
 10月１日から消費税の税率が８％から10％に改定されることに伴い、施設の使用料をはじめとした各種料金

の額を改定（消費税増税分を上乗せ）します。

 改定後の額をはじめ、ご不明な点がございましたら、それぞれの担当課または財政経営課（☏26-2002）ま

でお問い合わせください。 

※ この表は、料金の額を改定するもののうち、主なものを掲載していますのでご了承ください。

東児湯支部操法大会 

地域防災マネージャーコラム☆Vol.6

今回のテーマ １年が経って 

使用料等の額を改定します

改定の対象となる主な料金 担当課

ごみ処理手数料（町指定ごみ袋代、粗大ごみ処理料等）およびし尿汲取手数料 町民生活課

老人福祉館および老人福祉館別館施設等使用料 福 祉 課

コンフォール健康センター（健康づくりセンター）施設等およびプール使用料 健康保険課

持田地区高齢者福祉センターおよびふれあい交流センター施設等使用料 健康保険課

有料広告掲載料 地域政策課

総合交流ターミナル施設（めいりんの湯）施設使用料および入湯料 農業政策課

一ツ瀬川雑用水使用料 農業政策課

駅前自動車等駐車場使用料 建設管理課

水道料金・下水道使用料 上下水道課
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 ７月27日、宮崎県東児湯消防組合で「第57回東児湯支部消防操法大会」が行われ、本町からは第１部（ポン

プ自動車の部）、第９部（小型ポンプの部）、第11部（小型ポンプ積載車の部）が代表として大会に出場しま

した。 

 どの部も高鍋町消防団の名に恥じない見事な操法を披露し、第９部が準優勝、第１部と第11部が３位という結

果を残しました。団員の皆さん、長期間にわたる訓練、本当にお疲れ様でした。 

第１部（ポンプ自動車の部） 第９部（小型ポンプの部） 第11部（小型ポンプ積載車の部）

  高鍋町の地域防災マネージャーとして就任し、はや１年が経ちました。就任当初から台風24、25号に見舞われ、防災計

画の細かい見直しに追われつつ、避難勧告等に係る「警戒レベル」の運用開始、その直後の大雨による「警戒レベル４・避難

勧告」の発令、また、期間を通しての町内各公民館等における出前講座など、この１年は目まぐるしく過ぎていきました。 

  そんな中、ひとつ感じていることがあります。町民の皆さんの「防災意識」がさらに高まってきている、ということです。６月の

大雨の時の「警戒レベル４・避難勧告」の発令では、該当の地区全住民を対象としたものの、実際の土砂災害警戒区域にあ

る戸数から見ると実に20パーセントもの住民の方々が避難されました。自らの命を守る行動として、素晴らしいことだと思いま

す。 

  日々の職務の中で、防災に関して直接住民の方々からいろいろなご意見をいただきます。私にとって、 

とても貴重なダイヤモンドの原石です。いろいろなご意見をいただき、よりよい高鍋町の防災に活かしていき 

たいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。        地域防災マネージャー 織田 範之 
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中３キャリア教育講演会でエイムネクスト社長が講演 

高鍋版ＧＮＨ美術館「パラレル・トラベル」大成功に終わる 

①４．５㎝×９㎝枠＝１０,１８６円  ②４．５㎝×１８㎝枠＝２０,３７２円「広報たかなべ」有料広告募集中！！10月１日より料金改定。 ※町ホームページバナー広告も随時募集しています。  ◆お問い合わせ：地域政策課 総合政策係（☎０９８３－２６－２０１８） 

Welcome to Takanabe! ようこそ高鍋町へ！～新しいＡＬＴを紹介します～ 

マシュー・ギャレットさん 
出身：アメリカ合衆国イリノイ州

担当：西小学校、西中学校 

リンジー・シャイナーさん 
出身：アメリカ合衆国ユタ州  

担当：東小学校、東中学校 

13Ｇ

Ｎ

Ｈ

22
Ｇ

Ｎ

Ｈ20

20

今年度のたかなべ未来づくり事業の 

補助対象事業が決定しました 
プレミアム付商品券の申請を受け付けています 

　こんにちは、私はマシュー・ギャ
レットです。マットと呼んでくださ
い。 
　私はイリノイ州のシカゴから来ま
した。Go cubs!（シカゴの野球チーム
であるシカゴ・カブスの応援ソング
の一説） 
　趣味はボルダリングと写真です。
高鍋に住んでいる間に、日本文化に
ついてすべて知りたいです。そし
て、サーフィンもやってみたいで

