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４_木々のトンネルの中を歩く

ふるさとと呼べる町

いきいきと暮らせる町

安心して住める町

告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

３_会場をスタートした参加者ら

第 回天竺・天の川西遊記登山は 月 日
に開催され︑町内外から２００名を超える参
加者が天草下島最高峰﹁天竺︵５３８ｍ︶﹂
を目指しました︵往復 ㎞︶︒会場は天草木
場の杜自然学校が利用され︑開会式では志岐
山健康づくり太鼓の皆さんによる太鼓の演奏
などが披露されました︒
スタートの合図が鳴らされると勢いよく駆
けだした子ども達とは対照的に︑秋の深まり
を楽しもうとゆっくりと歩む大人達︒道ばた
では黄色に色づいたイチョウの葉っぱがゆら
ゆらと落ち︒山の中腹ではミカンの差し入れ
で小休憩︒空に真っ直ぐに伸びる木々のトン
ネルを抜けるとようやく山の頂上へ︒頂上で
は天にも突き抜けるような空と眼下には美し
い山なみが広がり︑参加者はシートを広げて
山頂の澄んだ空気と手作りのお弁当を楽しみ
ました︒少し肌寒く感じた頂上でしたが︑あ
たたかい猪汁も振る舞われ︑目︑耳︑手︑
舌︑鼻の五感で秋を感じられた登山となりま
した︒

８_疲れたら甘いみかんで水分補給
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︻編集後記︼
﹁ 平 成 ﹂か ら﹁ 令 和 ﹂へ と 大 き
な節目となった今年︒私も広報
１年目として︑また父として︑
人生のターニングポイントとな
る年となりました︒今年取材に
ご協力いただいた皆様ありがと
うございました︒来年も﹁広報
れいほく﹂をよろしくお願いし
ます︒おわり︒
︵道田広祐︶
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７_志岐山健康づくり太鼓の皆さん

じく

６_イチョウの葉が太陽でキラキラ

てん

５_山頂で振る舞われた「猪汁」

天竺・天の川西遊記登山

２_道の途中は上り坂の連続

フォトリポート
１_山頂は３６０度の大パノラマ

４
５
６
告知端末 の電源は入れておきましょう！

２
３
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伝承

月 日︑志岐神社境内で志岐八幡
宮獅子舞太鼓踊り保存会の創立 周年
を祝う記念式典が行われました︒
志岐八幡宮獅子舞太鼓踊り保存会
は︑大正時代から当番区が引き継いで
きた祭りへの奉仕が︑後継者不足に直
面したことより途絶えつつあった昭和
年︑地区の青年たちが自ら進んで申
し出て奉仕しようと結成されました︒
以来︑志岐八幡宮春・秋の大祭を支
えながら︑地域に脈々と伝えられてき
た郷土芸能を守るとともに︑保育園児
への獅子舞・太鼓踊りの指導にも積極
的に取り組み︑次世代への伝統文化の
保存・継承に努めてきました︒
この間︑祭りへの奉仕はもちろん︑
数多くの催しに積極的に出演するとと
もに︑郷土芸能大会や九州管内の神社
等への奉納を行うなど︑町内外を問わ
ず幅広い活動を展開︒特に︑平成９年
には第 回全国青年大会︵郷土芸能の
部︶において﹁最優秀賞﹂を受賞︒平
成 年には国立劇場民族芸能公演﹁日
本の太鼓は踊る﹂に日本の芸能を代表
して出演したほか︑平成 年に岐阜県
で開催された第 回国民文化祭・ぎふ
に出演するなど日本国内でも様々な
活動を行ってきました︒また︑平成
年には︑これらの活動の成果が認めら
れ︑熊本県の文化振興に貢献する活動
を行った個人や団体におくられる﹁く
まもと県民文化賞︵地域文化活動部
門︶﹂を受賞しました︒
式典当日は︑志岐八幡宮で神事が行
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堂々とした勇壮な舞いを披露し︑新調
された衣装に身を包んだ踊り子たち
は︑１組のばちを次々と引き継いで太
鼓を打ち鳴らし︑威勢よいかけ声とと
もに踊りを奉納しました︒
その後︑志岐保育園ホールに会場を
移して行われた記念式では︑植里幸太
郎初代会長が︑途絶えかけた当時の事
を振り返りながら﹁この保存会が未来
永劫続いていってほしい﹂と涙を目に
浮かべながら語ると︑小野伸也現会長
は︑﹁この日に向けて伝統を継承する
という意味での練習を積んできまし
た︒これからもこの獅子舞太鼓踊りを
後世へつないでいきたい﹂と力強く決
意を述べました︒

われた後︑境内で獅子舞太鼓踊りの奉
納が行われました︒子供たちが振る球
にあわせて踊る２匹の獅子は︑威風

99
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表紙 写真は11月23日に開催された八幡宮獅
子舞太鼓踊り保存会の創立50周年記念式典で
奉納された太鼓踊り。
（撮影＝11月23日、志岐八幡宮境内）
大正６年：長崎県諫早市より志岐紺屋町区に伝承
昭和45年：獅子舞太鼓踊保存会結成（会員12名）
昭和54年：天草郡郷土芸能大会出場
（獅子舞：努力賞、太鼓踊り：最優秀賞）
平成元年：保存会創立20周年記念式典開催
平成９年：熊本県青年大会出場（最優秀賞）
第46回全国青年大会出場（最優秀賞）
平成10年：国立劇場民族芸能公演出演
平成11年：保存会創立30周年記念式典開催
第14回国民文化祭・ぎふ99出演
平成12年：くまもと県民文化賞受賞
平成21年：保存会創立40周年記念式典開催
平成22年：諫早のんのこ祭り出演
平成27年：苓北中学校閉校記念セレモニー出演
令和元年：保存会創立50周年記念式典開催
（獅子舞伝承100周年）

13 チームぱくぱく/ひだまり

23 こせきのまど

24 第17回天竺・天の川西遊記登山

【志岐八幡宮獅子舞太鼓踊保存会の沿革】

▲

今年も大盛況だった
「関西ふるさと苓北会」

▲

上津深江八坂神社
「裸まつり」

▲

田嶋章二氏が
８期目の当選

Events of 2019

今年はこんな年でした
２０１8年１２月末

人口 ７，
２８９人

１月

January

４日 苓北町成人式 新成人は７４人
６日 消防団出初め式
１４日 苓北町長選挙
―田嶋章二氏が無投票で８期目の当選
苓北町議会議員一般選挙
―町政施行以来初めての無投票で１２人の議員が
当選
２０日 上津深江八坂神社「裸まつり」

February

５日 選挙後初めて開かれた議会臨時会
―議長に錦戸俊春氏、副議長に田嶋豊昭氏が選出
２３日 「子どもサミット」初開催
―町内小中学校の代表が町の発展振興のために提
案を行う
同日 天草拓心高等学校のハイブリット実習船
第５代熊本丸が竣工

３月

２６日 苓北町長グラウンドゴルフ大会
―優勝は平野三喜夫さん
（浜之町）
３１日 松野茂副町長が退任
新たな副町長に山﨑秀典氏が就任

March

４月

▲
▲初開催となった子どもサミット

▲苓北中学校吹奏楽部が19年ぶりのゴールド金賞

▲ハイブリット実習船
第５代熊本丸が竣工

▲子どもサミットでの
提案を具現化した
ゆるキャラ

▲男子ゲートボール競技が県民体育祭で連覇

April

７日 熊本県議会議員一般選挙
―苓北町の投票率は５５．
７４％
１３日 長崎苓北会総会・懇親会
１４日 消防団辞令交付式、団員数は２７４人に。
２７日 春の窯元めぐり、１０日間で約９，
０００人（～５／６）

