れいほく

広報
る町／いきいき

vol.677
と暮

れいほく（令和２年） ５月号

安

心

し
て住
め

ら

せ

と呼べる町

さと
ふる

／

町
る

い ざ な

ぎ

日︑富岡伊弉那伎神社竣工祭

５千万円以上の協賛金が集まり２月
日には社殿の完成と引き渡しが行われ︑

４月
と併せて︑新型コロナウイルス感染症

あき ひさ

日は︑富岡伊弉那伎神社建

日には境内整備が完了しました︒

４月
当日の
設委員会の委員長を務めた森昭久さん
けん

富 岡 伊 弉 那 伎 神 社︵ 当 時 は 飛 龍 権 現
三宮司のもと竣工祭が執り行われまし

ぞう

︵出来町︶や区長らが参列し︑梅本健

官として赴任した鈴木重成公によって
森さんは﹁百年に一度有るか無いか

た︒

れから︑数回社殿の造営が行われてき
の大事業を成し遂げた喜びを皆さんと

５ 年 ︶に 神 殿 ・ 幣 殿 の 新 築 が 行 わ れ て
と︑梅本宮司は﹁新しくなった富岡神

分かちあいたい﹂とうれしそうに話す

以来となるため︑今回は
い﹂とこれからの期待を語りました︒

社へ多くの人に参拝に来ていただきた

年ぶりの新

ましたが︑直近では大正

年︵ １ ９ ２

現在社地に神殿が建設されました︒そ

宮 ︶は ︑ 寛 永

年︵ １ ６ ４ ２ 年 ︶に ︑ 代

した︒

流行鎮静祈願祭が同神社内で行われま

12

のり と

天草下島最高峰からの絶景と約 4,500 本のツツジたちを来年はみんなで巡りましょう－

■ 発行／苓北町役場 〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
☎0969-35-1111 0969-35-2454
■ 発行日／令和２年５月21日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

２

築となります︒
今回の富岡伊弉那伎神社の建設には

告知端末 の電源は入れておきましょう！

ＣＯＶＥＲ
てん じく

１＿拝殿内に飾られている改築前の旧社殿を描いた絵
（荒木隆保さん作）

2020 May

5

reihoku-kumamoto.jp

26

25
令和２（2020）年５月21日発行［毎月21日発行］

ページを見ることができます。

14
95

【出典：苓北町史】
携帯・スマートフォンでホーム

19

天竺のツツジ

２＿梅本宮司によって祝詞が奏上される
３＿拝殿内は木の温もりが感じられ、香りが心地良い

３

26

告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

１

歴史を紡いだ新たな神社が完成
富岡伊弉那伎神社 竣工祭

苓北町
からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

Climb Mt.Tenjiku

新型コロナウイルス感染症を
防ぐための取り組み

Ｇｏａ
ｌ

当面の間、利用休止

５月31日㊐まで個人利用のみ利用可
※６月１日㊊からは条件付きで利用可
▲▲▲▲▲▲

教 各小中学校グラウンド
□
教 各公民館グラウンド
□
教 農村運動広場
□
教 坂瀬川地区総合グラウンド
□
教 麟泉運動公園
□
教 庭球コート
□

▼申請期限

令和２年８月７日まで

広報れいほく ２０２０ ５月号

丘の上からは360度の
大パノラマ

（天草陶器を材料にした方位盤が設置）

12 たっしゃかもん
№228 田尻

繁子さん（浦）

13 社協だより
14 information 〜お知らせ〜
19 こせきのまど

山頂では約4,500本の
ツツジがお出迎え

（町内の人・会員の人・回数券をもっている人のみ）

季節に応じた出会いが
あります

商 温泉センター
□
（休憩所は閉鎖中）
教 温泉プール
□
福 老人福祉センター
□

ｔ
ｒ
Ｓｔａ

海水浴場･キャンプ施設 の利用
当面の間、閉鎖

途中には真っ直ぐに
伸びた木々のトンネル
登山口から山頂まで約15分
の道のり

商 富岡海水浴場
□
商 白岩崎キャンプ場
□

表紙 新型コロナウイルス感染症の影響で今年の
天竺ツツジ祭りは中止となりましたが、山頂では
多くのツツジがきれいな花を咲かせていました。
来年はみんなで天竺のツツジを巡りましょう。
（撮影＝４月22日、天竺山頂）

天竺登山安全祈願祭

＝条件付き利用の内容（以下①～④の全て）＝
①町民のみ ②20人以内 ③２時間以内の利用
④施設管理者へ利用者名簿の提出
【問い合わせ】
教 → 教育委員会（☎35-2111）
□
内１
商 → 商工観光課（☎〇
□
１５）
内
福 → 福祉保健課（☎〇１
□
０８）

