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令 和 ４ 年

◀ 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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高森高校マンガ学科関連／中体連結果
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３

たかもりタウンＴＯＰＩＣＳ

P.
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高森町職員採用試験のお知らせ

P.

８

町民バスお盆ダイヤ

夏の始まり、
天の川に願いを込めて

第 756 号

便利な高森町公式アプリをお手元に！

他

他

湧水トンネル納涼七夕まつりが開催され、多くの人でにぎわった。

令和４年８月１日発行
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プロモーション
ビデオ完成！

2023年
（令和５年）
４月開講

高森高校マンガ学科
高森町では、熊本県教育委員会、高森高校、漫画出版
社㈱コアミックスと「マンガを活用した高森高校の魅力
向上に関する連携協定」を締結し、高森高校に令和５年
４月、公立では全国初となる「マンガ学科」の開講に向
けた取組をより強化しています。
この度、高森高校マンガ学科推進室において高森高校
マンガ学科をはじめとした高森高校の魅力をＰＲするプ
ロモーションビデオを作成しましたので、是非一度ご覧
ください。

こちらのＱＲコードをスマートフォンなどで読み
取ることで、ＰＲ動画を見ることが出来ます。

問 高森町教育委員会事務局

高森高校マンガ学科推進室

☎０９６７−６２−０２２７

～熊本県立高森高校の魅力化等を通じた
地方創生に関する協定締結～
高森高校に、熊本県内外から広く生徒を受け入れる為に、高森町が令和４年
度中に整備する町営学生寮に配置する家具の調達やインテリアのコーディネー
トについて、九州一円で家具やインテリアのコーディネート事業を展開する㈱
迫田と連携協定を締結しました。
㈱迫田が有するノウハウや流通力、発信力と連携することで、高森高校への
入学希望者数の増加効果の創出を目指します。

