8

令 和 ３ 年
第 744 号

◀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。

P.

2

高森町職員採用試験のお知らせ

P.

3

健診結果の見方／年金

P.

4

県からのお知らせ／高森警察署

P.

8

おくやみ／町民バスお盆ダイヤ

熊本県広域道路ネットワーク計画図

未来を変える大きな一歩！
！
高規格道路

供用中
事業中

一般広域道路

調査中
供用中

阿蘇高千穂道路

事業中
調査中

構想路線

阿蘇山都道路

活用が期待される『町道 西原・日ノ尾峠線』

※図は『熊本県新広域道路交通計画』より引用
熊本県と熊本市により28年ぶりの『熊本県新広域道路交通計画』策定。上図で示す路線（阿蘇山都道路、阿蘇高千穂道路）は高森町を通る可能性がある。
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令和３年度高森町職員採用試験のお知らせ
区分

職種

採用予定数

高等学校卒業程度

一般事務

３名程度

●受付期間

受験資格
平成３年４月２日から平成16年４月１日までに生まれたもの

令和３年７月26日（月）〜８月13日（金）まで

●申込方法

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13日（金）までの消印のあるもの

●申 込 先

に限り受け付ける。
●一次試験

令和３年９月19日（日）午前８時30分

高森町発行の申込用紙に必要事項を記入して、下記の申
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

熊本県立阿蘇中央高等学校（阿蘇校舎）

ります。

全国高校野球選手権熊本大会
22年ぶりの勝利
７月13日にリブワーク藤崎台球場で行われた全国高校野
球選手権大会熊本大会に高森高校生５名を含む、高森・矢
部・御船・甲佐連合が出場し、阿蘇中央高校を相手に６−２
で勝利を収めました。続く２回戦でも真和高校を相手に11
−３の７回コールド勝ちを収めベスト16まで駒を進めまし
た。夏の大会としては22年ぶりの勝利で、１回戦では初回
から得点に絡むなど３名の高森高校生が躍動しました。

日㈫
3
1
７月

第71回社会を明るくする運動
「犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのでき
る明るい地域社会を築くこと」「犯罪や非行をした人が再び
犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること」の
２つを目標に実施されている本運動。本年も７月の保護強調
月間を前に町内の地区推進委員が草村町長を訪問し、犯罪や

日㈬
3
2
６月

非行の防止と更生保護の取り組みの充実に向け呼びかけを行
われました。
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健診結果の見方について

健

康

～結果を改善に
つなげましょう！～

問 健康推進課 国民健康保険係☎６２－２９１０（直通）
この状態を維持しま
しょう！

早めに対処することで改
善することが出来ます！

紹介状のある方は早めに受診
をし改善に取り組みましょう！
悪いまま
放置する
と

今年度の住民健診の結果が届くころかと思います。結果
はいかがだったでしょうか？結果を見ながら、自分の結果
がどこに位置しているのかチェックしてみましょう！
数値が高いまま放っておくと、病気が進行してしまいま

動脈硬化を進め心疾患・脳血管疾患の
リスクを高めます！

す。町の保健師・栄養士
からアドバイスを受ける
こともできますので、不
明な点がありましたら健
康推進課までご連絡くだ
さい。

要精密検査の必要な方は、
必ず紹介状を持って受診しましょう
自覚症状がないから大丈夫、と思っていませんか？自覚
症状が現れるときには、病気がかなり進行している可能性
があります。早期発見のためには、早めの受診が不可欠で
す！！

送りつけ商法に対するルールが変
更されました。
これまでは送りつけられた商品は14日間保
管後、処分してよいとされていましたが、特
定商取引法の改正により７月６日以降、一方
的な送り付け行為への対応が変更されました。
特に以下の３箇条の変更点についてご注意ください。

