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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。
◀ 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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くまもとICTコンテスト／TOPICS
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税・料のコンビニ納付／高 SPO だより
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バス通学定期券の助成
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令和４年度奨学資金貸付制度
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２月16日（水）１台３役、給水・散水・消火活動を行うことのできる給水車
（２トン車、４トン車）が納車された
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くまもとＩＣＴコンテスト

県内の児童・生徒や若者の情報通信技術（ＩＣＴ）に対する興味・関心を引き出し、情報活用能力・ＩＣＴ
活用スキルを高めながら柔軟な想像力を養うとともに、先端技術を取り入れた学校づくりを推進することによ
って次代を担う人材の育成を図ることを目指し開催されているコンテストにおいて本町の教育が大きく評価さ
れました。結果については下記掲載。

今年度成績

▼

作品部門
賞

名

最優秀賞

学

校

名

学

熊本県立鹿本高等学校

年

高３

タイトル
正解はない

中２・義８

説得力のある提案をしよう
（プレゼンテーション）

NEXT熊本賞

高森町立高森東学園義務教育学校

熊本市
教育委員会賞

熊本市立出水南小学校

小６

卒業する６年生、ありがとう

優秀賞

宇城市立松橋小学校

小６

元気・アップ・ラップ！

優秀賞

高森町立高森東学園義務教育学校

優秀賞

熊本県立高森高等学校

高１

はたらくピーマンくん

優秀賞

熊本県立鹿本高等学校

高２

スマホを使っただけなのに

優秀賞

高森町立高森中学校

中２

カビ防止

優秀賞

熊本県立東陵高等学校

高２

まっぷプレゼンテーション（まっプレ）

優秀賞

熊本市立出水南小学校

小１

乗り物カード（列車編）

優秀賞

高森町立高森中央小学校

小６

社会デジタル資料集

優秀賞

高森町立高森東学園義務教育学校

中１・義７

中３・義９

無人販売実現に至るまでの映像編集
～職業：ディレクターとしての仕事～

自動ファン

平面構成～デジタル配色～

▼

ＩＣＴ活用指導部門
賞

名

域

タイトル

NEXT熊本賞

氷川町立竜北西部小学校

八代

学校ホームページによる積極的な情報
発信

熊本市
教育委員会賞

熊本県立第一高等学校

ンテストでは優秀な成績を収めていま
す。（昨年度の成績を下記掲載）

熊本県

オンライン学校説明会
『Talk with 一高生』

優秀賞

合志市立西合志第一小学校

菊池

新たな生活様式におけるＩＣＴを活用
した授業の展開と日常指導

優秀賞

上天草市立維和中学校

天草

生徒・教師・保護者をつなぐTeams
の活用

優秀賞

熊本県立第一高等学校

熊本県

週番連絡システム「D1-net」の開設

昨年度成績

▼

ＩＣＴ活用指導部門
学

地

無人販売プロジェクトを通した教科等
横断的な学習

が順調な成果を上げており、例年本コ

名

名

阿蘇

が10年来取り組んできたＩＣＴ教育

賞

校

高森町立高森東学園義務教育学校

最優秀賞

高森町新教育プランに基づき高森町

学

校

名

作

品

名

優秀賞

高森町立高森中央小学校

ICTを子どもと教室をつなぐかけ橋に

入選

高森町立高森中央小学校

学校と家庭をつなぐオンライン授業への挑戦

高森高校で行われたオンライン大隈塾

▼

NEXT夢コンテスト
賞

名

学

校

名

㈱熊本放送賞2 高森町立高森中央小学校
奨励賞

作

名

ウイルスさっちメガネ&ウイルスくじょセット

高森町立高森中央小学校