登山者の安全を祈願
４月26日、登山者の安全を祈願する祈願祭が山頂の天

竺神社で行われました。今年は、新型コロナウイルス感
染症の影響で、例年開催されている「天竺ツツジ祭り」

は中止となりましたが、当日は約4,500本のツツジが赤
やピンクに鮮やかに色づき、山頂一面を春の色に染め上
げました。

みの がみ

みどりの会の蓑上政喜会長（松野）は「今年は、山頂

に桜の木や楓の木を植樹しました。今後は四季折々の花

▼添付書類 申請に必要な添付書類（運転免許証な
ど）は役場本庁や各出張所において無料でコピー
を行っています。※土曜、日曜、祝日を除く。
▼給付金の振込 毎週金曜日までの申請受付分を
翌週の木曜日に世帯主の口座へ世帯分をまとめ
て振り込みます。
福祉保健課

3

10 みんなのひろば

当面の間、利用を制限

「１０万円」特別定額給付金のお知らせ
町では、５月７日に１人１０万円を給付する特
別定額給付金の申請書を各世帯主あてに郵送して
います。なお、申請の期限は下記のとおりとなっ
ていますので期限までに申請をお願いします。

08 TOWN TOPICS =まちのわだい=

▲▲

の利用

の利用

03 新型コロナウイルスのに関するお知らせ
07 チームぱくぱく/ひだまり

▲▲▲

▲▲▲▲▲

教 各小中学校体育館
□
教 総合武道館
□
教 体育センター
□
教 都呂々体育館
□
（旧都呂々中学校体育館）
教 坂瀬川体育館
□
（旧坂瀬川中学校体育館）

グラウンド

温泉施設

の利用

02 もくじ／天竺登山安全祈願祭
06 新規採用職員紹介

５月１４日、緊急事態宣言から熊本県を含む３９県は解除されました。また、
それに先立ち、５月１２日、熊本県からの外出自粛要請は解除されましたが、
町民の皆さまは、引き続き感染が確認された地域や県をまたぐ旅行・帰省等の
不要不急の外出は控えていただきますようお願いします。
なお、施設等の利用取扱いを下記のように決定しましたのでお知らせします。

体育施設

広報れいほく５月号のもくじ

天竺に登ってみよう

内１
町３
０７ 〇
９−０００２
☎〇

が咲くようになるので、たくさんの人に山頂に来てもら
いたいです」と話しました。

天竺は、天草下島の最高峰（538.35m）で「全国島山

100選」にも選ばれた明峰であり、山頂からの360度大パ
ノラマでは長崎県の雲仙普賢岳や東シナ海を望むことが
出来ます。また、春は「天竺ツツジ祭り」、秋には「天
竺西遊記登山」が行われ、登山者を楽しませています。

みどりの会の会員ら約20人が祈願祭に参列
広報れいほく ２０２０ ５月号

２

熊本県金融円滑化特別資金の利子を町が補給します

（新型コロナウイルス感染症関連）

新型コロナウイルス感染症の影響により、熊本県金融円滑化特別資金（新型コロナウイルス感染症関連）の
融資を受けた町内の中小企業に対し、町が利子分の補給を行います。

▼対象
苓北町の住所で下記資金の融資を受けた
中小企業者

▼利子補給期間
融資を受けた日から最大５年間

国

▼申請方法
下記へお尋ねください。

▼利子補給額
下記資金で融資を受けた額の利子全額
（１つの中小企業者に対し１件に限る）

商工観光課 担当／宅島
内 １
町 ３９−００００
１５ 〇
☎〇

▼対象となる資金
名称

金融円滑化特別資金
（新型コロナウイルス感染症対策分）

金融円滑化特別資金
（セーフティネット保証４号・５号）

金融円滑化特別資金
（危機関連保証）

内容

直近１ヶ月の売上高が前年同月比で
減少又は今後２ヶ月の売上高が前年
同月比で減少を見込む事業者への運
転資金

直近１ヶ月の売上高が前年同月比で20
％以上減少又は今後２ヶ月の売上高が
前年同月比で20％以上減少を見込む事
業者への運転資金または設備資金

直近１ヶ月の売上高が前年同月比で
15％以上減少又は今後2ヶ月の売上高
が前年同月比で15％以上減少を見込
む事業者への運転資金

融資限度額

（通常枠）8,000万円

（特別枠）8,000万円

（特別枠）8,000万円

１年～10年（据置期間１年以内）

融資期間

上限利率
（固定）

１年～10年（据置期間２年以内）

負担率０％（熊本県が100％補助）

保証料
①３年以内
②５年以内
③７年以内
④７年超え

－
－
－
－

問い合わせ

年1.70％以内
年1.90％以内
年2.00％以内
年2.30％以内
苓北町商工会

①３年以内
②５年以内
③７年以内
④７年超え

－
－
－
－

年1.50％以内
年1.65％以内
年1.80％以内
年2.00％以内

①３年以内
②５年以内
③７年以内
④７年超え

－
－
－
－

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者へ
事業の継続を下支えする給付金や支援金をご紹介します