写真（左）佐藤増夫教育長、写真（中央左）草村町長
写真（中央右）㈱迫田社長、写真（右）㈱迫田副社長

令和４年度
阿蘇郡市少年柔道大会

◦優勝：剣道男子

問 高ＳＰＯ事務局

【団体の部】
高森中学校（県大会出場）

◦３位：バドミントン男子
高森東学園義務教育学校、高森中学校
◦３位：バスケットボール男子 高森中学校
【個人の部】
高森中学校）

（優勝・２位が県大会出場）
１年

優勝：西野

翔明

２位：有元

嘉人

遼

４位：佐藤

國悠

優勝：新井

魁成

２位：阪口

誉怜

３位：坂本

直之

４位：山内

和磨

優勝：角田

空都

２位：酒井

航士朗

３位：野尻

大雅

４位：遊馬

海流

３位：木之下
２年
３年

◦柔道男子90kg

優勝：吉田

７月３日（日）小国中学校武道場において、城
北地区柔道選手権大会予選を兼ねた大会が開催さ
れ、
高森少年柔道クラブが大健闘しました。
結果は、

舟汰（高森中学校）県大会出場

◦バドミントン男子（単） ２位：甲斐
４位：糸永

龍生（高森東学園）県大会出場
大樹（高森中学校）

◦バドミントン男子（複） ４位：児玉

佳樹・古澤

◦バドミントン女子（単） ３位：桐原

碧海（高森中学校）

４位：糸永

優月（高森中学校）

正成（高森東学園）

◦小学３年男子の部

準優勝

村上

蓮

◦小学５年男子の部

準優勝

山村

大翔

３

位

山村

遙希

◦小学５年女子の部

準優勝

村上

琴音

◦小学６年男子の部

優

勝

本田

博道

３

位

杉田

蓮

※スマホ、携帯からでも閲覧可能です。
ＷＥBページもぜひご覧ください！

☎６２ー２９９１

◦剣道男子（全員

高ＳＰＯだより

令和４年度 阿蘇郡市中学校
総合体育大会夏季大会の結果

http://www.takaspo.jp/

（3） 広 報たかもり

学校教育における情報活用教育に関する連携協定
６月27日（月）高森町総合セ
ンター大会議室で、高森町、高森
町教育委員会、熊本朝日放送株式
会社の３者による「学校教育にお
ける情報活用教育に関する連携協
定」の締結式が行われました。本
協定は、本町がこれまで取り組ん
できた教育の情報化をさらに深め
るため、テレビ局が持つノウハウ
と蓄積された映像等を活用するこ
とにより、次世代を生きる子ども
たちの可能性を広げることを目的
としています。
具体的には、町内の学校においてＫＡＢが所有している熊本県内でのニュース映像などをスムー
ズに共有できるシステムの構築や、実際にニュース番組の制作を通して、情報に関する専門的な知
識の習得など情報を適切に活用する力（リテラシー）の育成を目指します。
また、本事業は企業版ふるさと納税を活用することにより、町が継続的な財源支援を行います。

場外ホームランメロン給食
町内小中学校及び義務教育学校の給食に「場外ホ
ームランメロン」が登場しました。「場外ホームラ
ンメロン」とは一つの弦からメロン一玉のみを残し
て栽培されたホームランメロンで、甘さや栄養がた
っぷり詰まっています。口いっぱいにメロンを頬張
った子どもたちは「おいしい！」「あまい！」と言

㈫
14日
月
６

い合いながら、メロンを堪能しました。

父の日にドライフラワーを

南阿蘇鉄道で
七夕列車が運行

「社会を明るくする運動」が
町長訪問

日㈯
8
1
６月

日㈮
7
1
６月

㈮
１日
月
７

野 尻 境 地 域 の 有 志 で 結 成 さ れ た「NO

６月18日～７月２日まで鉄道内に七夕飾

犯罪をなくして社会を明るくすることを目

KaTs（のおかつ）
」より、 父の日に合わせ草

りが施されました。南阿蘇鉄道㈱のネットシ

的に様々な活動を行う「社会を明るくする運

村町長に素敵なドライフラワーが手渡されまし

ョッピングで短冊が販売され、笹などと共に

動」の一環として阿蘇地区保護司会、更生保

た。

車内に飾られました。

護女性会の皆さんが草村町長を訪れました。

懲戒審査委員に辞令交付

㈮
１日
月
７

高森高校生が IDEA IT
カレッジ阿蘇の留学生と交流

ＪＡ阿蘇南トマト部会から
トマト贈呈

㈪
11日
月
７

㈭
７日
月
７

７月１日付けで渡邉博実さん、吉良充展さ

異文化理解や英語学習への動機づけを目的

ＪＡ阿蘇南トマト部会では長年、阿蘇南部

ん、後藤一寛さんが新たに高森町懲戒審査委

にイデアＩＴカレッジ阿蘇の留学生と交流会

及び蘇陽地区の一部の保育園へトマトの贈呈

員に任命されました。任期は4年です。

が行われました。互いにコミュニケーション

を行われています。※写真はトマトを受け取

に苦戦しながらも交流を楽しんでいました。

った高森保育園児の様子。

令和４年８月１日発行
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令和４年度高森町職員採用試験のお知らせ
区分
高等学校
卒業程度

職種

採用予定数

一般事務

５名程度

平成４年４月２日から平成17年４月１日までに生まれたもの

一般事務
（身体・精神障がい者対象）

１名程度

昭和57年４月２日から平成17年４月１日までに生まれたもので、身体障害者手帳または精神
障害者福祉保健手帳の交付を受け、活字印刷文による出題、並びに口頭による面接試験に対応
できるもの。