５月

May

６月

June

▲みなとオアシス富岡フェア ▲「平成」から
「令和」へ
では海鮮BBQが大人気

１日 元号が「平成」から「令和」へ
４日 みなとオアシス富岡フェアを初開催（～５／５）
１９日 野田信男さん
（松野）に天草文化賞
―苓北町からは１８年ぶりの受賞
５日 海開き
１６日 関西ふるさと苓北会総会・懇親会（大阪）
３０日 第２５回吟詠「泊天草洋」全国大会を開催
5
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July

８月

August

９月

September

10月

October

11月

November

６日 「にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮグランプリ」で光田千津穗
さん
（浜）のレタスの外葉を使ったスイーツが審査
員特別賞を受賞
同日 第３４回全日本壮年ソフトボール大会熊本県予選
で苓北クラブが３位に入賞
１４日 苓北じゃっと祭・天草れいほくペーロン大会を開催
２１日 第２５回参議院議員通常選挙
―苓北町の投票率は５５．
９０％
２６日 苓北町農業委員会が遊休農地解消のため保育園児
とコスモスの種まきを実施
３１日 第６３回熊本県吹奏楽コンクールで苓北中学校吹
奏学部が１９年ぶりの金賞に

１７日 苓北シニアサッカーフェスティバル２０１９

唐津市と姉妹都市
締結２５周年記念事
業を実施

▲

２月

「審査員特別賞」を
受賞したレタスの外
葉を使ったスイーツ

７月

１４日 第７４回熊本県民体育祭宇城地域大会（～１５日）
男子ゲートボール競技が連覇、男子グラウンドゴ
ルフ競技が優勝
２１日 第２回おしゃれフェスタ、原口ハツヱさん
（下向）
が１０２歳の最高齢で出場
２９日 苓北町町民体育祭が２年ぶりに開催
※坂瀬川・都呂々９／２９、志岐・富岡１０／１

１日 消費税が８％から１０％に
同日 ３歳から５歳の保育料無償化スタート
１１日 ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」でサッカ
ー元なでしこジャパンの川上直子氏が坂瀬川小学
校と富岡小学校を訪れ、夢についての授業を行う
２６日 唐津市・苓北町姉妹都市締結２５周年記念式典を
実施
同日 第３回富岡城お城まつりを開催、２日間で約３，
３００
人が来場（～１０／２７）

２日 苓北夕やけマラソン２０１９を開催、過去最多の４９２
人が参加
２４日 関東ふるさと苓北会総会・懇親会

▲野田信男さんが「天草文化賞」を受賞

▲苓北路を492人が駆け抜ける
（苓北夕やけマラソン）

２０１9年１１月末

人口 ７，1２０人（１年間で１６９人の減）
広報れいほく ２０１９ 12月号
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ひかりネットワークを利用してインターネットが利用できます。

なお、インターネットを利用するためには、光ケーブルが住宅内に引き込まれている必要

苓北町が平成２３年に整備したひかりネットワークでは告知放送やインターネット、ケー
ブルテレビや町内無料電話など様々なサービスを利用できます。

総務課

があります。光ケーブルが住宅内に引き込まれているか分からない場合は担当までご連絡く

担当／松浦

内 209
☎〇

ださい。

住宅内に光ケーブルが引き込まれていることが確認できた場合、次はインターネットの利

用申込みが必要となります。インターネットの利用申込みは光インターネットサービス「ＢＢ

【正面の写真】
●音量調節
ダイヤルは８段階に調節できます。右に回すと音
が大きくなり、左に回すと音が小さくなります。※
緊急放送は音量設定に関係なく、最大音量で放送さ
れます。

ＩＱ」
を提供する九州通信ネットワーク
（株）へお問い合わせください。

【ＱＴネットお客様センター】 ☎０１２０−８６−３７２７ 受付時間：９時〜21時（年中無休）

●チャンネル切替つまみ
チャンネルを１に合わせてください。
住宅内へ光ケーブルが引き込まれている

場合は、以下の費用で光ケーブルによるテ
レビ視聴ができるようになります。

町内無料電話は告知端末に電話機を接続

した家庭同士間で無料通話が可能になるサ
ービスです。

告知端末機の「ＴＥＬ」

○加入負担金 ※初回のみ
３０，
０００円（税別）

と書いてある差し込み口

※屋内配線工事代（約10,000円）

さい。

※視聴可能放送は、ＮＨＫ教育、ＮＨＫ総合、
テレビ熊本、熊本放送、熊本県民テレビ、

熊本朝日放送の６局と無料ＢＳ放送及び

無料ＣＳ放送です
（長崎放送は映りません）

に電話線を接続してくだ
なお、電話線や電話機

は各家庭でご準備くださ
い。

「告知端末機を設置したい」
「インターネットを利用したい」
「ケーブルテレビを見たい」な

どのご要望で住宅内に光ケーブルが引き込まれていない場合には、事前の申し込みと以下の
費用が必要です。また、新築に伴う新規引き込みや改築による設備の取り外し、再取り付け
にも費用がかかりますので、あらかじめ担当までご連絡ください。

○光ケーブルの新規引き込み費用

（基本分）
３０，
０００円＋（屋内配線工事代）約１０，
０００円

※告知端末機及び関連機器は町からの貸し出し物となります。
※事業所が設置する場合は全額自己負担となります。

※改築等にかかる費用は各ケースにより異なりますので事前にご相談ください。
7
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●再生ボタン
録音された放送を再生する時は再生ボタンを押し
てください。

【側面の写真】

●録音ボタン
留守などの時にボタンを押しておくと、流れた放
送を録音できます（最大８件まで）
●連絡ボタン
通常は使用しません。
●電話機と告知端末機の接続部分
ＴＥＬと書いてある差し込み口に電話線を接続し
てください。

告知放送では、町が行う行事や各種イベントなどの放送が流れます。
また、火災や地震などの緊急事態発生時は、告知端末機の音量設定に関係なく最大音量で
放送が流れます。

○定時の放送時間
（朝）７時３０分頃 （昼）１２時３０分頃 （夕）１８時３０分頃
※放送内容が多い場合は時間が前後する場合があります。
○放送が流れない場合
告知放送が聞こえない場合は、次のことをご確認ください。
①コンセントは、白色の告知端末と黒色のＤ－ＯＮＵの２つがあります。これらの端末の電
源が入っているかをご確認ください。
②告知端末機のチャンネルが「１」となっているかご確認ください。
広報れいほく ２０１９ 12月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
苓北町老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会

苓北町防災訓練

災害に備えてみんなで訓練

目指せ！ホールインワン

苓北クリニック・がりゅう園イルミネーション点灯式

施設がイルミネーションの光で包まれる
11月16日、苓北クリニック・がりゅう園の施設屋
上で毎年恒例となったイルミネーションの点灯式が開
催されました。式では、志岐小学校・富岡小学校の器