１１０番

子どもの人権

学校内における「いじめ」や家庭内における児童虐待等の事案が、
依然として数多く発生していることから、これらの子どもをめぐる
様々な人権問題の解決を図るための人権相談活動を強化することを目
的として、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間が実施されます。
実施期間中は土日でも人権擁護委員・法務局職員が相談に応じます。

その❶

商品は直ちに処分可能

■実 施 期 間 ８月27日（金）〜９月２日（木）

その❷

事業者から金銭を要求されても支払い不要

■相談受付時間

その❸

誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

もしも覚えのない商品の代金を支払ってしまった場合は、す
ぐに最寄りの消費生活相談室等へ相談しましょう。
★トラブルや困りごとは消費生活相談室まで
問 高森町消費者生活相談室

☎６２−１１１１（内線１６７）

夏季３日間連続

１１０番

新型コロナ関連・借金・生活保護・労働問題

新型コロナウイルスの影響で失業した方や収入が減った方、借金の
返済にお悩みの方や生活保護について悩んでいる方等に向けた無料電
話相談会を熊本県青年司法書士会が開催します。
■日

時

■相談電話番号

８月13日（金）、14日（土）、15日（日）
☎０９６−３６４−０８００

こんなお悩み相談してください
◦新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの支払いが苦しい。
◦給料が低すぎて生活ができない。
急に勤め先を解雇されてしまった。
◦ヤミ金から借り入れをしてしまった。返済の取立が厳しい。
◦収入の減少で家賃が支払えなくなった。
※その他、お困りの問題について相談を受け付けます。ただし、
相談は司法書士法に定める業務の範囲内に限ります。

午前８時30分〜午後７時

※ただし、土曜日・日曜日は午前10時〜午後５時
また、強化週間以外でも月曜日から金曜日までの午前８時30分〜
午後５時15分まで同じ専用電話で相談に応じています。

「子どもの人権110番」専用相談電話

☎０１２０−００７−１１０
インターネットによる年金相談予約の開始
これまで年金相談の予約のお申し込みについては、予約

年

金

受付専用番号や年金事務所等の窓口などで承っておりましたが、５月６
日より老齢年金の請求書（緑色の封筒）が届いた方を対象にインターネ
ットでの相談予約の受付を開始しております。
●予約受付時間帯
午前８時～午後11時30分
機構ホームページ内の「予約相談について」のページから年金相談予
約サイトへアクセス可能となります。
※出張年金相談についてはインターネットからの事前予約はできませ
ん。出張年金相談を実施している年金事務所へお電話のうえ、事前予
約をお願いいたします。
問 熊本東年金事務所

☎０９６－３６７－２５０３
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熊本県からのお知らせ
『くま活サポート』登録者募集中！

国のサポカー補助金のお知らせ

県と県内企業等が協力し、県内に就職する若者の奨学金返還やＵタ

アクセルとブレーキの踏み間違いによる誤発進事故が問題となって

ーン費用などを支援します。

います。この事故防止を目的として、65歳以上の高齢運転者に対す

現在、2021～2023年度に就職する方の登録を受け付けています。

る「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」に対する補助金（サポカー補

支援を受けるためには、

助金）が実施されています。現在お乗りの車に後付けで設置しても補

就職内定前にあらかじめ

助が受けられますが、本年８月末で申請受付は終了見込みです。積極

制度に登録することが必

的にご検討ください。

要です。

問 次世代自動車振興センター
☎０５７０－０５８－８５０

■支援内容
・奨学金返還支援額
最大456万円
・赴任費用等支援額

第33回くまもと景観賞作品募集！！

最大 50万円

問 県企画課
☎０９６－３３３－２０１８

くまもと景観賞は、郷土の素晴らしい景観づくりに貢献していただ
いた方々の功績を顕彰し、更なる熊本県の景観向上を目指し、昭和
63年から実施しています。

↑
募集ページへ

  