●受付期間

●一次試験

受験資格

令和４年７月25日（月）〜８月12日（金）まで

●申込方法

高森町発行の申込用紙に必要事項を記入して、下記の申

受付時間は午前８時30分から午後５時まで

込先に郵送または持参すること。

郵送の場合は、８月12日（金）までの消印のあるもの

身体・精神障がい者対象の試験を受験する場合は、身体

に限り受け付ける。

障害者手帳または精神障害者福祉保健手帳の写し１部を

令和４年９月18日（日）午前８時30分

申込用紙と併せて提出すること。
●申 込 先

熊本県立阿蘇中央高等学校（阿蘇校舎）

高森町総務課
熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地（〒869-1602）

※詳しくは、高森町公式ホームページに試験の実施要綱が記載してあります。

健診結果はどうでしたか？
健

問 健康推進課 国民健康保険係

☎０９６７−６２－２９１０

６月11日から６月22日に実施した住民健診の結果はみられましたか。受けるだけでなくご自身の体の状態について知り、健康維持や

康

重症化予防に取り組みましょう。
さて、６月に住民健診を受けられなかった方は10月の追加健診をご活用ください。
住民健診の結果から生活習慣病の発生リスクが高く、生活習慣の改善により予防効果が期待される方に対して、町の保健師・管理栄養
士が一緒に生活改善のサポートをします。

腹囲
男性：85cm以上
女性：90cm以上
またはBMI 25以上

はい

血 糖・ 脂 質・ 血 圧 の
内服なし

■血糖
・空腹時血糖100mg/dl以上または
・HbA1c5.6％以上
■脂質
・中性脂肪150mg/dl以上または
・HDL-C40mg/dl未満
■血圧
・収縮期（最高）130mmHgまたは
・拡張期（最低）85mmHg
■喫煙
あり

３個

積極的支援
３カ月以上継続的な支援を受けながら実行します。

２個

動機付け支援
原則１回支援を受けながら実行します。

１個

■H b A 1 c 6.5％以上（未治療）または7.0％以上（治療中）
■血圧 160/100以上
■尿蛋白 +以上
■LDL 180以上
■中性脂肪 500以上
■eGFR 70歳未満50以下、70歳以上40以下

重症化予防
病院受診が必要になります。
食事・運動などの支援を受けながら実行します。

１個以上

日

内 容
高血圧について
第１回   9月  7日㈬
食事について
高森町で医療費が一番かかっている病気が高血圧です。血圧が高くても体に異
9：30〜11：30
減塩方法について
常がないからいいだろうと思っていませんか？高血圧になると脳・心臓・腎臓に 第２回 10月26日㈬
降圧薬について
影響がでてきます。今のうちから予防することが大切です。ぜひご参加ください。
減塩弁当の紹介
◦対象者 今年度の住民健診結果で血圧150/90以上の40−70歳未満の国民健 第３回 12月  7日㈬ 12：00〜14：00
まとめ
康保険の方
※教室には３回全部に出席可能な方を対象にしております。
◦人 員 20名程度
コロナウイルス感染症の状況により変更になる場合もございます。

健康への第１歩！減塩教室参加者を募集します！

◦場

所

◦受講料

高森総合センター

中会議室

◦申込方法

無料

時

間

８月26日（金）までに健康推進課国民健康保険係に
ご連絡ください。
◎警察署協議会とは

問 ☎６２−０１１０
通報・相談 110

高森警察署
協議会の
開催について

警察署協議会とは、警察署長が警察署の業務運

営に住民などの意見を反映させるため、警察署

長の諮問に応じ、警察署長に対して意見を述べ

るための機関で、警察法により、各警察署ごと

の設置が義務づけられているものです。

◎高森警察署協議会委員

高森警察署協議会委員は、高森町から２名、南

阿蘇村から３名の計５名の委員さんで構成され

ています。

高森町から、篠田和行さん、山室智子さん、南

阿蘇村から河津謙二さん、坂田一廣さん、渡辺

百合子さんに協議会委員をしていただいてます。

日、高森警察

13

◎第１回協議会について

令和４年度第１回協議会を６月

署で開催しました。その後、警察署長、副署長

等の幹部の面々と、意見交換を行いました。

今年度は、後２回開催される予定です。

※今後とも、協議会委員の方々と意見を交換し、

日（月）まで

協議会委員さんと署員

より、地域に密着した警察業務の運営を行って

いきます。

８月

日（金）まで

日（金）まで

警察職員採用試験申込み受付中です。

警察事務

８月

８月

警察事務（情報管理）

警察官Ｂ

※警察業務に関心をお持ちの方は、是非受検して

ください。

19 19 15

協議会の模様

程
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「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」および
「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新の手続き等のお知らせ
現在 「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）・
「限度額適用認定証」（桃色）をお持ちの方