11月17日、都呂々小学校で苓北町防災訓練が実施

浦本成夫さん）でグラウンドゴルフ大会が開催されま

されました。当日は、地震・津波を想定した避難訓

した。会場となった農村運動広場には約180人が集ま

練、火災通報訓練、消火訓練、防災ヘリによる救出訓

りグラウンドゴルフを楽しみました。地面の状態や風

練など実践を想定した訓練が行われ、地域住民らが参

向きでもボールの転がり

加して行う濃煙内通過体験や水消火器使用体験、心肺

が変わる難しい競技です

蘇生法や止血法などの応急手当等の体験も行われまし

が、今では愛好者も増

た。

え、苓北町でも多くの人

いざというときに役立つ訓練や体験を消防団・苓北

が生涯スポーツとして楽

分署・都呂々小学校の児童や生徒、地域住民らが一体

しんでいます。

となって行いました。

人権擁護委員を退任された
錦戸勝彦さん

新たに人権擁護委員として
委嘱された田中信二さん

退任人権擁護委員の法務大臣感謝状伝達式

人権擁護委員の退任と新任

ホールインワンを出して
優勝した道田俊久さん
（新町）

▼

イルミネーションの前で写真を撮る来場者

11月27日、苓北町老人クラブ連合会主催（会長：

11月15日、町長室で人権擁護委員として４期（12
年）を務めた錦戸勝彦さん（和田）に法務大臣からの感

▼グラウンドゴルフを楽しんだ女性陣の皆さん

謝状贈呈式が行われました。今期で退任される錦戸勝

楽部による演奏や熊本を代表する歌姫のMICAさんに

彦さんは感謝状を受け取ると、今までの活動を振り返

よるステージイベントが行われました。「３、２、

り、他の委員へ感謝を伝えました。なお、新たに田中

１、０」のカウントダウンの後に点灯されたイルミネ

信二さん（木場）が人権擁護委員として委嘱され、今

ーションに来場者たちからは歓声があがり、様々な場

後は地域の皆さんから人権相談を受け問題解決のお手

所に飾り付けられたライトが華やいだ雰囲気を演出。

伝いをしたり、地域の皆さんに人権について関心を持

ゴールドや虹色の光が施設全体を彩りました。

富岡老人クラブ女性部全体会

学んで！食べて！体を動かす！

改選されました民生委員・児童委員
12月６日、苓北町民生委員・児童委員協議会の定

ち子さん）の全体会が富岡公民館で開催されました。

例会が役場大会議室で開催され、民生委員・児童委員

はじめに町栄養士の講話でタンパク質の重要さや１日

の改選に伴う辞令交付式が行われました。

理教室が開かれ女性部全員で白菜と鶏肉のクリーム煮
などを作って食しました。午後からは、部員が銭太鼓
や大正琴、カラオケや健康ダンスなどをステージで披

定例会では旧委員には感謝状が、また、新しく就任
された18名の委員には委嘱状が手渡されました。
民生委員・児童委員は、地域住民の立場から生活や
福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。

伊藤

園

西川

祐子︵小路・川向︶

英美︵松原・中︶

英治︵和田・浦︶

京子︵西川内︶

新

広報れいほく ２０１９ 12月号

︻各地区委員のご紹介︼

宮﨑

新

新

修︵浜之町・明神山︶

新

田中久美子︵木場・鶴︶

忠輝︵白木尾・内田・年柄︶

悦子︵中尾・志岐山・平山︶

井上

継光︵下向・釜の下・寿康園︶

山﨑

福田

新

新

時尾

昭和︵平木・的場︶

新

忠重︵城下・西原︶

門内

一人︵元袋・尾越・春の迫︶

新

荒木

田口

敬一︵一丁目・二丁目︶

新

新

村田

貞子︵三丁目・四丁目︶

新

吹田サチエ︵釜・中通︶

山口

廣美︵五丁目・新町︶

祥三︵天神木・馬場・紺屋町︶新

林田

清美︵出来町︶

西村

松本

強一︵八区︶
新

蓑田

新

松本美榮子︵萱の木・唐干田・小松︶新

仁人︵古里・上︶

広報れいほく ２０１９ 12月号

山口
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平田惠美子︵浜・狸河内︶

磨いた技を披露しました。

大正琴の演奏を披露した
女性部長の石川みち子さん
（写真左）

新

事な板割りを見せるなど、出場者らは、日頃の武道で

皓子︵本郷・大河内︶

平さん（苓北中２年、白木尾）が、「正拳一撃」の見

松本

小学生中学生全国空手道選手権大会に出場した田中航

平田三千代︵松野・中村・涼松︶

空手の板割りが行われました。今年の８月に第62回

新

らも演武（形）と試合（組み手）が披露され、最後に

圭美︵苓北町全域︶

日頃の修練の成果を発表しました。空手と剣道のどち

富岡

町総合武道場であり、空手や剣道を学ぶ児童・生徒が

新

第33回苓北町少年武道発表大会は11月24日に苓北

恵子︵苓北町全域︶

日頃の修練の成果を披露

長舩

第33回苓北町少年武道発表大会

退任された民生委員・児童委員の皆さん

敬称略・︵ ︶は担当区・新は新任
※
︿民生児童委員﹀

露し、会場は終始皆さんの笑顔があふれていました。

︿主任児童委員﹀

剣道の防具を外す児童ら

苓北町民生委員・児童委員協議会辞令交付式

11月26日、富岡老人クラブ女性部（部長：石川み

あたりの塩分量について学んだ後、それを元にした料

見事な板割りを披露した
田中航平さん

ってもらえるような啓発活動を行います。

応急手当の体験に参加した都呂々小学校の児童

8

｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

苓北風力発電所 建設工事のお知らせ
総務課

第２４期関東ふるさと苓北会総会・懇親会

懐かしいふるさとに思いを寄せて
内 209
☎〇

日本風力エネルギー㈱が計画している風力発電所の準備工事が令和２年より開始される見通しと
なりました。工事は１年半ほどかかり、その間、道路の交通規制などが発生します。詳細が決まり
ましたら随時連絡いたします。地域に受け入れていただける風力発電所を目指し、安全第一で工事
を進めていきます。

町長と山﨑副町長、議会からは山本議員、倉田議員、廣
田議員の５名が参加）。
総会では、他団体との交流についての会務報告、会

その後の懇親会では、苓北町出身者によるカラオケ、
還暦・喜寿のお祝い品の贈呈が行われ、毎年恒例となっ

合同会社NWE−０２インベストメント ※下記会社の完全子会社

た抽選会では、苓北町の特産品が当たるということで大

会社名：日本風力エネルギー株式会社
住 所：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス14階

苓北の思い出話に花が咲き、和やかな雰囲気の中に、故

いに盛り上がりました。会場には久々の再会やふるさと
郷を懐かしむ笑顔があふれていました。

コスモエンジニアリング株式会社

＝関東にお住まいの苓北出身の皆さまへ＝
ふるさと苓北と関東に住む苓北出身者の絆の輪が
今後一層広がっていくよう、世代を問わず積極的に
ご参加ください。
来年もたくさんの参加をお待ちしています。

