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「子育て応援フェスティバル」平成30年10月28日撮影 
 大人気の赤ちゃんハイハイ競争。お父さんお母さんを目指して一

直線に進む赤ちゃん、大泣きしながらもなんとかゴールする赤ちゃ

ん、赤ちゃんの数だけドラマがありました。 

 それを温かく見つめる大人や子どものたくさんの笑顔に包まれた

会場でした。 



◆お問い合わせ：総務課 危機管理担当 ☎0983-26-2022 
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死傷者 0人 

床上浸水（住家） 13棟 

床下浸水（住家） 59棟 

一部破損 17棟 

その他被害 

（ブロック塀の破損等） 
443カ所 

全壊 １棟 

半壊 ２棟 
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小丸川は氾濫寸前となり、16の地区に避難指

示が発令された。 

10月９日現在 

小丸川河川敷（９月30日） 

水に飲み込まれた河川敷では、この日グラウ

ンドゴルフが行われていた。 

長年、校庭で子どもたちを見守り続けた大木の枝も、暴風を浴び折れてしまっ

ていた。台風24号による暴風の激しさを物語っている。 

東小学校 

日 時 気象警報等 本部設置状況 住民避難発令 備 考

９月29日 

（土）  

15：30 情報連絡本部設置 

17：00 避難準備・高齢者等避難

開始発令（町内全域） 

避難所４カ所を開設 

22：49 【警報】大雨（土砂災害、浸

水害）、洪水、暴風、波浪 

９月30日 

（日）  

6：00 災害警戒本部設置 

10：25 土砂災害警戒情報発表 10時から13時までの３時

間雨量：184mm 
10：30 災害対策本部設置 

13：15 避難勧告発令（土砂災害

警戒区域及び浸水区域） 

12：25 小丸川氾濫注意

水位到達発表 

14：00 小丸川避難判断

水位到達発表 

14：40 小丸川水位（小丸大橋）

MAX値：5.27ｍ 

避難指示（緊急）発令（小

丸川隣接の16地区） 

16：00 土砂災害警戒情報解除 

16：30 避難所１カ所を追加開設 

16：50 避難指示（緊急）、避難勧

告解除 

17：40 避難所１カ所を閉鎖 

18：30 災害対策本部・災害

警戒本部解散 

21：00 21：13 全警報解除 情報連絡本部解散 避難準備・高齢者等避難

開始解除 

避難所４カ所を閉鎖 

台風24号対応および被害状況について 

避難勧告対象地区数 52地区 

避難勧告対象世帯数 7,689世帯 

避難勧告対象者数 16,514人 

避難者数（自主避難含む） 182人 

高鍋町防災情報配信システム（ＳＯＳネットワーク）にぜひご登録ください！ 

登録方法１ 

 次のメールアドレスに空メールを送

り、返信されたメールに記載されている

手順に従って登録してください。 

✉t-takanabe@sg-m.jp 

登録方法２ 

 カメラ機能付きの携帯電話で右のＱＲ

コードを読み取り、サイトに接続後、手

順に従って登録してください。 

詳しくは、町ホームページへ 「情報配信システム」で検索！ 

台風24号により住居が被害に遭われた方へ支援金が交付されます 

対象となる家屋状況 

⑴全壊：住居の損害割合が50パーセント以上となる被害 

⑵大規模半壊：住居の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満となる被害 

⑶半壊（床上浸水含む）：住居の損害割合が20パーセント以上40パーセント未満となる被害もしくは床上浸水 

申請先 ※対象は住居のみで、倉庫や車庫等は対象外です。 

  詳細については福祉課までお問い合わせください。 福祉課 地域福祉係 ☎0983-26-2028 

 このたびの台風24号により被害を受けられた皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。町といたしまして