す。 
　日本語を勉強中なので、皆さ
んぜひお話しましょう！ 

　こんにちは、私はリンジー・シャイ
ナーです。東中学校と東小学校の新し
いALTとして働くために、アメリカの
ユタ州から高鍋に来ました。 
　高鍋の子どもたちのために働けるの
がとても楽しみです。日本語を学び、
日本の文化と歴史についてもっと学ぶ
ことが私の目標です。地域に関わり、
日本舞踊や剣道、茶道など新しい活動
に是非挑戦したいです。 
　私に聞いてみたいことは遠慮せ
ず質問して下さい。そして私が参
加できそうな活動を是非教えて下
さい！ 

 ７月まで英語を教えてくれていたダニエル・パイリス先生に代わり、８月から２人のALT（外国語指導助手）が高鍋町にやってき

ました。 

10

11 月
24
日
～
11
月
８
日
に
町

城址写真展といけばな体験教室を開催決定 

　「たかなべ未来づくり事業」は、将来にわたって町民が高鍋町

に誇りを持ち、個性的で魅力ある地域社会の実現を図るための事業

です。町民の提案による公共性・公益性の高いまちづくり活動に対

して町が補助金を交付し、町民が主体となって事業を実施します。  

 今年度は次の２事業に決まりました。 

◎令和元年度高鍋町藩校ブラスアカデミー 

 団 体 名：高鍋町藩校ブラスアカデミー実行委員会 

 補助申請額：500,000円 

 事 業 内 容：町の音楽文化のレベルアップを図るため、学校の枠

を超えて町の中高生に音楽教育を行うほか、初心者

も受講できる勉強会等を開催する。灯籠まつり等の

イベントで演奏し、広く町民に音楽と触れ合っても 

       らう。 

◎弓道世代間交流・地域スポーツ育成事業 

 団 体 名：高鍋弓道同好会 

 補助申請額：248,000円 

 事 業 内 容：弓道を生涯スポーツとして広く町民に認知してもら 

うため、未経験者やシニア世代に向けた有段者によ 

る練習を行っていく。また、町美術館で弓道写真展 

を行い、広く弓道のことを知ってもらう。 

10月からの消費税引き上げに伴う消費への影響緩和のため、全国一斉にプレミ

アム付商品券を実施します。購入対象者には既に案内文書を送付しましたので、

対象者でまだ文書が届いていない方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 商品券の内容については、詳しくはご自宅に届く案内文書をご覧ください。 

◎商品券の内容 

 １冊5,000円分（500円券10枚）の商品券を4,000円で販売 

 ※１人５冊まで  

◎対象者 

 (１)2019年度分の町民税が課税されていない方  

  （課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給世帯等は除く。）  

 (２)2016年４月２日から2019年９月30日までに生まれた子どもがいる世帯の世 

   帯主 

◎商品券の購入方法 

 (１)の方： 

 ①届いた申請書に必要事項を記入の上、 

  返信用封筒で返送する 

 ②自宅に商品券の購入引換券が届く 

 ③下記購入窓口で商品券を購入する 

◎商品券の購入窓口と購入可能期間 

役場福祉課、高鍋郵便局、高鍋駅前郵便局にて、令和２年１月31日まで購入可能 

◎商品券の使用可能店舗と使用期間

対象店舗（約180店舗）で令和元年10月１日から令和２年２月29日まで使用可能

◎問い合わせ先 

 福祉課地域福祉係 ☎0983－26－2028

(２)の方： 

①自宅に商品券の購入引換券が届く 

②下記購入窓口で商品券を購入する 

職場の雰囲気を 

感じられます 

スマホで簡単に 

応募できます 

高鍋町に特化した求人サイト

ができました！

～みちはたの３つの特徴～ 

町内の仕事情報を 

独自に収集 

↑

　９月13日に開設した「みちはた」は、UIJターンをはじめ県内外の人材と

高鍋町内の企業をつなぐ役割となることを目的として作られました。
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に誇りを持ち、個性的で魅力ある地域社会の実現を図るための事業
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して町が補助金を交付し、町民が主体となって事業を実施します。  
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◎令和元年度高鍋町藩校ブラスアカデミー 

 団 体 名：高鍋町藩校ブラスアカデミー実行委員会 

 補助申請額：500,000円 

 事 業 内 容：町の音楽文化のレベルアップを図るため、学校の枠

を超えて町の中高生に音楽教育を行うほか、初心者

も受講できる勉強会等を開催する。灯籠まつり等の

イベントで演奏し、広く町民に音楽と触れ合っても 
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を行い、広く弓道のことを知ってもらう。 