※現場事務所を１月中旬に開設予定
→天草市本町新休27-10（東向寺地内）☎0969-22-1122

工事スケジュール（準備工事を含む）
種類

2019年度
12月

2020年度

2021年度

農産加工アドバイザー派遣事業

１月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月 ４月～６月

売れる商品の開発を学ぶ

伐採工事・土木工事・風車基礎工事

土木・建設工事

風車輸送組み立て

（上）大仁田淳会長を囲んでの記念写真
（下）各テーブルの様子

れました。

工事会社

電気工事

者など１００名を超える人が集まりました（町からは田嶋

嶋町長から参加者へ苓北町の現状についての報告が行わ

熊本県天草郡苓北町坂瀬川地区周辺（風車３基）

請負者

懇親会が東京都内で開催され、関東圏内から苓北町出身

計・監査報告が行われた後に来賓あいさつが行われ、田

場所

発注者

関東ふるさと苓北会（会長：大仁田淳さん）の総会・

風車ブレードやタワーなどの輸送から組み立て

11月27日、都呂々加工グループ（代表：岡田晴喜さ
ん）の８名は、熊本県農産物加工推進協議会が行う農

営業運転
開
始

産加工アドバイザー派遣事業を利用して農産加工のプ
ロを講師に招き、農産加工品を作るための勉強会を行
いました。場所は旧都呂々中学校の家庭科室を利用し

連系変電所工事
あまい焼き芋に思わずにっこりの児童

自営経路工事

風車の輸送ルート

風車の大きさ

志岐小学校で焼き芋作り体験

あまーい焼き芋に児童が舌鼓
12月４日、志岐小学校１・２年生の児童たちは自
分たちで育てたサツマイモを焼き芋にして食べる「焼

て行われ、講師をつとめた門松俊志さん（オフィス
「Ｋ」）から商品を開発するまでのプロセスや農産加
工についての技術的なアドバイスを受けました。同グ
ループは、地域農産物をいかした新たな加工品の製作
を予定しており、今後、この家庭科室を利用して農産
加工品の開発を展開していきます。

き芋作り体験」を行いました。これは学校の授業の一
環で「おいしい野菜を育てよう」というテーマの元、
自分で育てた野菜を食べる喜びや楽しさを学ぶ事を目
的として行われました。

講師の門松俊志さん

当日は、地域コーディネーターやボランティアの協
力のもと炭火の準備などが行われ、アルミホイルに包
んだサツマイモを炭火にくべると焼き芋の良い香りが

連系変電所

畑一帯に広がりました。熱々の焼き芋を口にした児童
からは「甘くておいしい」という声が聞かれました。

11
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都呂々加工グループの皆さん
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（１月１４日）
都呂々保育園のお友達

「ちゃんぽん」

12

ふ れ あ い 広 場

幸博

■開設日時
■開設場所

︵元県立装飾古墳館長︶

17

16

文／大田

15

15

苓北町子育て支援センター

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎35−1270

コネコネコネで
おいしいパンに
なぁーれ！

今年も残すところ、あとわずかとなりました。
支援センターに遊びに来る赤ちゃんたちの日々の成
長は、目まぐるしく、離乳食を大きな口をあけ、おい
しそうに食べたり、寝返りをし、四つん這いで機嫌良
く遊ぶようになりました。そばで成長を見守れること
をとても幸せに思います。
これから寒さも厳しくなりますが、生活リズムを整
え、栄養・睡眠を十分にとり、風邪に負けず元気に過
ごしましょう。皆さんのご参加待っています。
●ホームページアドレス→http://reihokushakyo.com

ゴが
どんなカ るかな
でき
広報れいほく ２０１９ 12月号
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こ くち

20

93

回︺

南隅︵東虎口に接します︶
重複石垣は︑３期に分けられます︒
︹Ⅲ期︺東虎口５面︵以下︑冠の﹁東
虎口﹂は省略︶と７面は︑打ち込み剥
ぎの高石垣で︑一連の石垣です︒
石材は砂岩︒５面は長さ６・１ｍ︑
さん ぎ つ
南隅石は︑算木積みです︒７面は︑東
虎口の西側肩部で︑そのために見栄え
の良い石垣です︒長さ９ｍ︑高さ２・
２ｍ︒
︹Ⅱ期︺ 面は︑打ち込み剥ぎの高石
垣︒石材は砂岩︒長さ ・５ｍ︒４石
を残す南隅石は︑高さ２・７ｍ︒北端
の積み石は︑岩盤に張り付いていま
わず
す︒埋め殺した 面とは︑僅かに１・
３ｍの幅しかありません︒
︹Ⅰ期︺ 面は︑野面積み石垣です︒
石材は︑茶色の頁岩性砂岩︒前面に
積まれた 面のために︑上部だけの検
出に留まりました︒長さ ・３ｍ︑高
さ１・１ｍ︒先に調査した１面とは︑
一連の石垣と判明しました︒全体の長
さは︑ ・１ｍになります︒
※この個所の複合石垣は︑東側虎口の
改修工事によって生じたと考えていま
す︒この事については︑次号で説明致
します︒

本格的な寒さがやってきまし
た。１月の共通メニューは「ち
ゃんぽん」です。
寒い冬に、野菜たっぷりの温
かいちゃんぽんは、おいしく体
もポカポカに温まりますね。
旬の野菜をたっぷりと使うこ
とができ、一杯で栄養満点です。
これを食べて寒さなんて吹き飛
ばしましょう。

志岐城跡と富岡城跡︹ 第

20

１月の共通メニュー

13

富岡城跡の今昔物語︵７︶
二の丸・西側斜面で検出された重複
石垣は︑東側斜面の東隅と︑南隅から
も検出されました︒
東隅︵出丸に接する箇所︶
東側４面︵以下︑冠の﹁東側﹂は省
略︶の裏側から６面が発見されまし
た︒
は
４面は︑打ち込み剥ぎの高石垣で︑
長さ ・５ｍ︑残存の高さ２・3ｍ︒
石材は砂岩︒破城されており︑復元の
高さ5・3ｍ︒南側は︑３面〜１面へ
延びて石段に接します︒北側は︑破壊
されて︑３石の角隅石垣と下位の岩礫
だけが残ります︒
の づら つ
６面は︑野面積み石垣です︒石材は
けつがんせい さ がん
頁岩性砂岩︒緩傾斜の岩盤に積まれて
おり︑長さ６ｍ︑高さ２・６ｍ︒この
個所だけに限定される残存石垣です︒
これらの状況から︑先の４面は︑ま
ずもって︑６面を覆った災害復旧の石
垣と思われます︒そうでなければ︑６
う
面の積み石が︑もっと埋め殺されてい
る筈です︒一方で︑６面よりも︑１・
５ｍ下位から構築されており︑規模も
かなり大きくなっていますので︑二の
丸の平場を拡大する狙いもあったと思
われます︒

１人分あたり
エネルギー……207㌍
タンパク質……9.2㌘
脂質……………8.7㌘
食塩……………1.2㌘

おしゃれ

なカゴが

完成！！

ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：赤ちゃんの冬の感染症対策で大切なのは、どん
なことですか？
Ａ：次の５つの感染症対策が大切です。
①規則正しい生活…早寝早起きをさせ、睡眠時間を
たっぷり確保してあげることが免疫力アップに繋
がります。
②食事…バランスよく食べさせましょう。
③手洗い、うがい…家族は、帰宅したときはもちろ
ん、食事の前などにもしておくと安心です。また、
感染症は治ったあともしばらく（1〜2週間）オム
ツ交換後の大人の手洗いは特にしっかりと行いま
しょう。
④健康に過ごせる室内環境…エアコンを上手に使い、
冬は温度を20〜23度、湿度は60％前後に保ち、
定期的に換気をしましょう。
⑤予防接種…赤ちゃんだけでなく、家族の予防接種
は必須です。大人なら軽くすむ病気も、赤ちゃん
がかかると命にかかわることもあります。

写真２

東虎口12面の検出状況
（５・７面の裏側から検出）

写真１

東側６面の検出状況
（４面の裏側から検出）

２図

３図

二の丸・東側平面図

写真４

苓北町歴史資料館へ出かけませんか。☎35-0712（休館日は毎週木曜日）

１図

東側４面と東側６面

東虎口５面・７面・12面・15面

二の丸南隅
３列の複合石垣

写真３

石垣複合の様子

石垣複合の様子

東虎口15面の検出状況
（12面の裏側から検出）
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この欄は、
みなさんと一緒につくるページです。楽しい行事やご要望など、
お気軽に広報係へ