新しく申請が必要な方

令和４年７月31日で有効期限が切れますので、新しい「限度額適用･標

所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方および現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方で、
「限

準負担額減額認定証」（薄青色）または「限度額適用認定証」（桃色）を７

度額適用・標準負担額減額認定証」（以下「減額証」という）または「限

月中に郵送します。８月１日からご使用ください。

度額適用認定証」（以下「限度証」という）をお持ちでない方は、外来お
よび入院で受診される際に利用できますので、健康推進課国民健康保険係
の担当窓口に申請してください。
【申請に必要なもの】後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類

■入院・外来時の自己負担限度額および入院時の食事代
負担
割合

３割

負担区分

入院時の食事代
（１食当たり）

外来＋入院（世帯単位）

外来（個人単位）

「減額証」「限度
証」発行の有無

現役並み所得者Ⅲ
（住民税課税所得690万円以上の方）

252,600円＋（総医療費-842,000円）×1%
＜4回目以降140,100円＞（※1）

発行なし
申請不要

現役並み所得者Ⅱ
（住民税課税所得380万円以上の方）

167,400円＋（総医療費-558,000円）×1%
＜4回目以降93,000円＞（※1）

発行あり
申請が必要

現役並み所得者Ⅰ
（住民税課税所得145万円以上の方）

80,100円＋（総医療費-267,000円）×1%
＜4回目以降44,400円＞（※1）
18,000円
（年間上限14.4万円）
または｛6,000円+（医療
費-30,000円）×10％｝の
低い方を適用

一 般Ⅱ
（令和4年10月から）

２割

一

１割

18,000円
（年間上限14.4万円）

般Ⅰ

460円
指定難病患者の方などは
260円の場合もあります

57,600円
＜4回目以降44,400円＞
（※1）

低所得者Ⅱ
（※2）

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ
（※3）

8,000円

15,000円

発行あり
申請が必要

発行なし
申請不要

過去12カ月で90日までの
入院 210円
過去12カ月で91日目から
入院 160円

発行あり
申請が必要
発行あり
申請が必要

100円

◎入院時の食事代について、療養病床に入院する場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
（※1）過去12カ月以内に外来＋入院の限度額を超えた月が4回以上あった場合、＜ ＞内の金額となります。
（※2）低所得者Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方（低所得者Ⅰ以外の方）。

問 健康推進課 国民健康保険係
☎０９６７−６２−２９１０

（※3）低所得者Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の方。
（年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算）
。

節電のご協力をお願いします
今年の夏は、厳しい電力の需給状況となっています。
九電グループは、供給面・需要面での対策を進めてま
いりますが、お客様におかれましても、熱中症予防など
に留意しつつ、支障のない範囲でできる限りの節電にご
協力いただきますようお願い申し上げます。
問 九州電力送配電株式会社大津配電事業所
☎０８００−７７７−９４３３

●節電をお願いしたい期間・時間帯（政府要請）
◦７月１日～９月30日
◦17：00～20：00（太陽光発電の出力が減少し、電力の需給が厳しくなる点灯時間帯）
●具体的な節電方法の例
◦エアコン 設定温度を１〜２℃上げる（例：26℃ → 28℃）
◦照
明 不要な照明を消す
●日頃から取り組める省エネ・節電方法の例
◦エアコン カーテン・すだれ等で日差しを和らげる
フィルターの清掃を２週間に１回程度行う
◦冷 蔵 庫 温度設定を 強 → 中
扉の開閉時間は短く