■表彰の種類
・くまもと景観賞
・部門賞（地域景観賞、緑と水の景観賞、広告景観賞）など

大事なペットを迷子にさせないために

応募方法など詳しくは、 くまもと景観賞

道に迷った犬や猫は自力では家に帰れません。雷や花火の音に驚い
て逃げ出してしまうおそれもあります。

■応募締切

大事なペットを迷子にさせないよう、犬はリードで繋ぎ、猫は室内

募集

検索
➡

８月27日（金）まで

で飼いましょう。また、鑑札や迷子札をつけたり、首輪の裏に名前や
連絡先を記入しておきましょう。もしペットが迷子になった場合は、
保健所や市町村、警察署に問い合わせてください。

問 阿蘇保健所
☎０９６７−２４−９０３５

問 ☎６２−０１１０
通報・相談 110

高森警察署

「電話で『お金』詐欺」被害防止コールセンター

通称「むさし安心コール」開設！

県警では、「電話で『お金』詐欺」事件等の捜査過程で全国の警

察が押収した名簿及び電話帳の登載者に対し、熊本県警が委託した

民間事業者のオペレーターが電話で注意喚起を行うことにより、「電

話で『お金』詐欺」被害の未然防止及び拡大防止を図り、安全・安

心なまちづくりを推進することを目的として「むさし安心コール」

の運用を開始しました。

オペレーターが皆さんの家に電話をかけ、「電話で『お金』詐欺」

☎０９６（３２７）０６３４

日まで

被害に遭わないための様々なアドバイスをします。

◉電話番号

令和４年３月

称 「むさし安心コール」

◉運用期間

平日午前９時から午後６時まで

31

◉通

◉運用時間

※「むさし安心コール」では貯金残高やキャッシュカードの暗証番

号を聞くことはありません。

※ 相 談 窓 口 で は あ り ま せ ん の で、相 談 の 場 合 は、「電 話 で『お 金』

日まで）

詐欺」ホットライン☎０９６（３８１）２５６７までご相談くだ

さい。

★警察官採用試験申込み（８月
20

問 県都市計画課
☎０９６－３３３－２５２２
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阿蘇地域通訳案内士養成講座

知っていますか？

受講生を募集します！

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の
福祉の増進と建設業を営む中小企業の進行を目的として設立された
退職金制度です。この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日
数に応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に張り、その労働者が
建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うとい
う、いわば業界全体での退職金制度です。

地域通訳案内士とは、限定さ
れた地域において有償で外国人
にガイドを行うことができる資
格です。
阿蘇地域（阿蘇郡市及び山都
町）では、英語を対象とした地
域通訳案内士養成講座を実施し
ます。英語力を活かして通訳案
内活動を行いたい方、訪日外国人へのおもてなしに関心がある方は
講座に参加してみませんか。

問 阿蘇市経済観光課
〒869-2695 阿蘇市一の宮町宮地504−1
☎０９６７−２２−３１７４
FAX０９６７−２２−４５６６

※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！

建設業を営む方

■対象となる労働者

建設業の現場で働く人

■掛

日額３１０円（10月から日額３２０円）

Fax62−0987

当地検定。高森町の文化や歴史、名所をテーマとした問題です。
挑戦してみよう♪

１

●活動紹介

❸ペトログラフ

散や健康づくりに最適な教室です。小学生から大人まで女性も大
歓迎‼全身運動で理想の体型を手に入れませんか？

２

一緒に指導をお願いできる方も募集しています。
19：00～21：00

す。そこに書かれている古代文字とは以下のうちどれ。
❷楔形文字

習を行い、子どもたちの体力向上、また一般参加者のストレス発

間

清栄山の山頂にはある古代文字の書かれた石がありま
❶象形文字

ボクシングエクササイズでは、基礎から技術的な事まで楽しく練

●時

検定

高森高校の有働栞里さんが授業の一環で作成した高森町のご

ボクシングエクササイズ

毎週金曜日

金

！
発信 高 森 自 然
校
高
高森

http://www.takaspo.jp/

●活動日

け

問 勤労者退職金共済機構熊本支部 ☎０９６−３６６−５１１１

高SPOだより
☎62−2991

■加入できる事業主

●特徴
◦国の精度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
◦掛け金の一部を国が助成します。
●建退共から事業主の皆様へのお願い
◦「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界
を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してく
ださい。
※ホームページ「建退共」に制度説明用動画、Q＆Aなどが制度に
ついての知りたい情報が記載されています。ぜひご覧ください。