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

しろぐみ と きいぐみ のおともだち

坂瀬川保育園

メリークリスマス！！
総務課広報係
内２０７
☎○

みんなが楽しみにしているクリスマスかわいいツリーとクリスマスリースを作りました。
サンタさんに願いが届きますように…メリークリスマス

小学生の作品

『努力向上！明るく元気な富小リーダー』

志岐小学校１年
なが
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いつもクラスのために頑張っ
てくださり大変ありがとうご
ざいます。卒業までよろしく
お願いします。

（男子４人 女子６人 計10人）

先生からクラスへ

何事にも一生懸命取り組む10名。
富小全体の事を考えて学校の信
頼できるリーダーとして動いて
くれて感謝しています。これか
らは中学生への０学期としてが
んばりましょう。

担任：角本 昌紀 先生

作品名

富岡小学校６年生

クラスから先生方へ

﹁クワガタを
つかまえるぞ﹂

学校自慢

明るいあいさつが自慢のクラ
ス。みんなで協力して一つ一
つの行事も楽しく取り組んで
きました。

このえは︑クワガタが
たたかっているところを
そうぞうしてかきました︒
ぼくは︑こん虫がすきで
す︒クワガタのすきなと
ころはあごです︒
くふうしたところは︑
ギザギザのあごをふりま
わして︑たたかっている
ことです︒

クラスの自慢

い

長井

はる

き

春樹 さん
たくさんのお友達と
仲良しの春樹さん

広報れいほく ２０１９ 12月号

14

苓北町で、元気に生き生きと暮らしていらっしゃる
『たっしゃかもん』
を紹介します。

⑨就職、技能を習得などの支度に必要な経費
⑩その他の日常生活上に必要な
経費

社会福祉協議会
だより
心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ
町内

低所得・障がい者・高齢者世帯対象

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に、
資金の貸付と必要な相談支援を行います。経済的自立
及び生活意欲の助長、在宅福祉及び社会参加の促進を
図り、安定した地域生活を送れるよう支援します。

【総合支援資金】
失業など、日常生活全般に困難を抱えており、生活
の立て直しのために生活費と一時的な資金を必要とし、
貸し付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に貸
し付ける資金
①生活支援費…生活再建までの間に必要な生活費用
②住宅入居費…敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶた
めに必要な費用
③一時生活再建費…生活再建に一時的に必要かつ日常
生活費で賄うことのできない費用

【福祉資金】
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、日
常生活を送る上で、自立生活を営むために、一時的に
必要であると見込まれる費用
①生業を営むために必要な経費
②技能習得に必要な経費
③住宅の増改築、補修などに必要な経費
④福祉用具などの購入・福祉サービス利用に必要な
経費
⑤障がい者用自家用車の購入に必要な経費
⑥災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
⑦冠婚葬祭に必要な経費
⑧住居移転等により給排水設備などの設置に必要な
経費

No.224

プラス思考で前向きに。
世の中の役に立ちたいです！

【教育支援資金】
①教育支援費
国公立、私立の高等学校、短期大学、大学又は高等
専門学校に修学するのに必要な費用を無利子で借りる
ことができます。
※所得に制限があります
②就学支度費
高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校への入
学に際し必要な費用（入学のとき
の教材、カバン、制服、靴など）
を無利子で借りることができます。
※所得に制限があります

わた

渡邉
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かず

え

和枝 さん

（昭和１１年１１月７日生まれ）満83歳

尾越区在住

問 好きな食べ物
何でも食べます、甘い物とか。中でもあんこが好きで、饅頭
をよく食べます。食事はタンパク質をとることに気をつけて
います。
苓北町富岡
（尾越区）
で、川本家の４人姉弟
（姉１人・弟
１人・妹１人）
の次女として生まれる。

問 私の趣味（若い頃も含めて）
うしろたてやまれんぽう

やく し だけ

お

ぜ ひうちが

若い頃は大阪周辺の山登りで後立山連峰や薬師岳、尾瀬燧ヶ
岳などに山小屋に泊まりながら登山していたことです。今は
もっぱら、テレビで見て思い出しています。
だけ

【注】対象外の人・世帯
次の６点のいずれかに該当する場合は貸し付けを行
うことができません。
①民生委員児童委員・市町村社協・県社協の支援
や指導を受け入れない人
②自己破産の申立て中や多重債務の人
③母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、県育
英資金などの公的資金をすでに借りている、ま
たは借入資格のある世帯
④現在借入中の償還（返済）が滞っている人や連
帯保証人となっている人
⑤現住所が住民票と同一でない人
⑥生活保護を受給中の人

和枝さんが５歳の時、父が軍人で尉官になったことで和
枝さんも中国・満州に渡る。その後、終戦前年の昭和１９
年までを過ごし苓北に戻った。父はフィリピンで戦死をし
てしまった。
富岡小学校〜富岡中学校〜苓北中学校
（２年生より）
を経
て、熊本県立水産高校の１期生として進学。卒業後は大阪
の看護学校へと進み、３年して看護師となり逓信病院に
（定年まで）
勤めた。
当時は文化活動が盛んで、和枝さんも労演
（労働者演劇
協会）
の職場代表者として参加をしていた。その時に、協
会関係者の紹介で後に夫となる、立夫さんに出会う。立夫
さんは小説書きが趣味で話題も合い、和枝さんが２８歳の
頃に結婚となった。３人の子宝
（息子２人・娘１人）
にも恵
まれ、子育てと仕事にと忙しい日々を過ごす。
（ 今ではお
孫さんが６人）
定年後、故郷の苓北に戻ってきた。
地元でこれからのんびりと過ごしたいと思った矢先、立
夫さんが病に倒れた。療養生活となり一時は回復に向かっ
ていたが、別の病気が見つかりそれが原因にもなり立夫さ
んは帰らぬ人となった。
一時は次男一家と同居したが、今は一人暮らしである。
また、巴会
（尾越・元袋老人会）
の会長を務めている。
「元気な間は世の中の役に立つことをするのが心情で
す。」と話された和枝さん。その姿は、これからもより一
層輝いていくであろう。

問 私の健康法
新聞は裸眼で読め、歯も２８本自分の歯で通院もなく、サプ
リ等も飲んでいません。
お風呂に入っている時や、朝起きる前に布団の中でストレッ
チをすることです。足を回したり、指でグーチョキパーを作
ってみたり、腰を浮かしてみたりします。あと、町の方から
健康作りの体操で月に２回尾越公民館まで来ていただいてい
てそれに参加しています。月１回グラウンドゴルフもしてい
ます。

問 思い出
働きやすい職場作りが患者さんを守ることにもなると、労働
運動一筋でやってきました。結果、出世もせず低年金で、今
は年金組合で年金受給者の暮らしを守る取組みをしています。

問 若い世代へ伝えたいこと
それはやっぱり、開戦（真珠湾攻撃）から７８年目を迎えた今、
若い人にも戦争の苦しみを知識として知ってもらって、戦争
だけはないように。日本ではもちろん、世界でもできるだけ
なくすようにしていってほしいです。

問 町へのメッセージ
本渡に映画を見に行きたかったり、長崎に行くため船に乗る
ときに全く割引制度がありません。高齢者の割引制度を作っ
てほしいです。そして、子供からお年寄りまで楽しく暮らせ
る町づくりをお願いします。
▲薬師岳登山

広報れいほく ２０１９ 12月号

なべ

▲大阪逓信病院にて後輩と
広報れいほく ２０１９ 12月号
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年末年始の交通事故防止運動