年1.50％以内
年1.65％以内
年1.80％以内
年2.00％以内

☎３７－１２４４／商工会議所／中小企業団体中央会

※融資限度額は（通常枠）＋（特別枠）＋（特別枠）の最大２億4,000万円です。

持続化給付金

熊本県

事業継続支援金

【主な要件】

【主な要件】

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月

の売上が前年同月比で５０％以上減少している事

の売上が前年同月比で３０％以上５０％未満減少し

業者（その他にも要件あり）

ている事業者（その他にも要件あり）

【給付額】

【給付額】

中小法人等：最大２００万円

中小法人等：最大２０万円

※ただし、昨年１年間の総売上からの減少分を上

※ただし、昨年１年間の総売上からの減少分を上

個人事業者：最大１００万円
限とします。

個人事業者：最大１０万円
限とします。

【売上減少分の計算】

【売上減少分の計算】

前年の総売上（事業収入）―（前年同月比△５０％以

前年の総売上（事業収入）―（前年同月比△３０％以

【申請方法】

【申請方法】

持続化給付金ホームページにて電子申請を行って

申請方法は下記へお尋ねください。

上の売上月×１２カ月）

ください。（https://jizokuka-kyufu.jp）

【その他】
本支援金は、国の
「持続化給付金」の対象とならな

【お問い合わせ】

い中小企業者等（個人事業主を含む。）を対象とす

持続化給付金事業コールセンター

るため、国の
「持続化給付金」と併用できません。

☎０１２０−１１５−５７０
☎０３−６８３１−０６１３（ＩＰ電話専用）
※受付時間８：３０〜１９：００ ５月・６月
（毎日）
７月〜12月
（土曜日を除く）

苓北町

上△５０％未満の売上月×１２カ月）

【お問い合わせ】
熊本県商工政策課

事業継続支援金相談窓口

☎０９６−３３３−２８２８

苓北町事業継続支援金

国の「持続化給付金」または熊本県の「事業
継続支援金」に上乗せされる支援金

【対象者】
国の「持続化給付金」または熊本県の「事業継続支援金」の給付決定を受けた町内の事業者
【給付額】
国の「持続化給付金」または熊本県の「事業継続支援金」の給付額と同額で下記の金額を上限
中小法人等：最大２０万円
個人事業者：最大１０万円
【申請方法】
苓北町事業継続支援金交付申請書と国の「持続化給付金」または熊本県の「事業継続支援金」の申請
書類及び給付通知書の写しを商工観光課または農林水産課へ提出してください。
【お問い合わせ】

5

広報れいほく ２０２０ ５月号

出典：首相官邸ホームページ

商工業者

→

商工観光課

内 １
１５
☎〇

町 ３９−００００
〇

農林漁業者

→

農林水産課

内 １2 0
☎〇

町 ３９−００００
〇

広報れいほく ２０２０ ５月号

４

チームぱくぱく 地域で。家庭で。くらしに食育を。将来を担う子どもたちを 食で育む命の応援団
家族で一緒にクッキング

お絵かきホットケーキ

◆ 作り方

◆ 材料（４枚）
ホットケーキミックス……200g
卵……………………………１個
牛乳…………………………150cc
※絞り袋を準備してください。

童心に返って、
こいのぼり作り！

いし

ますか？
何が見え

暦の上では、立夏を過ぎ日差しの中にも夏の気配が
感じられるようになりました。
コロナウイルスの影響で、お出かけもままならない
日常で、ストレスなどありませんか？
子育て支援センターは、開設しています。気分転換
に遊びに来てみませんか？お茶タイムやママたちとの
おしゃべり、ハンドメイドなど気晴らしになるかもし
れません。
●ホームページアドレス→http://reihokushakyo.com

7

ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：お座りから後ろに転がって頭をぶつかることが
あります。大丈夫ですか？
Ａ：赤ちゃんは頭が大きく重いのでバランスを崩し
て、転びやすいです。
かたい床などに頭をぶつけないようにマットを
敷くなどして安全対策を心がけましょう。もし
頭をぶつけても、いつものように元気があって、
授乳や食事ができれば心配いりません。ぶつけ
た部分がへこんだり、痛がったり出血や嘔吐、
けいれんなどが見られた場合は、診察時間外で