天気をかえれるうでどけい

高森町立高森中央小学校

VRゴーグル「願いを叶え～る」と万能！「くまphone」

高森町立高森中央小学校

思い出の写真を映像に‼元気をくれるプロジェクター

「MAEDAの森・高森」
㈬
県知事表彰
12日
植林や森林の

品

１月

高森高校で消費者教育
㈮
出前講座
28日
来月に迫る

１月

作品部門を受賞した中央小生徒

熊本県産！
養殖真鯛給食
学校給食で

㈮
28日
月
１

下刈り等で地球

成人年齢の引

県産の農畜水

温暖化の抑制、

き下げによる

産物に接し、

地域交流に寄

消費者トラブ

地産地消を推

与した企業や団

ルへの知識や

進する県の事

体に贈られてお

対処法を身に

業により、町

り、高森町が前田建設工業㈱と企業・法人等と

つけ、悪質商法に巻き込まれないよう、平田消

内小中学校及び義務教育学校で真鯛を贅沢に使

の森づくり「MAEDAの森・高森」を締結し10

費生活相談員による出前講座が実施されました。

ったメニューが提供されました。

年目となることが評価され受賞となりました。
今回の知事表彰は県内３例目の栄誉です。

（3） 広 報たかもり

4月からコンビニ収納・キャッシュレス決済開始！
いつでもどこでも税金・料金を支払えます
４月から、全国の主なコンビニ・キャッシュレス決済（スマホ決済アプリ）による税金や料金の支払いが可能
になります。左下部にバーコードのついた納付書でご利用できます

見本

コンビニ納付対応店舗（順不同）
◦セブン－イレブン

◦ローソン

◦デイリーヤマザキ

◦ナチュラルローソン

◦ローソン・ポプラ

◦ミニストップ

◦ローソン・スリーエフ

◦ファミリーマート
◦ポプラ

◦MMK設置店

◦ハマナスクラブ

◦タイエー

◦セイコーマート

◦くらしハウス

◦生活彩家

◦スリーエイト

※30万円を超える支払い
はできません。
※納期限を過ぎますと取り
扱いができません。
※納付手続きが完了した後
は取り消しできません。
※キャッシュレス決済では
領収証が発行されませ
ん。二重納付にご注意く
ださい。
※利用にかかる通信料は利
用者負担となります。

キャッシュレス決済対応サービス
（順不同）
◦PayB・銀行Pay（ゆうちょPay等） ◦LINE Pay請求書支払い
◦PayPay請求書払い
◦J-Coin請求書払い

◦au PAY（請求書支払い）
◦楽天銀行コンビニ支払サービス

◦ハセガワストア
◦ヤマザキデイリーストアー

◦ヤマザキスペシャルパートナーショップ

◦ローソンストア100

◦ニューヤマザキデイリーストア

問 税務課

高SPOだより
問 高ＳＰＯ事務局

コンビニ納付・キャッシ
ュレス決済の注意点

☎62−2991

※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！

Fax62−0987

http://www.takaspo.jp/

スポーツ安全保険に加入しましょう

小さな掛け金・大きな補償の「スポーツ安全保険」
令和４年度の加入受付が３月から開始されます。
万一のケガや賠償責任に備えて加入しましょう。
スポーツ活動・文化活動・ボランティア活動・地域活動を行う４名
以上の団体で加入になれます。
加入団体での活動中および団体活動への往復中の事故を補償しま
す。傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険がセットになった
保険です。
掛金は中学生以下の子どもが年額800円～、高校生以上の大人につ
いては活動内容によって金額が異なります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
問 スポーツ安全協会熊本県支部

☎０９６－２１３－９０１５

高SPO
【ヒップホップダンス教室TAKAXILE】

☎６２−１１２３

郡市対抗駅伝大会

男女とも中止

大会は昨年に続き、熊本県民総合運動公園内の周回コースで２月
23日（水・祝）開催予定でした第48回郡市対抗熊日駅伝・第39回熊
日郡市対抗女子駅伝大会は、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大
のため男女とも中止となりました。
阿蘇郡市チームではこれまで選考会等を重ね、登録メンバーが決定
していただけに、今回の中止は非常に残念ですが、選手の皆さんは来
年に向けて頑張って欲しいと思います。
高森町関係者