も、１日も早く復旧するよう努めておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

坂本坂 

町内の至るところで土砂崩れや倒木が発生。 

日　時 気象警報等 本部設置状況 住民避難発令 備　考

 町では、個人の携帯電話やパソコンに、地震、津波、洪水など、防災や防犯に関する情報を配信していま

す。日頃からの備えのため、多くの町民の皆さまのご登録をお願いいたします。 

台風被害状況（平成30年11月1日現在）

避難勧告に伴う対象者数・避難者数
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◆お問い合わせ：総務課 危機管理担当 ☎0983-26-2022 

24

30

24

死傷者 0人 

床上浸水（住家） 13棟 

床下浸水（住家） 59棟 

一部破損 17棟 

その他被害 

（ブロック塀の破損等） 
443カ所 

全壊 １棟 

半壊 ２棟 

24

96

30

11

52

10

10

小丸川は氾濫寸前となり、16の地区に避難指

示が発令された。 

10月９日現在 

小丸川河川敷（９月30日） 

水に飲み込まれた河川敷では、この日グラウ

ンドゴルフが行われていた。 

長年、校庭で子どもたちを見守り続けた大木の枝も、暴風を浴び折れてしまっ

ていた。台風24号による暴風の激しさを物語っている。 

東小学校 

日 時 気象警報等 本部設置状況 住民避難発令 備 考

９月29日 

（土）  

15：30 情報連絡本部設置 

17：00 避難準備・高齢者等避難

開始発令（町内全域） 

避難所４カ所を開設 

22：49 【警報】大雨（土砂災害、浸

水害）、洪水、暴風、波浪 

９月30日 

（日）  

6：00 災害警戒本部設置 

10：25 土砂災害警戒情報発表 10時から13時までの３時

間雨量：184mm 
10：30 災害対策本部設置 

13：15 避難勧告発令（土砂災害

警戒区域及び浸水区域） 

12：25 小丸川氾濫注意

水位到達発表 

14：00 小丸川避難判断

水位到達発表 

14：40 小丸川水位（小丸大橋）

MAX値：5.27ｍ 

避難指示（緊急）発令（小

丸川隣接の16地区） 

16：00 土砂災害警戒情報解除 

16：30 避難所１カ所を追加開設 

16：50 避難指示（緊急）、避難勧

告解除 

17：40 避難所１カ所を閉鎖 

18：30 災害対策本部・災害

警戒本部解散 

21：00 21：13 全警報解除 情報連絡本部解散 避難準備・高齢者等避難

開始解除 

避難所４カ所を閉鎖 

台風24号対応および被害状況について 

避難勧告対象地区数 52地区 

避難勧告対象世帯数 7,689世帯 

避難勧告対象者数 16,514人 

避難者数（自主避難含む） 182人 

高鍋町防災情報配信システム（ＳＯＳネットワーク）にぜひご登録ください！ 

登録方法１ 

 次のメールアドレスに空メールを送

り、返信されたメールに記載されている

手順に従って登録してください。 

✉t-takanabe@sg-m.jp 

登録方法２ 

 カメラ機能付きの携帯電話で右のＱＲ

コードを読み取り、サイトに接続後、手

順に従って登録してください。 

詳しくは、町ホームページへ 「情報配信システム」で検索！ 

台風24号により住居が被害に遭われた方へ支援金が交付されます 

対象となる家屋状況 

⑴全壊：住居の損害割合が50パーセント以上となる被害 

⑵大規模半壊：住居の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満となる被害 

⑶半壊（床上浸水含む）：住居の損害割合が20パーセント以上40パーセント未満となる被害もしくは床上浸水 

申請先 ※対象は住居のみで、倉庫や車庫等は対象外です。 

  詳細については福祉課までお問い合わせください。 福祉課 地域福祉係 ☎0983-26-2028 

 このたびの台風24号により被害を受けられた皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。町といたしまして