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

なんでも
南部分署

熱中症に注意しましょう！

今年も本格的な夏の暑さがやってきました。毎年こ

の季節になると増えてくるのが熱中症です。熱中症は

屋内外を問わずに高温多湿が原因となって起こります。

最悪死に至る危険な症状です。また、去年に引き続き

コロナ感染症対策によりマスク着用で熱中症になるリ

スクが高くなっています。注意しましょう。

毎年高齢者の熱中症が注目されますが、子どもは夢

中になると自分の体調の変化に気づきにくく大変危険

です。また、大人に比べて背も低く、地面からの照り

返しで体温が上昇します。体温調節機能も未熟なため、

熱中症にかかりやすくなります。高齢者の方だけでは

なく、子どもにも注意が必要です。そこで次の４つの

ポイントで熱中症を防ぎましょう。

熱中症を防ぐ４つのポイント

１． のどが渇かなくてもこまめな水分補給。

（経口補水液、スポーツドリンク等）

度 を 超 え な い よ う に、エ ア コ ン や 扇 風 機

※水分だけではなく、塩分や糖分も補給しましょう。

２． 室 温

を上手に使いましょう。

３． 無理をせず、適度に休憩をしましょう。

４． 日 頃 か ら 栄 養 バ ラ ン ス の 良 い 食 事 と 体 力 づ く り

を心がけましょう。

熱中症の症状

１． めまい、こむら返り、手足のしびれ。

２． 頭痛、吐き気、虚脱感。

３． 意識障害、けいれんなど。

熱中症になったときの処置

１． 涼しい場所に避難させる。

２． 水分・塩分を補給する。

（スポーツドリンクがおすすめ）

３． 衣服を脱がせ、身体を冷やす。

こんな時は救急車を要請してください。

※呼びかけても様子がおかしい。体が熱いのに汗をか

かないなどの症状がありましたら重症化する前に救

急車を要請してください。
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756号

（6）

浄化槽の使用休止の届出についてのお知らせ

浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化槽については、決められた内容の清掃を行ったうえで、市町村に「浄
化槽の使用の休止の届出」を行うことにより、浄化槽の清掃、保守点検および県浄化槽協会の定期検査（いわゆ
る11条検査）が免除されます。
ただし再開に当たっては、必ず市町村と、地域の清掃・保守点検業者にご連絡ください。
浄化槽の再開に向けた適切な処置を行わないと、し尿やその他の生活雑排水が処理されないまま放流されてし
まい、近隣に多大な迷惑をかけてしまうことになります。

問 建設課

詳しくは、建設課住宅係にお尋ねください。

浄化槽を設置・管理されている皆様へ
～浄化槽の法定検査をうけましょう～
浄化槽は、汚水中の汚物を食べる微生物の働きを利用して、汚水を
浄化する施設です。従って、浄化槽の中の微生物が十分に力を発揮で
きるように、適切な維持・管理が必要です。
浄化槽管理（設置）者の皆様には、浄化槽法で次の３つの義務があ
ります。
①保守点検 浄化槽の機能を保つための点検、調整、修理や消毒剤の
補給
②清
掃 浄化槽内にたまった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄
③法定検査 浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機
能しているかの確認
法定検査は熊本県が指定した検査機関（熊本県浄化槽協会）が行い
ますので、保守点検や清掃を行っていても、次の表に従って必ず検査
を受けてください。
検査名

対

象

回

数

７条検査
（浄化槽設置後の
水質検査）

新たに浄化槽を
設置した人

浄化槽設置後３カ月から
８カ月の間に１回

11条検査
（定期検査）

浄化槽を
設置している人

毎年１回

問 建設課 住宅係 ☎０９６７−６２－２９１２
公益社団法人熊本県浄化槽協会 ☎０９６－２８４－３３５５

「わたしと年金」エッセイ募集

住宅係

☎０９６７−６２－２９１２

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
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
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