︱１１１１

年末年始にかけては︑車の動きが慌
ただしくなるとともに︑飲酒の機会も
増え︑重大な交通事故の発生が心配さ
れます︒また︑帰省に伴い路上駐車が
増え︑通行の妨げによる交通事故や︑
消防車や救急車等の緊急車両の通行の
妨げも懸念されます︒ 月にはスマホ
を使用しながら等の運転いわゆる﹁な
がら運転﹂も厳罰化されました︒
町民一人ひとりが交通安全を心が
け︑交通事故防止に努めましょう︒
▼運動期間
月 日〜
令和２年１月３日
▼重点目標 ①飲酒運転の根絶②高齢
者の交通事故防止③シートベルト・
チャイルドシートの全席着用の徹底
④自転車の安全利用の推進
総務課 担当／福田 郷
☎○
内２０８ ○
町

教職員住宅の一般入居者募集
次の教職員住宅の入居者を募集しま
す︒
▼募集箇所・戸数
▽坂瀬川公舎６号 １戸
▽都呂々公社７号 １戸
▼入居要件
①現に住宅に困窮していることが明
らかな人
②国税及び地方税を滞納していない
人
③入居決定後︑同地に住所を設定で
きる人︵自治区に加入すること︶
④申込者及び同居親族が暴力団員で
ない人
▼入居期間
令和２年２月１日㊏〜３月 日㊌
※ただし︑来年度の教職員人事異動
で教職員が入居を希望しない場合
は継続入居可能です
▼募集期間
月 日㊊〜
令和２年１月 日㊎
※ 月 日から令和２年１月５日ま
でを除きます
▼その他 申し込み方法や提出書類な
どについては︑左記へお問い合わせ
ください︒なお︑申し込み多数の場
合には令和２年１月 日㊌に抽選を
行う予定です︒
教育委員会 担当／柗村
内４０２ ○
町
☎○

︱２１１１

消防出初式を開催します

︱１１１１

令和２年消防出初式を次のとおり開
催します︒日頃から昼夜を問わず消
防・防災活動を行っている消防団の訓
練の成果や︑迫力ある放水競技︑幼年
消防クラブの分列行進など︑ぜひご覧
ください︒なお当日は︑食生活改善推
進員協議会による﹁汁物﹂の無料提供
もあります︒
▼期日 １月５日㊐
▼時間 ︵行進開始︶８時 分〜
︵式の開会︶９時〜
▼場所 農村運動広場
︵雨天時＝苓北町体育センター︶
総務課 担当／福田 郷

企画政策課

書を作成し︑ｅ ︱Ｔａｘで申告するこ
とができます︒令和２年１月から︑給
与所得︵年末調整の給与のほか︑年末
調整未済︑２ヶ所以上にも対応︶のほ
か︑年金収入や副業等の雑所得がある
人など︑スマホ専用画面を利用いただ
ける人の範囲が広がり︑スマホでの申
告が大変便利です︒
▼スマホで申告の方式※①もしくは②
①マイナンバーカード方式︵令和２
年１月 日以降︶
﹁マイナンバーカード﹂と﹁マイ
ナンバー読み取り機能を搭載した
スマホ﹂をお持ちの人は︑マイナ
ンバーカードの電子証明書を読み
取って︑スマホ専用画面からｅ ︱
Ｔａｘで送信できます︒
②ＩＤ・パスワード方式
事前に税務署で職員と対面による
本人確認を行った後に発行される
﹁ＩＤとパスワード﹂があれば︑
スマホ専用画面からｅ ︱Ｔａｘで
送信できます︒
詳しくは︑国税庁のホームページ

スマートフォンで所得税の確定申告

いつでもどこでもスマホで申告

冬季期間中︑役場庁舎内では次のよ
うな取り組みで﹁省エネ﹂を推進して

役場庁舎内﹁省エネ﹂推進中

☎○
内２１１ ○
町
︱０００４

年末年始の次の期間は苓北町巡回バ
スの運転は休止します︒
▼休止期間
月 日㊐〜
令和２年１月３日㊎
担当／伊藤

苓北町巡回バスの年末年始運休

☎○
内２０８ ○
町

40

︵ http://www.nta.go.jp/
︶をご覧いた
だくか天草税務署までお尋ねくださ
い︒なお︑確定申告に係る相談受付は
令和２年２月 日㊊から開始されます
が相談会場は大変混雑しますのでご留
意ください︒
天草税務署 ☎ ︱２５１０

います︒
▼期間 令和２年３月 日まで
▼取り組み ▽暖房は室温が 度以下
の時に使用し︑室温が 度以下とな
るよう設定します▽職員は防寒着の
着用︑膝掛け等を利用し節電に努め
ます︒
総務課 担当／福田 卓
☎○
内２０９ ○
町
︱１１１１

選挙の正しいルールを
知りましょう

︱１１１１

年末年始は何かと贈り物やお祝い事
をする機会の多いシーズンですが︑政
治家が選挙区内の人に︑お金や者を贈
ることは公職選挙法で禁止されていま
す︒また︑有権者が政治家に寄附や贈
り物を求めることも禁止されていま
す︒
次の①から④と⑥によって処罰され
ると︑公民権停止︵選挙への立候補︑
選挙での投票等が禁止されること︶の
対象となります︒
▼寄附禁止のルール
①政治家の寄附の禁止②政治家に対
する寄附の勧誘・要求の禁止③政治
家の関係団体の寄附の禁止④後援団
体の寄附の禁止⑤年賀状等のあいさ
つ状の禁止⑥あいさつを目的とする
有料広告の禁止
苓北町明るい選挙推進協議会
︵総務課内︶ 担当／松浦
☎○
内２０９ ○
町

８３２円

を明らかにするとともに、農山村

の実態を総合的に把握するために、

農林業を営んでいるすべての農家、
林家や法人を対象にした調査です

☎○
内１５０ ○
町

▼調査の対象 農林産物の生産を行う
又は委託を受けて農林業作業を行い︑
生産又は作業に係る面積・頭羽数が
一定規模以上の﹁農林業生産活動﹂
を行う人︵組織の場合は代表者︶を
対象に行います︒
▼調査の時期 令和２年２月１日現在
の状況について︑ 月中旬から令和
２年２月末にかけて調査を行います︒
▼調査の流れ 統計調査員が︑調査対
象のお宅を訪問し︑聞き取りを行い︑
調査対象となる人か否か判定します︒
調査対象となった人には調査票を配
布します︒調査票の受取時に調査員
と回収の日時をお話しください︒後
日調査員が回収に伺います︒
▼その他 統計調査をかたって個人情
報を聞き出そうとする﹁かたり調
査﹂にご注意ください︒統計調査員
は必ず調査員証を携帯しています︒
企画政策課 担当／山口

国の農林業の生産構造、就業構造
︱０００４

12

18

電子部品・デバイス・
電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械器具
製造業

39

特定（産業別）最低賃金には適用範
囲がありますので、詳しくは下記
まで。
熊本労働局労働基準部賃金室
☎０９６−３５５−３２０２
天草労働基準監督署
☎２３−２２６６