ママのそばで、
おりこうさん

広報れいほく ２０２０ ５月号

税務住民課

ふ れ あ い 広 場

①材料を全て混ぜ合わせて生地を作ります。
②絞り袋に生地を少し入れます。
③冷めているフライパンに油は引かず、好き
な絵を描きます。
④絵を中火で焼きます。焦げてきたら残りの
生地を流し込みます。
（残りの生地を流し込むときは1番小さな
火にします。）
⑤生地を流したら弱火でしっかり焼き、ひっ
くり返して１分ほど焼いて完成。

※①担当、②住まい、③出身、④特技

福祉保健課

苓北町子育て支援センター

志岐保育園のお友達

農林水産課

みなさんは「おうち時間」どう過ごされていますか？
外に出られない日が続くと気持ちが落ち込んでしまい
がちですが、そんな時だがらこそ「おうち時間」を楽し
く、そして親子のコミュニケーションの場としてもらえ
るようにと、今月号から家族で一緒に作りたいメニュー
を載せていきたいと思います。
今回は「お絵かきホットケーキ」です。基本のホット
ケーキですが、ひと工夫するだけで作って楽しい、食べ
て美味しい料理になります。ご家庭ならではのアレンジ
も可能です。ぜひ親子で作ってみてください。

NEW
－新規採用職員紹介－

１人分（1枚）あたり
エネルギー：227kcal
タンパク質：6.7g
脂
質：4.7g
食塩相当量：0.6g

苓北町役場では本年度、３人の職員を新
規採用しました。これから苓北町の未来を
担っていく新しい職員をご紹介します。

あっても至急受診をしましょう。

■開設日時
■開設場所

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎35−1270

まる

だい

ち

その だ

み

き

こ

たか

ど

あつ

や

石 丸 大 智さん（２２）

園田 実綺子さん（２２） 髙 戸 敦 也さん（２４）

①農林水産課（農災・鳥獣害）
②志岐地区（中通）
③長崎県佐世保市
④バスケットボール

①福祉保健課（障がい福祉）
②志岐地区（馬場）
③天草市
④笑顔

①税務住民課（総合窓口）
②志岐地区（城下）
③苓北町
④野球

４月から農林水産課に配属さ
れ、小農災・鳥獣害担当となりま
した。
来庁された町民の方に、顔や名
前を覚えていただき、楽しく、一
生懸命、仕事をしていきたいと思
っております。
まだまだ覚えることはあります
が、日々勉強をしていち早く町民
のみなさまのサポートをしていき
たいです。

４月から福祉保健課に配属とな
りました。障がい福祉の担当をし
ております。
５月に入り、一ヶ月が経ちまし
た。初めてのことばかりで戸惑う
ことも多いですが、毎日１つ１つ
の業務を覚えていくように心がけ
ております。
今以上に苓北町について知り、
１日でも早く仕事を覚え、町民の
方々のお役に立てるように頑張り
ます。よろしくお願いします。

４月から税務住民課に配属とな
りました。
初めてのことが多く戸惑いもあ
りましたが、先輩方の丁寧なご指
導のおかげで少しずつ自分のでき
ることが増え、日々成長を感じて
います。
１日も早く仕事に慣れ、苓北町
のお役に立てるよう努めていきた
いと思います。ご迷惑をかけてし
まうことも多々あると思います
が、どうかご指導ご鞭撻の程よろ
しくお願い致します。
広報れいほく ２０２０ ５月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