●研修内容 語学研修、旅程管理、実務研修など全８回
●定
員 15名（応募多数の場合抽選）
●申込期間 ８月24日（火）までに阿蘇市経済部観光課へ申込書
の提出をお願いします。
●受 講 料 1万円

問 高ＳＰＯ事務局

建退共制度

大字津留地区のうそぐいの滝。
最高落差は次のうちどれ。
❶10メートル
❷30メートル
❸50メートル

※活動場所等、詳しくは高ＳＰＯ

＊答えはＰ.７に掲載しています。

事務局までお問い合わせくださ
い。

!!

なんでも南部分署

水の事故にご用心

これからの季節、海や川、プールなどで遊ぶ機会が多くなって、

水の事故の発生が心配されます。

今回は、水の事故で一番多い「おぼれた人を発見した時の対応」

について紹介します。

●もしおぼれている人を見つけたら

１． 大きな声で周囲の人に知らせる

多くの人の助けを求める。監視員の方に知らせるなど。

２． １１９番通報し、救急車を呼ぶ

◦場所（目標物など）

◦今かけている電話の番号

◦おぼれている人の詳しい様子など

㊟消防署からは、救急隊と救助隊（２隊）の計３隊が出動します

３． おぼれている人に声をかけ落ち着かせる

「もうすぐ救急隊、救助隊の方が来ます。」など。

４． 身の回りにある水に浮くものを渡す

浮き輪やペットボトル、竹など。

●やってはいけない事

慌てて一人で助けに行かない

助けに行った人が、水の中では体の自由が利かなかったために、

一緒におぼれて死亡する事例が報告されています。

これらの事に気を付けて、楽しい夏休みの思い出を作ってくださ

いね。

おぼれた時の合言葉

「浮いて待て」

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119
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～互いの人権を尊重し、支え合いながら人にやさしいまちの実現をめざして～
【災害と人権

誰もが不安だから…】

本町においては、「高森町人権教育・啓発基本計画」第２次改訂の
もと、人権教育と人権啓発の施策を総合的に進めているところですが、

じん

人

けん

権

熊本地震、令和2（2020）年には人吉球磨地方を中心に７月豪雨が
発生するなど、いずれも甚大な被害をもたらしました。

熊本県も同様の趣旨のもと、「熊本県人権教育・啓発基本計画」を策

災害では多くの人命が危険にさらされます。中でも、避難の際に支

定し、令和２（2020）年12月に第４次の改訂を行いました。その中

援を要する高齢者や障がい者の方々、避難所生活等において特に配慮

において、「人権の重要課題」として新しく「災害と人権」が追加さ

を必要とする高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦の方々には、

れています。

それぞれの特性やニーズに配慮した支援や対応が必要です。

我が国では、これまで、阪神淡路

災害時は誰もが不安です。そして、一人一人困り事はちがいます。

大震災や東日本大震災のほか、台風

要配慮者を含めた全ての方々の視点に立ち、人権に配慮した対応が求

や豪雨などの災害が、各地域に大き

められています。

な被害をもたらしてきました。そし

問 高森町教育委員会

て本県でも、平成28（2016）年に

（熊本県「人権研修テキスト」参照）
社会教育係

くまもと結婚応援パスポート
協賛店募集！！
熊本県が社会全体で結婚への気運醸成
を図るために令和３年10月から運用開
始を予定している。「くまもと結婚応援
パスポート」。これは結婚から１年以内
の夫婦、これから結婚を予定しているカ
ップルを対象とし、協賛企業や店舗で
様々な特典を受けることができるもので
す。
現在、熊本県では協賛いただける企業
や店舗を募集しております。
より多くの事業者の皆さまの募集をお
待ちしております。
♥結婚応援店への参加はこちらから
↓

