11月24日（木）
熊本学園大学
最終：令和5年1月20日（金）
令和5年1月13日（金）

・高等工科学校会場
・熊本試験会場

１次：令和5年1月20日（金）
別途連絡します。
最終：令和5年2月 9日（木）

令和４年７月４日発行

おくやみもうしあげます ５月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

年

齢

ご遺族

高

森（横

町）

白石

典次

９３歳

白石

茂子

高

森（上

在）

中川ミヨ子

９５歳

中川

國葊

色

見（西

丁）

𡧃藤

６５歳

𡧃藤

貴文

元志

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
白石 茂子様
瀨井 博治様
石田
			

正章様

（順不同）

高森カレンダー
７

July
9：30～

22日㊎ 年金相談

10：00～15：00

28日㊍ １才児健康相談

13：00～

高森総合センター
和室
高森町役場
中会議室
色見総合センター

月

August

９日㊋ 無料就労相談

ウクライナへの義援金の寄付
ありがとうございました

（8）

７月16日～８月15日

月

19日㊋ ５−６ヶ月児健康相談

８

755号

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。

５月31日まで役場総合窓口前に設置しておりました、ウク
ライナ人道危機救援金の募金と町からの寄付併せて500,000
円をウクライナへ寄付いたしました。６月２日に熊本県町村
会（草村町長が評議員として参加）が本町からの寄付を含
む2,000万円をウクライナ大使館へ寄付
し、大使からは「様々な支援に感謝して
いる。寄付金は全て人道支援に充てたい」
との感謝の言葉をいただきました。
【高森町からの寄付金内訳】
◦住民からの募金
６５，６１６円
◦町からの寄付
４３４，３８４円

海上保安官募集案内
海上保安学校学生採用試験（2023年４月入学）
◦受付期間

７月19日（火）～７月28日（木）
※インターネット受付

◦試 験 日
第 １ 次 試 験 日：9月25日（日）
第 ２ 次 試 験 日：10月18日（火）～10月27日（木）
最終合格発表日：11月22日（火）（航空課程を除く）
第 ３ 次 試 験 日：12月3日（土）～12月13日（火）
（航空課程のみ）
最終合格発表日：令和５年1月19日（木）（航空課程のみ）
◦受験資格
ア

2022年４月１日において高等学校または中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して12年を経過していない者及び2023年３
月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの者

イ

高等専門学校の第３学年の課程を修了した者であって、2022年
４月１日において当該課程を修了した日の翌日か
ら起算して12年を経過していない等人事院がア
に掲げる者と同等の資格があると認める者

診療は午前９時から
午後５時まで

月日
7月10日
17日
18日
24日
31日

病・医院名
馬原内科医院
渡邉内科
渡邉総合内科クリニック
阿蘇立野病院
南郷谷リハビリテーションクリニック

電話番号
☎ 0967（62）0646
☎ 0967（67）1777
☎ 0967（65）2201
☎ 0967（68）0111
☎ 0967（62）3351

問 熊本海上保安部管理課

▲
詳しくはこちら

☎０９６４−５２－３１０３

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

ヒメユリ
お詫びと訂正

広報５月号の次の記事について、誤りがありましたの
で、お詫びして訂正します。
●６ぺージ「大分県竹田市と連携協定締結」の協定締結
日が誤っておりました。
誤）２月18日（金） ➡

正）３月28日（月）

ユリ科の仲間の中でも小さく、鮮やかな
赤色がとても印象に残るお花です。数年前
に当センターから鹿本農業高校の生徒さん
に分けた種が苗として戻り、今年は綺麗な
花を咲かせました。熊本県では指定希少野
生動植物に指定されています。

令和４年５月31日現在

まちの

人口
編集後記

（対前月末）

人口／６, ０８１人

（＋

６）

男性／２, ９５０人

（＋

４）

女性／３, １３１人

（＋

２）

世帯／２, ９１２世帯 （＋２２）
今月号の表紙は２年ぶりに開催された
「みなみあそ

野の花コンサート」の様子

にしました。今年度は他にも各イベントが実施に向けて動い
ていると伺っています。広報担当２年目ですが、各地区のお
祭りなどを取材させていただくのが今から楽しみです。（圭）

広報

７

ツツドリ
夏になると林から「ポポッ、ポポッ」とい
う独特な鳴き声が聴こえてきます。 鳴き声
が紙筒を叩く音に似ているので、 筒鳥（つ
つどり）と名が付きました。 見た目はカッコ
ウ、ホトトギスとほとんど見分けがつきませ
ん。また、カッコウ、ホトトギスと同じように、
他の鳥の巣に卵を産みヒナを育ててもらう、
托卵という習性を持っています。

写真提供
増田 泰夫さん
（阿蘇地区パークボランティア）

問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１
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