■阿蘇郡市代表
◦男子
監督

本田

憲昭（東海大学）

選手

飯塚

大芽（高森中１年）

選手

本田

颯希（高森中１年）

選手

森

選手

梅田

辰之介（阿部牧場）
大輔（高森町役場）

◦女子
コーチ

楢木野秀徳（高森町役場）

選手

志賀

心美（高森中１年）

選手

桐原

心和（高森中１年）

選手

芹口乃莉香（高森中１年）

選手

芹口

彩華（尚絅高校２年）

ルで開催された「第２回火の国くまもと洋舞コン

高SPO硬式テニス×プロテニスコーチ派遣事業
「硬式テニススクール」

クール」（コンテンポラリー部門アンサンブルジュ

高SPO硬式テニスでは熊本県スポーツ協会の助成事業「地域スポ

ニアの部）に、高SPOヒップホップダンス教室の

ーツ振興講師等派遣事業」を利用し、講師として澤村翼プロテニスコ

メンバー4人が出場し、初出場第３位を受賞されま

ーチ（JPTA認定プロフェッショナル３）をお招きしての「硬式テニ

した。この大会に向け４カ月間の練習の成果が表れた演技でした。

ススクール」を開催しました（令和３

●火の国くまもと洋舞コンクール３位入賞
令和３年12月28日、くまもと森都心プラザホー

高SPOヒップホップダンス教室は随時会員募集中です。小さなお

年7月～12月期間中４回開催）。

子さん（年長から）の参加や親子での参

澤村コーチの楽しく丁寧また適格な

加もできます。２月～４月期間中は無料

指導で子どもたちもメキメキ上達、高

体験レッスンも行っています。気軽に高

SPOでは今後も本物に触れることがで

SPO事務局までお問い合わせください。

きる環境を提供していきます。
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コロナ感染を心配して受診を控えていませんか？
健

問 健康推進課国民健康保険係

●令和４年度セット健診のご案内

康

☎０９６７−６２－２９１１

長引くコロナ禍の生活変化で生活習慣病やがんのリスクが高まっているおそれがあります。
高森町では対象の方に特定健診と４つのがん検診を組み合わせた予約制セット健診を行います。ぜひこの機会にセット健診を受け、

健康づくりを始めましょう！
健

★いいコトたくさん セット健診★
＼ いいコト ／
通常健診より安く
予約制なので待ち時
間が少ない!!

診

日

６月11日（土）

健 診 会 場 高森総合センター

＼ いいコト ／

＼ いいコト ／

異常が見つかっても

健康な体を維持＝医

早期に治療できる

療費を節約できる

申 込 締 切 ４月27日（水）
対

象

定

者

40〜69歳

員

120名

申込予約方法

◦セット健診内容

国民健康保険の方（令和４年度末年齢）

電話：健康推進課に連絡 ☎６２−２９１０（直通）
☎６２−１１１１（代表）
メール：kenkou@town.kumamoto-takamori.lg.jp

◦予約についての必須事項

国保特定健診 ＋ 肺がん ＋ 胃（バリウム）＋ 大腸 ＋ 腹部エコー

電話またはメールにて以下の内容を記入またはお伝えください。

＝2,000円！
！（通常は4,500円）

①名前

②住所

③電話番号

その他の検査も別料金で追加できます。子宮がん検診はありません。

※先着順・定員になり次第〆切ます。

年金額改定について

バス通学定期券の助成について

～昨年度から0.4％の引き下げです～

南阿蘇鉄道に代わる九州産交バス南郷ライナー号で通学する高森

●令和４年度の新規裁定者（67歳以下の方）の年金額の例【月額】

町在住の高校生・専門学生・大学生等に定期券購入金額の一部助成
この制度は、南阿蘇鉄道・ＪＲの定期券金額から南郷ライナー号
定期券金額の差額を助成するものです。
助成金申請の際は定期券購入後に九州産交バスで発行する証明書
と印鑑を教育委員会までご持参ください。
☎６２−０２２７

年

金

令和３年度

令和４年度

国民年金
（老齢基礎年金満額：１人分）

65,075円

64,816円
（▲259円）

厚生年金※
（夫婦２人分の老齢基礎年金を
含む標準的な年金額）

220,496円

219,593円
（▲903円）

を行っています。

学校教育係

⑤希望時間など

※令和４年3月末以降に国保に加入された方は国保係に問い合わ
せください。

※上記の検査を全部受けることが条件になります。

問 教育委員会事務局

④生年月日

※平均的な収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算）43.9万円）で40年間就業し
た場合に受け取り始める年金（老齢厚生年金と２人分の老齢基礎年金（満額））
の給付水準です。詳しくは、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.
go.jp/stf/houdou/0000191631_00014.htmlに記載されておりますので、
ご覧ください。