数多くのマスクの寄贈
ありがとうございます

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

町内の事業者からマスクの寄贈がありました

４月24日、新型コロナウイルスの感染予防に役立

４月20日、町内で縫製事業を営む有限会社コンセ

ててほしいと、旧坂瀬川公民館跡地で繊維製品の編

プト（代表取締役社長＝黄貴周さん）から自社製の布

立・染色・販売などを行う株式会社シンメイ（社長＝

マスク2,000枚の寄贈を受けました。寄贈いただいた

吉田晃さん）より、和紙を原料として製作されたマス

マスクは、すぐに町内の75歳以上の高齢者に配布さ

ク1,000枚が苓北町へ寄贈されました。

れました。

ファン

田嶋町長は５月８日に事業所を訪れ、お礼を述べる

５月８日には感謝状の伝達が町長室で行われ、感謝

とともに感謝状をマネージャーの菅原和平さんに手渡

状を受け取った黄社長は「１月２月は国外からの輸入

しました。菅原マネージャーは「１日も早くお届けし

もストップし仕事も厳しい状態だったが、それでも寄

坂西力さん（中央右）、濵﨑教育長と各小中学校校長

当日は多くの人が店前に並び
オープンの瞬間を待っていた

たかった。連休前にお渡し出来て良かったです」と話

贈をしたいと思った。お礼の電話や手紙をいただきと

しました。

てもうれしかった」と話しました。

一力杯ゴルフコンペ

アタックスシープル店開店

町内小中学校へ募金を手渡し
ちから

４月20日、ゴルフ大会を主催する坂西力さん（紺

４月16日、生鮮食品や日用雑貨などを販売するシ

屋町）が町内校長会を訪れ、各小中学校長一人ひとり

ープルが約15,000種類の商品をそろえるディスカウ

へチャリティー募金を手渡しました。

ントストア「アタックスシープル店」として同地に新

今年は、新型コロナウイルスの影響により毎年５月
頃に開催しているチャリティーゴルフ大会が出来なか
いち りき

ペ（会場=ザ・マスターズ天草コース）の参加費など

社長や関係者が参列。その後、３月に町へマスクを寄

の一部をチャリティー募金としたもの。

贈いただいたことに対する感謝状の伝達が行われ、田

ほ

よし あき

寄贈元

マスクの種類

枚数

【サージカルマスク】

7,760枚

配布先

株式会社 アタックスマート

4月７日 (火)

読書推進ボランティアグループ
【手作り布マスク】
たんぽぽホール

4月10日 (金)

キューアサ 株式会社

【布マスク】

700枚

4月20日 (月)

有限会社 コンセプト

【布マスク】

2,000枚

75歳以上の高齢者

4月24日 (金)

株式会社 シンメイ

【ニットマスク】

1,000枚

保育園児や基礎疾患等のある人

54枚

病院、介護施設、福祉施設
小学校の新入学児童
小中学校児童・生徒・職員、役場職員

マスクの種類

熊本県

【サージカルマスク】 7,050枚

4月28日 (火)

熊本県厚生農協連合会 【手作り布マスク】

100枚

配布先
保育園児や地域密着型サービス・障害者支援等施設
来庁者（マスク未着用で来庁された人）

※マスクの寄贈・提供数 → 合計18,664枚（5月15日現在）
※苓北町の備蓄マスク数 → 合計 9,766枚（5月15日現在）
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28

日㊍〜６月４日㊍︼

3月24日 (火)

枚数

５月

提供元

す︒
住警器は設置から 年以上経過
したものは︑故障や電池切れの可
能性があるため︑定期的に点検や
取り替えを行いましょう︒
天草広域連合消防本部予防課
☎ ︱３３０５
☎ ︱２２４４

日

23

苓北分署

マスクの提供と配布状況

と伝えました。

︻実施期間

3月19日 (木)

切に使わせていただきます」と感謝を伝えました。

嶋町長は「町内外問わず愛される店になって欲しい」

九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン運動

日

やす ひこ

住宅用火災警報器︵住警器︶
は︑平成 年６月１日から︑すべ
ての住宅に設置が義務付けられて
います︒住警器により火災が小火
︵ぼや︶で発見され︑早めの避難
により被害を最小限で抑えること
が出来ますので︑寝室への設置も
お願いします︒※寝室が２階の場
合は階段の上部にも設置が必要で

マスクの寄贈と配布状況

当日は、お店の開業にあたり商売繁盛や社員安全の
祈願が行われ、株式会社アタックスマートの筒井靖彦

募金を受け取った志岐小学校の瑞穂良顕校長は「大
感謝状を受け取った黄貴周社長（中央）

たにオープンしました。

ったため、２月16日に開催された一力杯ゴルフコン

みず

感謝状を受け取った菅原和平マネージャー（中央左）

多くの人に愛されるお店へ

広報れいほく ２０２０ ５月号

8

み ん な の ひ ろ ば

１歳おめでとう。

－HAPPY BIRTHDAY－

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

ばぁば、いつも
ありがとう。
元気いっぱい遊
びます。
じぃじ、ばぁば
大好き。
これからも沢山
遊んでね。
のぼる

登

せ

お

た

惺大くん

なべ

田邉

おう

き

旺希くん

【坂瀬川】

【富岡】

平成31年１月29日生

平成31年４月１０日生

父・賢大さん

母・絵里香さん

父・亮さん

母・有加里さん
にぃに、ねぇね
が大好きです♥
いっぱい遊んで
ね！

総務課広報係
内２０７
☎○

ざき

宮﨑

あん

り

碧流くん

た

なか

田中

ま

ゆ

麻友ちゃん

【坂瀬川】

【志岐】

令和元年５月７日生

令和元年５月８日生

父・正臣さん

母・望さん

父・眞さん

母・さおりさん

information

６月・７月で満１歳になるお子さんの写真を募集します

▼申込期限
６月１５日㊊まで
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広報れいほく ２０２０ ５月号

▼必要事項
①お子さんの氏名、性別、生年月日 ②父母の氏名
③メッセージ（20文字程度） ④住所 ⑤電話番号
▼掲載予定
広報れいほく７月号
内２
０７
総務課広報係 ☎〇
michida-k@town.reihoku.lg.jp