令和４年度

「児童福祉週間」標語を募集します！
毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間（５月５日～
５月11日）」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事を行
っていますが、令和４年度の児童福祉週間に向けて、その象徴となる標語を
募集します。詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
■募集期間

８月１日（日）～９月30日（木）
※郵送の場合は、当日消印有効。

■募集内容

子どもたちを応援する標語や、未来に向けての子どもたちから
のメッセージとなる標語。

■主 催 者

厚生労働省
（社福）全国社会福祉協議会
（公財）児童育成協会

問 公財財団法人 児童育成協会「標語募集」係
☎０３−５３５７−１１７４ FAX０３−５３５７−１８０９

☎６２－０２２７

（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（水）
6月17日（木）
6月22日（火）
6月23日（水）
6月24日（木）
6月25日（金）
6月28日（月）
6月29日（火）
6月30日（水）
7月 1日（木）

山都町長面会
令和３年第２回高森町議会
阿蘇グリーンストック第１回評議員会
熊本市町村職員共済組合第154回組合会
熊本県林業公社総会
大津町長面会
第134回南阿蘇鉄道取締役会
早稲田大学マニフェスト研究所事務局長面会
阿蘇広域行政事務組合議会臨時会
新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第43回）
高森町社会福祉協議会理事会
社会を明るくする運動高森支部来庁対応

町の交際費

7月 6日（火） 駐在嘱託員会議
庁内プロジェクトチーム会議出席
熊本県農政部長来庁対応
7月 7日（水） 無電柱化事業関係協議（九電工）
7月 8日（木） 熊本県教育委員会来庁対応
7月 9日（金） 令和３年度熊本県道路利用者協会理事会
令和３年度道路整備促進期成同盟会熊本県地方協議会理事会
7月12日（月） 阿蘇神社拝殿竣工式
阿蘇地域農業振興協議会等総会
7月13日（火） 畜産祭実行委員会総会
7月14日（水） 第４回熊本国際漫画祭（096K熊本歌劇団お披露目公演）
7月15日（木） 新広域道路交通計画協議（国交省熊本河川国道事務所）

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

契約日

1 総務課 令和 3 年 6 月 1 日
2 税務課 令和 3 年 6 月 2 日
3 税務課 令和 3 年 6 月 10 日

高森町長

草村

大成

令和３年５月21日～令和３年６月20日分

工事（業務委託）名
企業版ふるさと納税ビジネスコンサ
ルティング業務委託
個人所得課税の見直しに伴う国民健
康保険システム改修業務委託
地籍調査支援システム背景図データ
編集作業業務委託

※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3年 6月 1日から
株式会社カルティブ
10,000,000 円
令和4年 3月31日まで
令和3年 6月 2日から
株式会社 RKKCS
1,122,000 円
令和3年 6月30日まで
令和3年 6月10日から
国土情報開発株式会社
462,000 円
令和3年 9月30日まで

参加してみませんか？ 国税庁の公売
公売とは、国税局又は税務署が差し押さえた財産を滞納国税に充てるため、広く不特定多数の買受希望者を募り、

公売とは？

売却することをいいます。
原則として、どなたでも公売への参加が可能です。
（公売財産を所有する滞納者、国税庁・国税局・税務署の職員
などを除く。）

公売の特徴

土地・建物といった不動産のみならず、宝飾品、美術品、家電製品、自動車など、様々な種類の財産を公売しています。
また、買受後の返品が認められないほか、品質・機能について保証がないため、一般的に市場価格より低い見積価
額（売却価額の最低金額）が設定されています。

詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp
または

国税庁

検索 ）をご覧いただくか、

国税局もしくは最寄りの税務署にお尋ねください。

試飲会

やるばなし

試飲会

オーイで私こき使 う

復 興 再 起 願い込め

袴で徳 利 刻 ました

下 戸のコップもがじめとる

倉石

松山キヨ子

大塚ほたる

石座

桐原

呑猿

白酔

約９万年前の阿蘇大噴
火で流れ出た溶岩の層の
間に伏流水が流れ込み、
岩壁から吹き出す不思議
な滝です。

（阿蘇御神火会）

❷30メートル

句

輪山内外の自然林と岩稜の雄大な風景を眺めることができます。

歌 詠 み

やるばなし

伸び放 題の庭の草

肥後

やるばなし

古木えつほ

❸ペトログラフ

山頂からは、外輪山、根子岳、高岳、祖母山が一望でき、外

２

誰か貰 うてくんれどか

１

高 森 自 然 検 定 の 答え

持て余し

！
発信
校
高
高森

問 熊本国税局徴収課 ☎０９６−３５４−６１７１
税務署 ☎０９６７−２２−０５５１（※自動音声案内）

晴代

令和３年８月２日発行

おくやみもうしあげます ６月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

年

齢

ご遺族

神） 二子石宗男

87歳

矢田

和美

上色見（洗

川） 後藤

栄次

57歳

後藤

朝子

高

森（津

留） 津留

文雄

96歳

津留

敏子

高

森（旭

通） 甲斐

敏文

65歳

甲斐

春代

高

森（昭和南） 田代

新祐

89歳

田代

洋子

高

森（天

高森カレンダー
８

（8）

８月16日～９月15日

月

August

27㊎ 年金相談

９

744号

10：00～15：00

高森総合センター

月

September

14㊋ ジョブカフェ出前講座

13：00～16：00

高森総合センター

※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。

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
株式会社 離水 様

山室

英子 様

佐藤

徳丸

徳法 様		

富朗 様

矢田

和美 様
（順不同）

町民バス
お盆ダイヤの運行について
●令和３年８月13日（金）
尾下線、草部北部線《平常運転》
色見環状線のみ《土曜ダイヤ》
●令和３年８月14日（土）および15日（日）
通常ダイヤにて運行

診療は午前９時から
午後５時まで

月日

病・医院名

電話番号

8月 8日

藤本医院

☎ 0967（67）0020

9日

平田医院

☎ 0967（62）0216

15日

のむら内科クリニック

☎ 096（292）2250

22日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

29日

寺﨑内科胃腸科クリニック ☎ 0967（62）0378

9月 5日

馬原内科医院

☎ 0967（62）0646

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

アソノコギリソウ
令和３年６月30日現在

まちの

人口
編集後記

（対前月末）

人口／６, １９３人

（－

２）

男性／３, ０００人

（＋

１）

女性／３, １９３人

（－

３）

世帯／２, ９１９世帯 （－

４）

夏の阿蘇ではごく普通に見ることができる野草の一つです。アソノコ
ギリソウの真っ白な花弁と、爽やかな緑の草原、スカイブルーの青空が
爽やかな夏の阿蘇を演出してくれます。
葉がノコギリ状でギザギザしているの
が特徴です。
阿蘇の野草の中でも“阿蘇”という冠
詞が付くのは意外に少なく、より一層親

過去の広報たかもりを読んでみますと、
この時期にはやはり夏を話題に取り上げて

おりますが、前任者前々任者とも暑さが苦手と書いておりま
した。例にもれず私も暑さにはめっぽう弱く、早くも秋が待
ち遠しく感じております。

（圭）

広報

８

しみが感じられます。たまに薄ピンク色
のアソノコギリソウも見ることができま
す。是非、見つけてみてくださいね。
問 南阿蘇ビジターセンター
☎０９６７−６２－０９１１
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