児童扶養手当額引き下げ

問 熊本東年金事務所

令和４年度から児童扶養手当額が0.2％の引き下げとなります。

☎０９６－３６７－２５０３

詳しくは下記の表のとおりです。
●令和４年度の児童扶養手当額（月額）

本体額

第２子
加算額
第３子以降
加算額

特別児童扶養手当特別障害者手当額引き下げ

令和３年度

令和４年度

全部支給

43,160円

43,070円（▲90円）

一部支給

43,150～
10,180円

43,060円～10,160円
（▲90円～▲20円）

全部支給

10,190円

10,170円（▲20円）

一部支給

10,180円～
5,100円

10,160円～5,090円
（▲20円～▲10円）

全部支給

6,110円

6,100円（▲10円）

一部支給

6,100円～
3,060円

6,090円～3,050円
（▲10円）

％の引き下げとなります。詳しくは下記の表のとおりです。
●令和４年度の手当額（月額）について
令和３年度

令和４年度

１級

52,500円

52,400円

２級

34,970円

34,900円

障害児福祉手当

14,880円

14,850円

特別障害者手当

27,350円

27,300円

経過的福祉手当

14,880円

14,850円

特別児童扶養手当

問 ☎６２−０１１０
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ＳＮＳによる
少年の非行・
犯罪被害防止

子どものインターネット利用に

よる犯罪被害を防止しましょう

熊本県内でも、子どもがＳＮＳを使って見知らぬ

人と知り合い、様々な犯罪に巻き込まれる事件が後

を絶ちません。

青少年インターネット環境整備法や熊本県少年保

護育成条例では、保護者はフィルタリングを利用す

るなどにより、少年のインターネット利用の適切な

管理に努めることが義務づけられています。フィル

タリングを設定・有効化するとともに、家族で十分

話し合って、インターネット利用のルールを作りま

しょう。

また、携帯ゲーム機や携帯型音楽プレーヤーの中

には、スマートフォンと同様に無線ＬＡＮを用いて、

ダウンロードやメールが利用できるものもあります。

これらの機器を子どもがどう使っているのか、保護

者が知っておく必要があります。

あんしんネットスクール』

◎熊本県警察公式ＹｏｕＴｕｂｅ動画】

◦「ゆっぴーと学ぼう

子どもの非行や被害防止を目的とした広報啓発用

動画

https://www.pref.kumamoto.

jp/site/police/60156.html

◦『スマホに弱い大人の教科書』

保護者向け啓発冊子

https://www.pref.kumamoto.

jp/site/police/8731.html

!!