【作品】
木材を色づけて模様を描き、積木のように並べたり重ねたりして楽しめるこいのぼりを作りま
した。毎年、保育園の屋上にはたくさんのこいのぼりが泳ぎます。目を輝かせて歓喜を上げる
子どもたち、元気に泳ぐこいのぼりに負けないように大きくなぁーれ！

志岐保育園

園児の作品

▼申込方法
鮮明に写っているお子さんの写真１枚
（デジタルデータ可、ＵＳＢ可）に右の
必要事項を添えて持参、郵送、メール
のいずれかの方法でお申し込みくださ
い。
※写真やデータは返却いたしません。

作ったよ

みや

こいのぼりの積み木

じぃじ、ばぁば、
いつも遊んでく
れてありがとう。

さくらぐみのおともだち
広報れいほく ２０２０ ５月号

10

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

令和２年度

事業計画・予算が決定しました
理事会（令和２年３月１９日開催）・評議員会（令和
２年３月２６日開催）において、令和２年度事業計画
及び会計予算が審議され決定しました。主な項目
は、次のとおりです。
※なお、掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。

▲

歳入歳出予算総額 ５１,２１４千円

▲

事業実施計画

１．会務の運営
（１）理事会、評議員会の開催
（２）組織強化と会員増強促進（自主財源の確保：
会費、共同募金など）
（３）関係機関、諸団体との連絡提携
（４）役職員の資質向上促進（研修会など）
（５）諸規程の整備
２．地域福祉活動事業
（１）児童福祉事業（子供会助成、保育所連絡協議
会助成、黄色い帽子贈呈など）
（２）老人福祉事業（ふれあいいきいきサロン、ひ
とり暮らし友愛訪問、シルバーファッション
ショーの開催など）
（３）母子・父子福祉事業（親子ふれあい旅行、天
草郡母子寡婦福祉連合会への協力など）
（４）身体障がい者福祉事業（心身障がい児（者）
保護者会助成）
（５）福祉啓発事業（福祉スポーツ大会、福祉レク
リエーション講座）
（６）調査広報事業（社協だより・子育て支援セン
ター通信発行、ホームページ開設など）
（７）生活福祉厚生事業（福祉機器リサイクル、福
祉金庫貸付、チャイルドシート無料貸出など）
（８）ボランティアセンター事業（ワークキャン
プ、配食ボランティアへ助成など）
（９）社会を明るくする運動（推進委員会、街頭啓
発活動）
（10）心配ごと相談（年６回）、弁護士による無料
法律相談（年２回）
３．受託事業
（１）生活福祉資金貸付事業
13
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（２）地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援
助事業）
（３）生活困窮者自立支援事業
（４）子育て支援センター事業（子育て親子の交流
の場の提供と交流の促進など）
（５）地域包括支援センター事業（介護予防ケアマ
ネジメント、相談支援・生活支援・認知症支
援業務ほか）
４．共同募金配分事業
（１）老人福祉活動（老人クラブ助成、ひとり暮ら
し老人等友愛訪問費）
（２）障がい児・者福祉活動（身体障害者福祉協会
助成）
（３）児童青少年福祉活動（子供会などへの助成）
（４）母子父子活動（母子寡婦福祉連合会運営費助
成）
（５）ボランティア育成活動（ボランティアグルー
プ助成、ワークキャンプ参加援助）
５．民生委員児童委員協議会活動推進
（１）会務の運営及び会計管理
６．共同募金事業
（１）事業推進及び会計管理、災害時支援
７．日本赤十字社事業
（１）事業推進及び会計管理、災害時支援
８．シルバー人材センター事業
（１）シルバー人材センター運営（受給調整、
会員派遣）
（２）会員向け講習会の開催
福祉機器を必要とする人へ