10月からの消費税引き上げに伴う消費への影響緩和のため、全国一斉にプレミ

アム付商品券を実施します。購入対象者には既に案内文書を送付しましたので、
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 商品券の内容については、詳しくはご自宅に届く案内文書をご覧ください。 

◎商品券の内容 

 １冊5,000円分（500円券10枚）の商品券を4,000円で販売 

 ※１人５冊まで  

◎対象者 

 (１)2019年度分の町民税が課税されていない方  

  （課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給世帯等は除く。）  

 (２)2016年４月２日から2019年９月30日までに生まれた子どもがいる世帯の世 

   帯主 

◎商品券の購入方法 

 (１)の方： 

 ①届いた申請書に必要事項を記入の上、 

  返信用封筒で返送する 

 ②自宅に商品券の購入引換券が届く 

 ③下記購入窓口で商品券を購入する 

◎商品券の購入窓口と購入可能期間 
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 たかなべ・赤ちゃん写真コーナー♪  

編集・発行／宮崎県高鍋町 

〒884‐8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437 

 地域政策課 0983-26-2018 

 http://www.town.takanabe.lg.jp 

※「広報たかなべ」は２ヶ月に１回、奇数月に発行しています。 

 町ホームページでもご覧になれます。 

September 2019 No.420 

◆ 10月１日は「町民の日」です ◆ 

 10月１日は、昭和13年に旧高鍋町と上江村が合併し、

本町の発展の礎をつくった日であり、町では、これを記

念し「町民の日」として定めています。 

 毎年、記念式典および社会福祉大会を挙行し、町行

政や福祉部門等の功労者に対し表彰を行っています。 

▲ お問い合わせ 

  高鍋城灯籠まつり実行委員会事務局 

  （高鍋町役場地域政策課内） ☎0983-26-2018 

▲ とき 

  10月12日(土)15：00～21：00                

  10月13日(日)11：00～21：00 

第１9回高鍋城灯籠まつり

徳留 陸人 
とくどめ   りくと

ちゃん

井上 史都
いのうえ  ふみと

ちゃん

１歳のお誕生日おめでとう! 

イタズラ大好き悪ん坊しょう

ちゃん(笑)だけどみんな昇太

の笑顔がだ～い好きよ！ 

泉 昇太 
いずみ  しょうた

ちゃん

いつも元気で笑顔いっぱいの 

武蔵くん、もうすぐ１歳だね☆ 

みんなその笑顔に癒されてるよ！ 

ありがとう☆  

濱本 武蔵 
はまもと   むさし

ちゃん

お父さん譲りの天然パーマで

髪の毛の手入れが大変です。

元気にすくすく育ってね。 

我が家の天使を自慢したい♪ 

 このコーナーでは、高鍋町内に住む２歳未満のお子さんを紹介しています♪誕生日の記念などに、

お子さんのかわいい写真を投稿してみませんか？ 

 詳しくは町ホームページをご覧ください。 

 http://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/7/2/2062.html

佐藤家の末っ子妃奈乃ちゃん。 

穏やかな性格で、かわいい癒し系。 

お兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に 

元気に大きくなあれ。 

佐藤 妃奈乃 
さとう     ひなの

ちゃん

↑募集ページの

ＱＲコード 

☎

高鍋駅からスタートして

町内各所を巡る「ナイト

ウォーキング」を実施！ 

めいりんの湯入浴券、日向利

休庵スイーツをプレゼント！ 

（数量限定） 

▲ 灯籠点灯式(予定） 

  12日(土)16：10～17：00 

▲ ところ 

  舞鶴公園周辺 
【編集後記】 今年で10回を迎える「きゃべつ畑のひまわり

祭り」がファイナルを迎えました。初めてひまわり畑を見た時

の感動を今でも覚えています。10年間お疲れ様でした！ 

陸人、１歳おめでとう。これから

もすくすく成長してね！パパ

もママも悠人兄ちゃんも陸人

が大好きだよ。 

誠美ちゃん1歳6ヶ月、誠愛ちゃん

6ヶ月おめでとう！2人はママの

宝物です。いつもありがとう！

黒木 誠美 
くろぎ   まみ   

ちゃん 

黒木 誠愛 
くろぎ    まお   

ちゃん

（左） 

（右） 

笑顔が可愛いあかりちゃん。

1歳の誕生日おめでとう。

産まれてきてくれてありがとう。

毎日笑顔のそらくん！ 

可愛い笑顔にいつも癒されて 

います。 

これからも元気に成長してね。 

刈谷 奏良 
 かりや  そら

ちゃん 寺原  愛花梨  
 てらはら    あかり    

ちゃん