令和４年度から、特別児童扶養手当及び特別障害者手当額が0.2

（5） 広 報たかもり

高森町オリジナル‼

マイナンバーカード物語

１

２

３

４

５

６

令和４年度奨学資金貸付制度について

手話奉仕員養成講座受講者募集

高森町では、人材育成を目的に奨学資金の

聴覚障がい者の社会参加と自立の促進に必要なコミュニケーショ

貸付を行っています。

ン支援を行う「手話奉仕員」を養成する講座受講者を募集します。
◦講座内容と日程

奨学資金の貸付を希望する方は３月18日

【入門課程（17回）】

（金）までに教育委員会へご相談ください。
◦対象者

問 住民福祉課総合窓口係
☎０９６７−６２－２９１１

保護者が町内に居住する高校生、

４月８日（金）〜８月５日（金）
【基礎課程（28回）】

大学生等で経済的理由により就学
が困難な方

９月２日（金）〜令和５年３月31日（金）

◦貸付額

高校生：月額１万円

◦保証人

高森町民で町民税所得割若しくは固定資産税3,000円以

大学生：月額２万５千円

※いずれも毎週金曜日、午後７時〜午後９時。
※基礎課程受講者は、入門課程を履修した人に限ります。
◦と こ ろ

上納付している方２名
その他、ご不明な点は下記へお尋ねください。
問 教育委員会学校教育係

（阿蘇郡南小国町大字赤馬場144番地１）
◦受講資格

☎０９６７−６２－０２２７

高等学校卒業以上の人、ただし、令和４年３月高校卒
業見込みの者も可。

◦受 講 料

無料（ただし、テキス
ト料など7,600円程度

海上保安官募集

必要）

◦海上保安学校学生（特別）採用試験
受付期間

３月18日（金）～３月25日（金）

第一次試験

５月15日（日）

◦申し込み

直接、会場でテキスト
料を添えてお申し込み
ください。

◦海上保安官（初任科）採用試験
受付期間

３月18日（金）～４月４日（月）

第一次試験

６月 5日（日）

問 熊本海上保安部管理課

南小国町自然休養村管理センター

問（財）熊本県ろう者福祉協会
☎０９６-３８３-５５８７
g０９６-３８４-５９３７

☎０９６４―５２―３１０３

なんでも

南部分署

着衣着火に注意しましょう！

これから野焼きのシーズンがやってきます。野焼

きでは火を扱いますので、着衣着火が起こる可能性

が大きくなります。

また、野焼きの他にもガスコンロや暖房器具でも

着衣着火は起こり得ます。

ストップ、止まる。

次の着衣着火を防ぐ方法と対処法及び注意事項を

Ｓ

ドロップ、倒れる。

読んで着衣着火を起こさないようにしましょう。

Ｄ

ロール、転がる。

◉着衣着火の対処法３つのポイント（ＳＤＲ）

Ｒ

衣類に火が付いたら慌てずその場で火が消えるま

で転がりましょう。

◉着衣着火の注意事項

◦衣類に火が付いた時慌てて走ったり手で火を払っ

たりしないようにしましょう。

◦走ったり払ったりすることで火が他の場所に延焼

する可能性があります。

◉着衣着火を防ぐ方法

◦火を扱う際、袖をまくりましょう。

◦裾の広がった衣類を着用しないようにしましょう。

◦燃えやすい衣類は着ないようにしましょう。

◦エプロンやアームカバーは防炎製品を使用しまし

ょう。

◦むやみに火に近づかないようにしましょう。

燃え広がりやすい衣類は、綿・植物性繊維、レー

ヨン、ネル地、モール系、パイル地などになります。

また、生地の表面に空気を含んでいるものや起毛し

ているもの、毛羽立っているものも燃え広がりやす

くなっています。

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119
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ｅ－Ｔａｘのメリット

国税だより

❶所得税等の確定申告をｅ－Ｔａｘで行う場合、生命保険料控除

確定申告に関するご相談は、
確定申告電話相談センター「０」番へ！

の証明書などは、その記載内容を入力して送信することにより、
これらの書類の提出又は提示を省略することができます（法定

熊本国税局では、１月14日（金）から３月15日（火）までの間、

申告期限から５年間保存しておく必要があります。）。

所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関する電話相談に対応するた

❷自宅や税理士事務所からｅ－Ｔａｘで還付申告を行う場合、書

め、「確定申告電話相談センター」を開設しています。
最寄りの税務署に電話していただき、音声ガイダンスに従って「０」
番を選択した後、ご用件をお話しください。相談会場や受付時間など
のお問い合わせについては、専用オペレーターがお答えします。また、
お問い合わせの内容によっては電話を転送し、職員等がお答えします。
なお、おかけいただく時間帯によっては、つながりにくい場合や少々

面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。
❸ｅ－Ｔａｘで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合
より手数料が安価です（電子ファイルでの交付のほか、書面で
の交付も請求できます。）。
また、スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の
交付請求が行えます（税務署窓口で受け取れます。）。

お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

詳しくは、ｅ－Ｔａｘホームページ（https://www.e-tax.nta.