福祉機器リサイクルコーナー
『無料』でお譲りします。

①

②
①ベビーカー…………１台
②電動シニアカー……１台
③ベビー・チャイルドシート
………………………１台

③

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。

輝いています！
No.228

話すことが大好き！
笑うのが元気の源です。
た

じり

しげ

こ

田 尻 繁子 さん

（昭和１０年１１月１７日生まれ）満８４歳

浦区在住

問 好きな食べ物
大阪市東成区で、田尻家３人姉弟（姉１人、弟１人）
の次女として生まれる。幼い頃は、戦争の真っただ中で
あったため、色々な所を転々として移り住んでいたが、
小学生の時に父の故郷の天草に移り住んだ。
そして、中学三年生の時に再び大阪に戻ることとなる。
大阪で中学校を卒業した後は、カッターシャツを作る
会社でシャツのえり作り（のり付け）の仕事をしていた
が、当時の１日の日給は１００円という時代であった。
１年ほど勤めた後は仕事が変わって、冬が（夏用の）
帽子作り、夏が（冬用の）足袋作りという二足のわらじ
をはいた様な会社に勤めていた。
それからしばらくして、たまたま天草に帰ってきた時
に親せきの紹介で後に夫となる安俊さんと一度会ってみ
ないか、という話になって出会う。その後、安俊さんを
紹介してくれた親せきも、繁子さんが大阪へ戻る時に一
緒に付いてきて結婚をすすめられた。繁子さんの父は、
当初反対していて泣いて引き止められもしたが、繁子さ
んは天草に嫁に行くことを決意。（旧姓の）田尻家から
（現姓の）田尻家に飛び込み、昭和３３年３月２３日に結
婚となった。
結婚後は３人の子宝に恵まれ（今ではお孫さんが５人、
ひ孫さんが２人）、仕事と家事に打ち込んだ。安俊さん
が、家業のみかん作りと駄賃取り（馬に坑木を積んで山
から道路まで下ろす仕事）をして、繁子さんは、家業の
みかん作りの手伝いとシームレスで働き定年まで勤め上
げた。
定年後は安俊さんと二人で、主にポンカンと早生温州
みかん作りをした。安俊さんが８３歳で亡くなった後、
寂しさを感じる時もあったが、近所に住む親せきに支え
られていて、現在は１人でも楽しみを見つけて過ごして
いる。
「前んごて体はよう動かんけど、話すのが好きやせんね」
笑いながら話す繁子さんは、生き生きとされていた。

▼申込受付期限
希望する人は、６月９日（火）までに苓北町社会福
祉協議会へ電話等でご連絡ください。希望者多数の
場合は、抽選になります。
抽選は、６月１０日
（水）午前９時から、苓北町新ふ
れあい館で行います。

粉もんが好きで、うどんとかラーメンとか加工してあるとが良
かね。お好み焼きも、一人でおってもキャベツがあればちょこ
ちょこっと作るせん。

問 好みの異性のタイプは
一応言うなら、なんさま背の高っか人でやせとる人が良かね。
昔の話で言えば「太陽の季節」を見て育ったせん、石原裕次郎
が好きやった。

問 私の趣味
朝から新聞を読んだり、本を読むのも好き。特に、サスペンス
と時代劇ものが好きで、テレビでもよう見ます。テレビは、お
もしろかとがあると夜１１時とか遅くまで見てしまうせんね。
昔は、映画館に行って見るとも好きやったと。

問 私の健康法
何てせんとばってん、立ってからイスを支えにして、つま先立
ちの運動を１日５０回ほどするぐらい。あとは、ラジオ体操第
１第２とかかな。

問 思い出
大昔で思い出とも違うとばってん、集団疎開（学童疎開）した
せんな。そん時は朝からお寺で参った後、豆をつぶした物だけ
しか食べれんでお腹をよう空かしとった。１か月に１回だけ、
近所の方の所に連れて行ってもらい、少しだけごちそうを食べ
た事だけせんな。

問 若い世代へ伝えたいこと
私の幼少時代の事で、終戦直後で本当に物がなか時代で大変だ
った事。今と育った環境が、全く違ったことを分かってほしか
な。あれこれしてほしかわけではなかけど、今は恵まれとると
いう事を知ってほしかせんな。

問 町へのメッセージ
志岐が中心だけど、坂瀬川の隅の方にも目を向けてほしかせん
な。ばってん福祉関係の方では、良くしていただいているので
助かっていて、田舎だからこそ良か部分だと思っとります。
▲安俊さんと奈良旅行にて

▲金閣寺をバックに
広報れいほく ２０２０ ５月号
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苓北じゃっと祭りの
中止について

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

商工観光課

☎○
内１１５

来庁者へ検温を行っています

町では役場の来庁者へ検温︵体温の
測定︶を５月 日から実施していま
す︒高熱の場合は入庁をお断りする場
合もありますが︑新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため︑ご理解とご協
力をよろしくお願いします︒
☎○
内２０８
︱０００２

ができます︒
▼要件 次の①と②を満たす納税者・
特別徴収義務者
①新型コロナウイルス感染症の影響に
より︑令和２年２月以降の任意の期
間︵１ヶ月以上︶において︑収入が前
年同期に比べて概ね ％以上減少し
ていること︒
②一時に納税を行うことが困難である
こと︒
▼対象の町税 令和２年２月１日から
令和３年１月 日までに納期限が到
来する町税︒
▼申請手続 税額により申請書類が異
なりますので︑次の確認資料をご準
備のうえ︑役場税務住民課へご相談
ください︒
▼確認資料 ○売上帳○現金出納帳○
給与明細 ○預金通帳等のコピー
▼申請期限 ６月 日または納期限の
いずれか遅い日まで︒原則︑納期限
毎に申請が必要です︒
▼注意事項 この制度はあくまでも１
年間の猶予であり︑減額・免除では
ありませんのでご注意ください︒
税務住民課 担当／伊藤
☎○
内１１0 ○
町