35
35
（２）熊本県特定
（産業別）
最低賃金

農林業センサスとは…

７９２円
百貨店、
総合スーパー

８８４円

自動車・同附属品
製造業、船舶製造・
修理業、
船用機関製造業

31

20

時間額
業
産

７９０円
熊本県最低賃金

時間額
名
件

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎
25

18
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（１）熊本県地域別最低賃金

▼学校概要
高機能化、システム化された装備品に対応できる陸上自衛官
を育成する学校
（学校所在地＝神奈川県横須賀市陸上自衛隊武山駐屯地）
▼応募資格
１５歳以上１７歳未満（令和２年４月１日現在）の日本国籍を有
する男子
▼願書受付期間
令和２年１月６日
（月）
まで
▼試験日程
▽一次試験 期日 令和２年１月１８日
（土）
会場 熊本地方合同庁舎Ａ棟（熊本市西区春日）
▽二次試験 期日 令和２年２月１日
（土）
会場 陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市東区東町）
▽合格者の発表 令和２年２月14日
（金）
▼待遇など
▽身 分 特別職国家公務員
（生徒）※自衛官ではありません。
▽手 当 月額１０２，
５００円・期末手当年２回
（６・１２月）
▽その他 宿舎は無料。食事・制服類・寝具は支給または貸与。
▼その他
申込方法などは下記までお尋ねください。
自衛隊天草駐在員事務所 ☎２２―３３４９

12

15

35

掲載希望は総務課広報係へ

10

必ずチェック最低賃金！
『陸上自衛隊高等工科学校生徒』を大募集

12

12
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無料 39-0003（会計） 39-0002（税務/福祉） 39-0000（商工/農水/土木） 39-0001（水道）
電話 39-0004（企画） 39-0005（議会） 35-2111（教育委員会） 35-1233（調理場） 35-1111（総務課）

令和２年度 奨学生を募集します
町では、令和２年度の予約奨学生を募集します。希望
者は、在学校の学校長を経由して、教育委員会へ願書を
提出してください（在学途中でも可）。
なお、各種条件と募集期間は次のとおりです。
▼募集人員
▽高等学校と高等専門学校奨学生……………５人程度
▽大学（短大含む）及び専修学校等奨学生…６人程度
▼資格
▽他の奨学金を受けていない人
▽高校などにあっては中学校の評定平均が３．２以上、

教育委員会

（表１）町が定める国家資格など
職種

対象の国家資格など

法律系

行政書士、司法書士

コンサル系

社会保険労務士

ＩＴ資格／
パソコン系

ＩＴパスポート、基本情報技術者

医療系

医師、歯科医、獣医師、薬剤師、
歯科技工士歯科衛生士

電気系

電気主任技術者、電気工事士、
電気通信主任技術者、
電気工事施工管理技士

大学などあっては高校の評定平均が３．５以上である
こと。

無料 39-0003（会計） 39-0002（税務/福祉） 39-0000（商工/農水/土木） 39-0001（水道）
電話 39-0004（企画） 39-0005（議会） 35-2111（教育委員会） 35-1233（調理場） 35-1111（総務課）

償却資産の申告を忘れずに！

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地、家屋および自動車（自動車税、軽自動車税を支払うも
の）を除く有形の事業のために用いることができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法ま
たは所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
所得税、法人税の確定申告で、これらの資産を減価償却費に計上している場合（個人・法人両方が対象に
なります）
は、必ず償却資産の申告が必要です。

償却済み資産も課税の対象になりますので、令和２年１月３１日
（金）
までに苓北町役場税務住民課

へ申告してください
（申告用紙は役場にあります）。
償却資産とは？
製造や小売、農業などの事業を個人または法人で営んでいる方が所有し、その事業のために用いる
ことができる以下の事業用資産をいいます。
１．構築物（家屋を除く）………門、塀、舗装路面、ネオンなど

調理／衛生／
飲食系

管理栄養士

車両／航空／
船舶系

海技士、自動車整備士、潜水士

▽高等学校と高等専門学校奨学生……１万２千円以内

会計系

公認会計士、税理士

５．工具、器具及び備品…………机、椅子、パソコンなど

▽大学奨学生（短大を含む）
と専修学校等奨学生

介護／福祉系

あん摩マッサージ指圧師、
介護福祉士、介護支援専門員、
看護師、臨床検査技師、
臨床工学技士、
理学療法士、はり師、作業療法士、
保育士、保健師、きゅう師、
救急救命士、助産師、
診療放射線技師、視能訓練士、
精神保健福祉士

６．太陽光発電設備

▽世帯全員の１年間の所得が町で定める基準額以下で
あること。
▼奨学金の月額

（文部科学省が規定する学校）………３万５千円以内
▼返還
▽高等学校奨学生は、同校卒業後１年おいて、借りた
年数の２倍以内の期間内で返還する。
▽高等専門学校奨学生は、同校卒業後借りた年数の２
倍以内の期間内で返還する。
▽専修学校等奨学生・大学奨学生は、同校卒業後借り
た年数の３倍以内の期間内で返還する。

建築／施行系

※奨学金制度は、先輩が返還した奨学金が後輩の奨学
金として活用されています。したがって、貸付終了
後は返還計画どおり返還しなければなりません。
※町が定める国家資格など（表１）を持つ人で、町内

生活関連

理容師、美容師

教育関連

学校図書館司書教諭、
高等学校教諭普通免許状、
養護学校教諭、
中学校教諭普通免許状、
小学校教諭普通免許状

に住んで町内の施設や町内を拠点としてその国家資
格などの業務に従事する人は、奨学金の一部の返還
が免除されます。
▼利息
無利子
▼募集期間

管工事施工管理技士、
土木施工管理技士、建築士
建築施工管理技士

その他

町長が特に必要と認めた国家資
格及び第１次産業に関連する資
格や技能等を取得し、後継者と
してその業務に従事する人

令和２年１月６日
（月）〜１月３１日
（金）
▼留意事項
①町の奨学資金は貸付事業です。卒業後には必ず返還
する義務があります。申込みの際は、家庭の経済事
情や返還時の負担など奨学生と保護者がよく話し合
ったうえで、申し込んでください。
②他の貸付型奨学金との併用はできません。
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教育委員会 担当／川原
内 ４０４ 〇
町 ３５−２１１１
☎〇

税務住民課

２．機械および装置………………モーター、プレス機、冷凍装置など
３．船舶……………………………ボート、釣船など
４．車両及び運搬具………………自転車、リヤカー、キャタピラを有する自動車など

設置者

10kw以上の発電設備

10kw未満の発電設備

個人（住宅用）

屋根などに経済産業省の認定を受け設
置し、売電の事業資産となる発電設備
は課税の対象になります。

課税対象外

個人（事業用）

法

人

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力、全量
売電、余剰売電にかかわらず課税対象になります。

事業の用に供している資産になりますので、発電出力、全量売電、余剰売電
にかかわらず課税対象になります。

（１）納税義務者
賦課期日
（令和２年１月１日）現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。
（２）価格の決定
申告と調査に基づいて資産を把握し、減価償却計算を行い算出した評価額が決定価格になります。
（３）課税標準額
賦課期日現在における償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。
（４）税率
税率は１．４パーセントです。
（５）免税点
課税標準となるべき償却資産の合計額が１５０万円未満の場合は課税されません。

税務住民課

担当／荒木

内 １１１ 〇
町 ３９−０００２
☎〇

広報れいほく ２０１９ 12月号
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1１月受付分

○公的年金等の源泉徴収票が送付されます

大切に保管してください

〈新生活運動の推進〉お返しは廃止し、お礼状を送りましょう

幸せにゴールイン
氏

山﨑

名

区

尊志

名

妻

氏

お悔やみ申し上げます
氏

浜之町
城 下
小 路
西 原

（敬称略）

名

年齢

小川 富子
髙戸 ムツ
錦戸 俊平
有村カヅ子

60歳
87歳
79歳
74歳

善意の寄附

ありがとうございました

●社協寄付（１１月受付分）
小川サヱ子さん
錦戸 智惠さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ1.11.16〜Ｒ1.12.15）
角岡 重豊さん
（千葉県） 澤邉 直枝さん
（千葉県）
城戸口ちゆきさん
（千葉県） 大仁田 淳さん
（埼玉県）
山田 順治さん
（東京都） 川口 春幸さん
（東京都）
山口 徳吉さん
（埼玉県） 田尻 保徳さん
（埼玉県）
（埼玉県） 黒瀬 大造さん
（神奈川県）
西川 一弘さん
長谷川トキ子さん
（千葉県） 雨森 雅子さん
（神奈川県）
山田
強さん
（東京都）
平井 正清さん
（福岡県）
尾﨑
忠さん
（兵庫県）