また、確定申告以外の国税に関する一般的な相談は、「熊本国税局

go.jpまたは ｅ－Ｔａｘ

電話相談センター」をご利用ください。自動音声案内によりご案内し
ますので、「１」番を選択していただくと、熊本国税局電話相談セン

問 阿蘇税務署

ターの職員がご相談をお受けします。

熊本県からのお知らせ

検索 ）をご覧ください。
➡

☎０９６７－２２－０５５１（※自動音声案内）

「女性のための女性司法書士による
無料相談会」 開催のお知らせ

『くま活サポート』登録者募集中！

“女性なら話せそう”、“女性ならわかってもらえそう”といった
女性の皆様のために、女性司法書士がしっかり相談をお受けします。

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

女性がより自分らしく生きるためのお手伝いをいたします。秘密

赴任費用などを支援します。

は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
相談例

現在、2022～2023年度に就職する方の登録を受け付けてい
ます。支援を受けるためには、就職内定前にあらかじめ制度に登
録することが必要です。

相続の手続きがよく分からない、遺言書を残したい、借金で
悩んでいる、認知症の親のことで相談したい、夫婦関係・親
子関係で悩んでいる、離婚したい、起業したい

●支援内容

等々

奨学金返還支援額

最大456万円

●開催日時

３月12日（土）午前10時～午後４時

赴任費用等支援額

最大 50万円

●相談方法

１．電話相談（予約不要） ☎０９６−３６４−０８００

問 熊本県企画課

２．面談相談（前日までに要予約）

☎０９６－３３３－２０１８

予約電話番号：☎０９６−３６４−２８８９

飼い犬には狂犬病予防注射を！

犬を飼っている方は、毎年１回狂犬病予防注射を受けさせるこ

※予約受付

月曜～金曜

※予約締切

３月11日（金） 午後５時まで
面談でのご相談を希望される方は、前日までにご予約

とが法律で義務付けられています。必ず受けさせましょう。

の上、ご予約の時間に会場にお越しください。

なお、お住まいの市町村で４～６月に狂犬病予防集合注射が行

●会

われる場合がありますので、広報誌等で日時や会場を確認しまし
ょう。予防注射は動物病院でも接種できます。
また、飼い犬の死亡や飼い主変更の際は、お住まいの市町村に

育美

（福島県出身）

熊本県司法書士会館（熊本市中央区大江四丁目４番34号）

●相 談 料

無料

●対 象 者

女性

す。ご了承ください。

☎０９６７－２４－９０３５

団員紹介コーナー
菅井

場

※女性でない方のご相談は別の相談窓口を紹介させていただきま

届出が必要です。
問 阿蘇保健所

午前９時～午後５時（祝日を除く）

問 熊本県司法書士会事務局

☎０９６－３６４－２８８９

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。

Q誰にも負けないポイント（特技など）
Aラッピング（包装）、電子機器への保護シー
ル貼り
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
Aコロナで東京での仕事がなくなってしまっ
たため
Qマイブーム（趣味）
A車校でバイクの免許を取る‼、東京リベン
ジャーズのマンガを読む

谷口

亜湖

（兵庫県出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A舞台やステージに立つことが大好きだとい
う心
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A新しい出会いと新しい環境に飛び込むこと
で人間力やスキルアップにつなげたいと思
ったから
Qマイブーム（趣味）
A映画、ドラマ観賞

Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A星がきれい‼

Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A空が広い、自然に囲まれ心が澄む

Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A早く町のイベント等が出来るようになって、
みなさんと一緒に楽しみたい‼

Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A私たちを高森町に受け入れてくださってあ
りがとうございます‼096ｋが来てよかっ
たと思ってもらえるようにエンターテイン
メントで届けて参ります‼
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町 長 の うごき

スケジュール（１/16～２/15）
1月17日（月）
1月18日（火）
1月19日（水）
1月22日（土）
1月24日（月）
1月27日㈭〜
2月 3日（木）

町の交際費

熊本県野菜振興協会事務局来庁対応
岩下株式会社社長表敬訪問
阿蘇世界文化遺産登録推進協議会文部科学大臣要望
令和４年１月22日発災日向灘震源地震災害対策本部対応
新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第56回）
令和４年度高森町一般会計他当初予算庁内協議
阿蘇市町村会総会