団員紹介コーナー
今月号は１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。

本田

真子

（大分県出身）

年金について考えていただく機会として「わたしと年金」
年 金
をテーマに、自分や家族と公的年金との関わりやあなたの
考え、公的年金の大切さなどに関するエッセイを募集しています。
日本語で1,000～2,000字以内。氏名、ふりがな、年齢、住所、電話
番号、職業または所属（会社名、学校名等）を明記してください。
●応募資格 中学生以上
●発
表 入賞作品は日本年金機構ホームページに全文を掲載する
他、日本年金機構が発行する刊行物への掲載等を行います。
また、受賞者の氏名、年代、住所地の都道府県を公表します。
●提 出 先 日本年金機構 相談・サービス推進部
問 サービス推進グループ 「わたしと年金」 担当
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西３−５−24
☎０３−５３４４−１１００（代表）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A和太鼓、肩幅
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思った
きっかけ
A体を動かして働けるから。新しい学びを
得るため
Qマイブーム（趣味）
Aピアノ、和太鼓の曲作り、和太鼓のふり
を考える。読書
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A土地のパワーが強いイメージ。神秘的な
景色や空気
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A町民の方に愛されるようなエンターテイ
ンメント作りを心がけ、町民の皆さんに
喜んでもらえる活動をしていきたいです！

産業廃棄物最終処分場事業計画段階環境配慮書 への
意見を募集いたします

山都町東竹原において計画している「
（仮称）山都町蘇陽地区管理型最終処分場及び中間処分場
計画段階環境配慮書（株式会社星山商店）」の縦覧を行い、意見を募集いたします。
◦縦覧期間

８月22日（月）から９月21日（水）まで
午前８時30分～午後５時15分（土日祝日は除く）

◦縦覧場所

高森町役場、高森町草部出張所、山都町役場本庁、山都町蘇陽支所、山都町清和支所、

広 告
  

事業者ＨＰ（https://hoshiyama-group.co.jp/）
※意見書は、所定の用紙にて、９月21日（水）までに、縦覧場所の意見箱へ投函または株式会社
星山商店に郵送（〒８６１−８００１

熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目５番76号）してください。

問 株式会社 星山商店 企画開発部
☎０９６−３３７−８６８６

（7） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（６/16～７/15）
6月16日（木） 阿蘇世界文化遺産登録推進協議会総会
6月19日（日） 第５回 みなみ阿蘇野の花コンサート
6月21日（火） 駐在嘱託員会議
6月22日（水） 阿蘇郡監査連絡協議会総会
6月23日（木）（株）迫田との協定式
6月24日（金） 阿蘇食品衛生協会高森支部通常総会
6月27日（月） KABとの連携協定式
6月29日（水） 水上・井上・倉地公民館落成式
6月30日（木） 阿蘇広域行政事務組合議会臨時会

町の交際費

7月  1日（金） 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第62回）
阿蘇地区保護司会・更生保護女性会来庁
高森町懲戒審査委員会
7月  8日（金） 高森町観光協会総会
7月11日（月） 熊本ヴォルターズとの連携協定式
7月12日（火） 令和４年度熊本県道路利用者協会理事会
令和４年度道路整備促進期成会同盟会熊本県地方協議
会理事会
7月13日（水） ダイヤモンド婚夫婦及び金婚夫婦祝賀会

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

1 税務課 令和 4 年 6 月  8 日
生 活
令和 4 年 6 月 20 日
環境課

２

３ 建設課 令和 4 年 6 月 20 日
生 活
令和 4 年 6 月 21 日
環境課

４

令和４年５月2１日～６月20日分
工事（業務委託）名

地籍調査事業数値情報化業務委託
高森町光ケーブル支障移転工事
認定路線網図増刷業務委託
横町町有地整備工事

高森町長

マイナンバーカードをまだお持ちでない方（※１）に、７月下旬から９月
上旬にかけて、オンライン申請用ＱＲコード付きマイナンバーカード交付申
請書が順次送付されます。
申請書のＱＲコードを読み取ることで、簡単に申請ができます（※２）。
この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報シス
テム機構」（J-LIS）から送付されます。
最大２万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバ
ーカードが必要です。マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申
請期限は９月末までですので、早めの申請がおすすめです。
この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください！
右記（①〜④）のような方には、交付申請書は送付されません。