動き

町の

令和元年11月末現在

７，
１２０人（−１２）※（ ）は前月比
男3,351人（−５） 女3,769人（−７） 世帯数3,160戸（＋２）

カレンダー（主な行事予定）
2020
日

１
月

火

January
水

木

金

土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

１月
４日
５日
20日
26日

26 27 28 29 30 31

１月１日
（水・祝）慈恵病院
２日
（木） 慈恵病院
３日
（金） 慈恵病院
５日
（日） 慈恵病院
12日
（日） 慈恵病院
13日
（月・祝）慈恵病院

（内）☎３７−１１１１
（内）☎３７−１１１１
（整）☎３７−１１１１
（内）☎３７−１１１１
（外）☎３７−１１１１

（午前：内・整・泌・リハ・耳、午後：内・整・泌・リハ・耳・小）☎３７−１１１１
（日） 慈恵病院
19日
（内）☎３７−１１１１
猪口医院
（小）☎３７−０００１
（日） 苓北医師会病院 （内）☎３５−１１３３
26日

※内
（内科）
、整
（整形外科）
、外
（外科）
、泌
（泌尿器科）
、
リハ
（リハビリテーション科）
、耳
（耳鼻いんこう科）
、小
（小児科）
23
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たこ

電線の近くで凧をあげないようにしましょう。
万が一、凧が電線にかかった場合は、大変危険
ですから自分で取ろうとせずに、九州電力（株）
天草配電事業所まで連絡をお願いします。
▼下記のような行為は危険です
電線を竹ざおなどでつつく
九州電力
（株）
天草配電事業所
☎ 0120―986―607

電柱に登る

九州電力公式YouTubeチャンネル

「ほぼ１分でわかる 感電事故にご注意を！」
※動画サイトに繋がります

１月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
９日（木）・23日（木）
苓北町歴史資料館 ☎３５−０７１２
毎週木曜日
温泉プール
☎３５−３３０１
毎週水曜日
富岡ビジターセンター ☎３５−０１７０
毎週水曜日
（令和元年１１月処理分）

苓北町成人式
消防出初め式
上津深江八坂神社「裸まつり」
ニューイヤーコンサート

19 20 21 22 23 24 25

１月休日当番医

たこあげは電線のないところで

▽

区 名

名

ベトナム グェン ティ トゥ リェウ

▽

夫

通

▼

区 名

中

（敬称略）

区 分
弔 慰
見 舞
御 祝
賛 助
接 遇
会 費
みやげ・記念品
その他
計

件数
０件
０件
１件
０件
０件
０件
６件
０件
７件

金

額
0円
0円
5,000円
0円
0円
0円
27,734円
0円
32,734円

町長交際費とは、町
長が円滑な行政運営を
図るために町を代表し
て行う外部との交際に
要する経費です。
クリー
ンな行政運営を目指す
苓北町では、町長交際
費を毎月公表します。

用語解説
・弔 慰 町政関係者に対する香典、供花などに係る経費
・見 舞 町政関係者の病気、災害などの見舞いに係る経費
・御 祝 記念行事、
式典、
祝賀会などに際しての祝いに係る経費
・賛 助 各種大会、新聞などの特別企画などで公益性のあるもの
への賛助
・接 遇 来客、町政関係者との懇談などに係る経費
・会 費 円滑な町政運営に資する会議、会合、研修会への参加に
係る経費
・みやげ・記念品 来客、町政関係者へのみやげ、記念品などに係
る経費
・その他 上記の区分に掲げるもの以外に係る経費

総務課

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

国民年金、厚生年金保険などから支給される一定額以上の老齢年金などは、所得税法上
「雑所得」として、所得税がかかります。
日本年金機構では、所得税が源泉徴収されたか否かにかかわらず、老齢年金などを受け
ている年金受給者全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、１月末までに送付してい
ます。（障害年金・遺族年金は課税対象ではありませんので送付されません）
この源泉徴収票には、１月から１２月までの１年間に支払われた年金の総額、特別徴収さ
れた介護保険料や後期高齢者医療保険料の金額、源泉徴収税額および控除内容が記載され
ています。この書類は確定申告の際に、添付書類として必要ですので大切に保管

してください。
万が一、紛失したり破損したりした場合には、再発行することができます。基礎年金番
号が確認できるものをご用意のうえ、下記まで電話で申請してください。
本渡年金事務所
☎２４−２１１２
ねんきんダイヤル ☎０５７０−０５−１１６５
（0 5 0 から始まる電話でかける場合は☎03- 6700- 1165）

【常用一般分抜粋】11月28日現在

職

求 人 情 報

種

理学療法士［天草慈恵病院］
理学療法士【主任】［天草慈恵病院］
当直係（ナイトフロント）
薬剤師
警備係／天草市地区
店舗運営職・幹部候補（ナショナル社員）
販売・店舗運営職（リージョナル社員）
海藻加工・選別
栄養士（はまゆう療育園）
調理師（はまゆう療育園）
調理員（はまゆう療育園）
看護師（はまゆう療育園）
准看護師（はまゆう療育園）
介護員［生活支援員］
（はまゆう療育園）
土木作業員
看護師（管理職）
（天草慈恵病院）
訪問介護（ホームヘルパー）
臨床工学技士［天草慈恵病院］
介護支援専門員［ケアマネージャー］
（居宅介護支援事業所）
看護補助者（天草慈恵病院）
准看護師（苓北医師会病院）
作業療法士（苓北医師会病院）
看護助手（苓北医師会病院）
看護師（苓北医師会病院）

https://www.hellowork.go.jp

人 数

年 齢

1人
1人
1人
1人
3人
1人
1人
2人
1人
2人
1人
1人
1人
1人
2人
1人
1人
1人

不問
不問
18歳以上
不問
18歳以上
35歳以下
35歳以下
不問
不問
不問
不問
不問
不問
不問
不問
不問
不問
不問

205,000円～213,000円
233,000円～253,000円
137,600円～137,600円
370,000円～370,000円
143,000円～192,500円
189,000円～241,000円
178,000円～230,000円
138,000円～155,250円
158,000円～173,000円
148,000円～161,000円
145,800円～157,800円
195,000円～215,000円
165,000円～180,000円
150,800円～162,800円
184,500円～203,000円
303,000円～313,000円
168,800円～193,800円
185,000円～233,000円

賃

金
（単位：円）

求人番号

4814991
4815491
4801591
4740191
43010-40526791
15070-12518791
15070-12142091
4605391
4572191
4573091
4574391
4417591
4418191
4419091
4452091
4496991
4499891
4500991

1人

不問

194,000円～249,500円

4502791

2人
2人
1人
2人
2人

不問
不問
不問
不問
不問

168,800円～196,200円
153,000円～200,000円
210,000円～250,000円
134,400円～136,000円
180,000円～225,000円

4505591
4543991
4544491
4545791
4546891

広報れいほく ２０１９ 12月号
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