2月 3日（木） 阿蘇郡町村会総会
阿蘇郡市社会福祉協議会総会
2月 7日（月） 熊本県市町村職員共済組合短期給付対策委員会
令和３年度熊本連携中枢都市圏連絡会議（リモート）
2月 9日（水） 阿蘇広域行政事務組正副管理者会議
エンタメ業界と連携したまちづくり事業テレビ取材対応
2月15日（火） 世界文化遺産登録決起大会（阿蘇市町村会長）

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。

高森町長

草村

大成

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 1 月 22 日
2 税務課 令和 4 年 1 月 22 日

令和３年12月2１日～令和４年１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）
工事（業務委託）名
工
期
契約相手
請負代金
高森町地籍調査事業タブレット購入 令和4年 1月12日から
新えびす堂
789,690 円
事業
令和4年 2月14日まで
高森町地籍調査事業ノートパソコン 令和4年 1月12日から
新えびす堂
394,900 円
等購入事業
令和4年 2月14日まで

日本最大級の花とみどりの祭典

“くまもと花博”
を開催します
日本最大級の花とみどりの祭典、全国都市緑化フェアが36年ぶ
りに熊本市で開催されます。期間中は熊本市内３カ所をメイン会
場とし、花畑広場では、世界的なフラワーアーティストであるニ
コライ・バーグマン氏の監修により、県産の花で彩る大花壇をお

ⓒ2010熊本県くまモン

楽しみいただけます。併せて、熊本市動植物園の植物ゾーンを35年ぶりにリニューアル
するとともに、立田山には大型木製遊具やツリーハウスを設置します。また、各会場では
多彩な体験イベントも実施します。県内の市町村もパートナー会場となって花とみどりに
彩られますので、ぜひご来場ください。イメージキャラクターにはくまモンが就任！黄色
い蝶をモチーフにした衣装のくまモンが“くまもと花博”を盛り上げます！

ニコライ・バーグマン氏の監修による大花壇イメージ
（花畑広場）
問 第38回全国都市緑化くまもとフェア実行委員会事務局
☎０９６−３２８－２５２５

●メイン会場
街なかエリア 熊本城公園および花畑広場一帯
水辺エリア
水前寺江津湖公園一帯（動植物園含む）
まち山（立田山）エリア
立田山
●高森町のパートナー会場
高森殿の杉
※詳しくは公式ホームページをご覧ください。

くまもと花博

水辺エリア
（植物園大花壇）

～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～
【人権作文集「地鳴」・・・仲間や家族に支えられ・・・】
差別に対する奥底からの怒り、すべてのものを揺り動かす力、そん
な願いを込めて名付けられた人権作文集「地鳴」（第44集）を、今年
も全家庭に配布します。この44年の歩みが、本町の「人権のまちづ
くり」に果たしてきた役割は大きいものがあると信じています。そし
て、「地鳴」に綴りを寄せた児童生徒の皆さんが、たくましく、そし
て幸せに素敵な人生を送っておられることを願っています。
学校での「人権学習」。その学びから、これまでの自分の暮らしや
これからの自分について語り、そして、綴ることで見えてきたものを
大事にしていった高森町の人権作文集「地鳴」です。
自らのことを語るには勇気がいります。誰しも、触れたくない、触
れてほしくないことを背負わされることがあります。しかし、暮らし
の中で支えてくれる仲間がいることで、「話したい」「知らせたい」と

じん

人

けん

権

いう思い（自らを解放）から、勇気を持って語り、綴ることで、一歩
ずつ前に進みながら人生を歩んでいます。
それ故「地鳴」の作品は、自分と重ねて読むことができますし、読
んで元気をもらうことができるのです。
「地鳴」の作品の１つ１つは、綴った人を支える多くの「仲間」が
あっての作品です。「仲間づくり」は一生続きます。「一言」の声掛け
が仲間を助け、人と人をつなぎます。
温かい声をかけられ、仲間や家族、先生方に支えられて綴られた人
権作文集「地鳴」が、これからも高森町の「人権のまちづくり」の一
助となっていきますことを心より願います。
問 高森町人権教育指導員