全ての事業者の皆様へ

要事前予約

大成

（10万円以上）
（一部随意契約を除く）
※入札（随意契約を含む）を行ったすべてを記載しています。
工
期
契約相手
請負代金
令和4年  6月  8日から
国土情報開発株式会社
2,002,000 円
令和5年  2月28日まで
令和4年  6月20日から
（株）ＳＹＳＫＥＮ
877,800 円
令和4年  6月30日まで
令和4年  6月20日から
国際航業株式会社熊本営業所
462,000 円
令和4年  9月30日まで
令和4年  6月20日から
（有）谷川土木
1,276,000 円
令和4年  9月30日まで

マイナンバーカードを取得しましょう

※１

草村

参加無料

インボイス発行事業者の登録を受けるかの検討が必要です！

令和５年10月１日から、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）
が実施されます。インボイス制度への理解を深めていただくため、制度説明会

❶ 75歳以上の方で、令和２年度または令和３年度に後期高齢者
医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されて
いる方
❷ 令和４年１月１日以降に出生または国外から転入された方（出
生時または転入時に地方公共団体情報システム機構（J-LIS）
から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されていま
す。）
❸ 在留期間の定めのある外国人住民の方（地方出入国在留管理局
でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをして
います。）
❹ 配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為等、児童虐待及び
これらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居
所情報を登録している方
※２

郵送等での申請も可能です

開催日時
年月日
時
令和4年
8月4日㈭

を開催しますので、是非ご参加いただき、インボイス発行事業者の登録を受け
るかのご検討をお願いします。
●インボイス制度説明会（阿蘇税務署主催）

令和4年
8月10日㈬

インボイス制度の概要を説明するとともに、登録申請書等の提出を希望する
方にその手続をサポートします。
※「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を希望される方は、①スマートフ
ォン、②マイナンバーカード及び暗証番号、③利用者識別番号及び暗証番号がわ
かるものをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方は、書面による登録申請書の作成を
行いますので、①番号確認書類≪ご本人のマイナンバーを確認できる書類：通知
カード・住民票の写し（マイナンバー記載があるもの）など≫②身元確認書類≪
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類：免許証・保険証な
ど≫をご持参ください。

令和4年
8月19日㈮

令和4年
8月29日㈪

開催場所等
間
場 所
定員
阿蘇市
一の宮町宮地
14：00
1944番地 10名
〜15：30
阿蘇税務署
（1F大会議室）
阿蘇市
一の宮町宮地
10：00
1944番地 10名
〜11：30
阿蘇税務署
（1F大会議室）
阿蘇市
一の宮町宮地
14：00
1944番地 10名
〜15：30
阿蘇税務署
（1F大会議室）
南阿蘇村
10：00
大字河陽
〜11：30
各
1705番地1
30名
13：30
南阿蘇村役場
〜15：00 （大会議室）

留意事項

連絡先

阿蘇税務署
【要事前申込】
個人課税部門
8月3日 ㈬16時
☎0967−
までにお電話で
22−0553
申込願います。

（ダイヤルイン）

阿蘇税務署
【要事前申込】
法人課税部門
8月9日 ㈫16時
☎0967−
までにお電話で
22−0554
申込願います。

（ダイヤルイン）

阿蘇税務署
【要事前申込】
個人課税部門
8月18日㈭16時
☎0967−
までにお電話で
22−0553
申込願います。

（ダイヤルイン）

阿蘇税務署
【要事前申込】
法人課税部門
8月26日㈮16時
☎0967−
までにお電話で
22−0554
申込願います。

（ダイヤルイン）
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おくやみもうしあげます ６月受付分（敬称略）
住

高

所

森（村

死亡者

年

柴田ひで子

山）

齢

ご遺族

柴田

６８歳

敏雄

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
後藤

末義様

後藤

元一様

株式会社 離水様

（順不同）

海上保安大学校学生採用試験
（2023年４月入学）

◦受付期間

８

月

August

26日㊎ 年金相談

９

（8）

８月16日～９月15日

10：00～15：00

高森総合センター中会議室

月

September

13日㊋ 無料就労相談 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。

書面による書類の送付先の変更について

８月25日（木）～９月５日（月）
※インターネット受付

阿蘇税務署

熊本国税局では「熊本国税局業務センター」を設置して内部事務の集

◦試 験 日
第 １ 次 試 験 日：10月29日（土）、10月30日（日）
第 ２ 次 試 験 日：12月16日（金）
最終合格発表日：令和５年１月19日（木）
◦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２年を経過してい
ない者および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２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
問 熊本海上保安部管理課