も、１日も早く復旧するよう努めておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

坂本坂 

町内の至るところで土砂崩れや倒木が発生。 

日　時 気象警報等 本部設置状況 住民避難発令 備　考

 町では、個人の携帯電話やパソコンに、地震、津波、洪水など、防災や防犯に関する情報を配信していま

す。日頃からの備えのため、多くの町民の皆さまのご登録をお願いいたします。 

台風被害状況（平成30年11月1日現在）

避難勧告に伴う対象者数・避難者数
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 困った 

 ときは！ 

 近年、悪質商法や振り込め詐欺、商品事故、食品偽装など、さまざまな消費者問題が発生していま

す。消費生活センターは、それらの不安や苦情、被害などについて相談に応じ、内容に応じて問題解

決のための助言や情報提供、あっせんなどを行います。 

 商品・サービスに関する苦情や業者とのトラブル、多重債務など消費生活に関して困ったときに

は、すぐに消費生活センターまでご相談ください。 

 消費生活センターは、地方公共団体が運営する「消費者のための相談業務

を行う機関」です。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に

関する相談に応じるほか、生活の安定と向上を図るための各種業務を行って

います。 

 平成29年度から、西都児湯７市町村が共同で「西都児湯消費生活相談セン

ター」を設置し、地域にお住まいの方の相談に対応しています。 

市町村別相談件数 

開設日：月～金 

（※土日祝日、12月29日～１月３日は除く） 
 

巡回相談日：月１回各市町村へ相談員が出向き、相談に応じます。 

〈毎月〉第３水曜日…西都市 第４木曜日…木城町 第１火曜日…新富町 

    第１金曜日…都農町 第３火曜日…川南町 第３金曜日…西米良村 

（※相談日が祝日の場合は、翌週の同じ曜日に変更になります。） 
 

巡回相談受付時間：午前10時～正午／午後１時～午後３時 

（※正午～午後１時を除く） 
 

所在地：高鍋町役場 町民生活課となり 電話：0983-23-2110 

西都児湯消費生活相談センター 
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▲シンポジウムにあわせ、町美術館にて展

覧会を開催。普段は図書館や資料館に保

管している資料が一堂に展示された。 

▲当時の看板は、資料館で見ることがで

きる。「明倫」とは、「人の道を明らかにす

る」という孟子の教えからきている。 

竹川 克幸 氏（日本経済大学教授） 

◆基調講演 

「高鍋藩藩校明倫堂の実学と文教・学風」～千手八太郎の存寄・経世済民の士魂～ 

◆パネルディスカッション 

テーマ「人を育てる城下町」 高鍋 ～未来に活かす 明倫の教え～ 

 基調講演で竹川氏は、「地元が生んだ先哲をどう現代によみがえらせるの

か。それが明倫堂が今の高鍋に訴えかけている教えである。“文教”とは、

文を学び、平和を尊び、人を教え導くこと。未来へ人間が残せる最大の財産

を大切にしてきたまちが高鍋である。」と話されました。 

 パネルディスカッションでコーディネーターを務めた和田氏は、「今、ど

この地域も人口減少で本当に大変な問題に直面している。ぜひ高鍋は、徹底

して今まで以上に教育と歴史を大切にする町を目指してほしい。」と話され

ました。 

（左から）和田雅実氏（宮崎日日新聞社

常務取締役 業務局長）、竹川克幸氏、下

川洋一氏（明倫堂文庫を学ぶ会会長）、

末岡照啓氏（住友史料館副館長）、笹山

竹義氏（元県教育長・元高鍋高校長） 

▲今年度初の取り組みである町職員に

よる「子ども明倫塾」は月１回、来年３

月まで実施。座学やフィールドワークを

通して高鍋町の歴史を学ぶ。 

こころざし 

契約当事者年代別件数 販売・購入形態割合 

年代 件数 

20歳未満 ０ 

20代 ４ 

30代 24 

40代 17 

50代 32 

60代 68 

70代 29 

80歳以上 32 

無回答 12 

計 218 

自治体 件数 

西都市 32 

高鍋町 79 

新富町 30 

川南町 30 

都農町 17 

木城町 17 

西米良村 6 

その他･不明 7 

計 218 

◆平成29年度西都児湯消費生活相談センター実績 

 ◆お問い合わせ：社会教育課 文化係 ☎0983-23-3326
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