☎０９６７－６２－０２２７

令和４年３月７日発行

おくやみもうしあげます １月受付分（敬称略）
住 所
高 森（上 町）
中 （峰の宿）
草 部（社 倉）
上色見（前 原）
河 原（当尾野）
高 森（上 町）

死亡者
桐原
壽
二子石ニツ子
本田ヒメ子
後藤 英範
後藤コマツ
渡邉テツ子

年 齢
100歳
９６歳
９２歳
８６歳
９４歳
９４歳

ご遺族
桐原 朗吉
二子石幸子
本田 光人
後藤ミス子
後藤亀千也
渡邉 英喜

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
後藤
桐原

康広様
朗吉様

二子石幸子様
後藤亀千也様
（順不同）
中尾キミエ様		

高森カレンダー
３

751号
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３月16日～４月15日

月

March

25日㊎ 年金相談

10：00～15：00

高森総合センター
２階中会議室

※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。

「第一白川橋りょう架設着手記念
１日フリーきっぷ」を販売しています
南阿蘇鉄道一番の見どころでもあった「第一白川橋りょう」。
2021年４月末に撤去され、今年１月より新しい橋りょう架設工

「空き家」預けませんか？

事が始まっています。

町では空き家情報登録制度（通称空き家バンク）を設置し
ています。
所有している空き家を「貸したい・売却したいJとお考え
の方は、ご登録ください。

この架設着手を記念して南阿蘇鉄道では「第一白川橋りょう架設
着手記念１日フリーきっぷ」を数量限定で販売しております。
●販 売 数

1,890個限定

●販売場所

高森駅窓口、南阿蘇鉄道オンラインショップ

●価

どうしようか

格

窓口／1,000円
オンラインショップ／1,180円（送料込み）

と悩んでいる

※いずれも税込み

方、ちょっと話
だけでも聞いて
みようという方
は、是非一度ご
相談ください。
問 政策推進課 まちづくり係
☎６２−１１１１（内線１５２・１５６）

診療は午前９時から
午後５時まで

月日

病・医院名

3月20日

電話番号

のむら内科クリニック

☎ 096（292）2250

21日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

27日

寺﨑内科胃腸科クリニック ☎ 0967（62）0378

4月 3日

馬原内科医院

お詫びと訂正

で、お詫びして訂正します。
●8ページ「南阿蘇ビジターセンター阿蘇高森自然だより」
の紹介が誤っておりました。

樹の葉がなく、太陽の光を沢山浴びることがで
き、他の花はまだ咲いていないため、競争相手が少ないからだと考えら

令和４年１月31日現在

編集後記

（対前月末）

人口／６, １１１人

（－１０）

男性／２, ９５６人

（－

３）

女性／３, １５５人

（－

７）

世帯／２, ８８８世帯 （－

９）

ゴジュウカラ
春先になると野草園から、｢フィーフィー

トレーションでは、少し離れて撮影していた私の足に勢いよ
く水を飛ばす力強さを見せてくれました。キラキラのボディ

３

ピ

ッピィ｣ と、にぎやかな鳴き声が聞えてきます。

う大変寒い日でした。散水機能のデモンス

広報

れています。太陽の光を浴びて開花しますので、お天気が良い、お昼頃
が見頃です。

今月号表紙の給水車。納車の日は雪が舞

が活躍することを期待しています。

ミチノクフクジュソウ
の花達よりも真っ先に咲く理由の一つは、落葉

大変申し訳ございませんでした。

人口

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

毎年、阿蘇野草園の春を告げるお花です。ど

正）つぐみ

※紹介文はデータ放送に掲載しております。

まちの

☎０９６７－６２－００５８

☎ 0967（62）0646

広報２月号の次の記事について、誤りがありましたの

誤）アトリ ➡

問 南阿蘇鉄道株式会社高森駅

（圭）

スズメとほぼ同じ大きさで、頭から尾羽まで濃
い灰色、胸は白色、この地味な色合いから、昔の人は老人の年齢を表す
五十歳のゴジュウと小鳥の総称のカラを合わせた名前です。
問 南阿蘇ビジターセンター
☎０９６７−６２－０９１１

写真提供：増田 泰夫さん
（阿蘇地区パークボランティア）
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