高森カレンダー

756号

約処理を行っており、令和４年７月から阿蘇税務署は業務センターの対
象署となりました。
申告書や申請書・届出書等を書面により郵送で提出される場合は、
「業
務センター」へ郵送いただきますようお願いします。

送付先

〒862‐8721 熊本市東区東町３丁目２番53号
熊本国税局業務センター

※書面の申告書・申請書等を窓口へ持ち込んで提出する場合は、従来ど
おり阿蘇税務署へ提出してください（業務センターへ直接持ち込むこ
とはできません）。
※電子申告（ｅ－Ｔａｘ）により提出される場合は、従来どおり阿蘇税
務署に送信してください。

危険物取扱者試験案内

☎０９６４−５２－３１０３

消防法の規定に基づき、令和４年度第２回危険物取扱者試験が次の日

町民バスお盆ダイヤの運行について

まちの

人口

（対前月末）

男性／２, ９５０人

（±

女性／３, １４３人

（＋１２）

０）

世帯／２, ９２５世帯 （＋１３）

広報

８

試験地
熊本市
八代市
天草市
玉名市

※詳しくは、試験案内をご覧ください。

安課に８月２日（火）以降配置します。
問（一財）消防試験研究センター熊本県支部
熊本市中央区九品寺１丁目11番４号 熊本県教育会館４階
☎０９６－３６４－５００５

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

エゾミソハギとブルービー

電話番号
☎ 0967（62）0646
☎ 096（292）2250
☎ 0967（68）0111
☎ 0967（62）0378
☎ 0967（67）0020
☎ 0967（67）1777

（＋１２）

願書受付期間
9月15日（木）～
9月22日（木）
9月12日（月）～
9月19日（月）

防局、熊本県内の各消防本部及び熊本県総務部市町村・税務局消防保

診療は午前９時から
午後５時まで

人口／６, ０９３人

書面
申請
11月6日（日）
電子
申請

受験願書等は、（一財）消防試験研究センター熊本県支部、熊本市消

60歳以上の求職者と共に、これまでの知識・経験及び資
格等が活かせる再就職先をお探しいたします。
◦日 時 月・水・金 午前10時〜午後４時
◦場 所 阿蘇市一の宮町宮地2402
熊本県阿蘇地域振興局 阿蘇保健所 阿蘇福祉事務所内
熊本高齢者無料職業紹介所 阿蘇相談所
☎０９６７－２２－４５１１
※ご相談の際は、まずお電話でご連絡ください。

令和４年６月30日現在

試験日

◦願書等の配置場所

熊本高齢者無料職業紹介所

病・医院名
馬原内科医院
のむら内科クリニック
阿蘇立野病院
寺﨑内科胃腸科クリニック
藤本医院
渡邉内科

◦試験の種類、試験日等
試験の種類
甲種
乙種第１類～
第６類
丙種

●令和４年８月13日（土）および14日（日）
通常ダイヤにて運行
●令和４年８月15日（月）
河原線、草部南部線《平常運転》
色見環状線のみ《土日ダイヤ》

月日
8月  7日
11日
14日
21日
28日
9月 4日

程で実施されます。

毎年、阿蘇野草園の湿地には“夏本番”を知らせ
るエゾミソハギが咲きます。華やかなピンク色で湿
地を賑やかにしてくれます。“エゾ（蝦夷）”と名前
が付きますが全国に分布する在来種です。このお花
に毎年現れるのが、幸せの青い蜂“ブルービー”で
す。黒い胴体に鮮やかな青いしま模様をまとった小
さな蜂です。正式名称は“ナミルリモンハナバチ”。
阿蘇野草園では多くて３匹見ることができます。例
年７～９月に見られますが、異常気象で長雨が続い
た年は９月になる前には姿を消してしまいました。
今年は長い期間滞在してくれると良いですね！！
問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１
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