６月の特 設 人 権 相 談 所の
開 設 を 中 止します

総務課

地 方 税の徴 収 猶 予の特 例 制 度

れまでどおり受け付けています︒
▼電話による人権相談
みんなの人権１１０番

︱０００２

☎０５７０ ︱００３ ︱１１０
熊本地方法務局天草支局
☎０９６９ ︱ ︱２４６７
▼メールによる人権相談
インターネット人権相談 検索
税務住民課 担当／田中
内１06 ○
町
☎○

高 齢 運 転 者の安 全 運 転 装 置
設 置 費 用の一部 を 補 助します

郷

▼補助額 ３０︐０００円
※ 設 置 費︵ 税 抜 ︶が ３０︐０ ０ ０ 円 未 満
の場合は︑設置費︵税抜︶が上限額と
なります︒
※補助金の交付回数は︑補助対象者１
人につき１台限りです︒
▼補助金の流れ
①町内の自動車整備工場で自家用車に
安全運転装置が設置できるかを確認
②補助金交付申請書及び添付書類︵見
積書等︶を役場総務課へ提出
③補助金交付決定通知書が届く
④工場で安全運転装置を取り付ける
⑤補助金実績報告書及び添付書類︵領
収書等︶を役場総務課へ提出
⑥補助金の振り込み
▼実施期間︵申請受付期間︶
令和２年６月１日㊊
~令和３年２月 日㊎
※期間中でも予算がなくなり次第︑事
業は終了します︒
総務課 担当／福田

☎○
内２０８

苓北町福祉スポーツ大会の
中止について
令和２年度の苓北町福祉スポーツ大
会は︑新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため︑中止を決定しました︒
関係団体及び町民の皆さまには︑大変
ご迷惑をおかけしますがご理解いただ
きますようお願いします︒
苓北町社会福祉協議会
担当／濵﨑 ☎ ︱1270

14
広報れいほく ２０２０ ５月号
内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□
申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２０ ５月号

15

26

町では妊婦の皆さんへ布マスクを無料配布して
いますので、必要な人はご連絡ください。
※出産予定月まで各月２枚

22

妊婦の皆様へ

35

妊婦健診等で主治医等から指導を受け、事業主
に申し出た場合、事業主はこの指導に基づき、作
業や出勤の制限等の措置を講じる必要があります
（男女雇用機会均等法）。
妊婦の人は、時差通勤やテレワークの活用、休暇
の取得など、ご自身の体調なども踏まえ勤務先と
ご相談ください。

妊婦さんへマスクを無料配布しています

妊婦中の働き方について

妊婦の皆さんの状況に応じ、妊婦健診日の間隔
をあけることもできますので、かかりつけの産婦
人科医等へご相談ください。

福祉保健課（健康増進室）担当／川原
内 １４３ 〇
町 ３９−０００２
☎〇

高齢運転者のアクセルとブレーキの
踏み間違いによる事故の抑止を図るた
め︑町内自動車整備工場で後付けの安
全運転装置を設置する人に対して︑費
用の一部を予算の範囲内で補助します︒
▼補助対象者
次の要件を全て満たす人
□町内に住所のある自動車運転免許を
持つ満 歳以上の人︵年齢は令和３
年３月 日が基準︶
□町税等を滞納していない人
□暴力団員等でない人
□他の自治体で同様の補助金を受けて
いない人
▼対象となる車
次の①と②の条件を満たす車
①申請者自ら使用する自己所有の車
※申請者と車検証に記載された使用者
の氏名が同一であること︒
②町内の自動車整備工場で後付けの安
全運転装置が設置できる車

妊婦健診について

現在お住まいの地域での出産をご考慮いただき
ますようお願いします。居住地域内での分娩施設
の紹介については、かかりつけの産婦人科医へご
相談ください。
※感染予防のため、ご家族の立ち合い出産の自粛
などにご協力いただく場合があります。
妊娠中でも過度な心配はいりません。
現時点では、妊娠後期に感染したとしても、経
過や重症度は妊娠していない人と変わらないとさ
れています。胎児の異常や死産、流産を起こしや
すいという報告もありません。

下記へご連絡ください。

39

分娩について
妊娠中の感染について

▼申請方法
支給には申請書類の提出が必要ですので、事前に
▼支給要件
働くことができなくなった日から起算して３日を
経過した日から、働くことができない期間（就労を
予定していた日）。ただし、その期間において、給与
収入の全部または一部を受けることができる人に対
しては、傷病手当を支給することはできません。↗

▼適用期間
令和２年１月１日から９月30日の間で療養のため
働くことができない期間（入院が継続する場合等は
最長１年６ヶ月まで）。

31 70

掲載希望は総務課広報係へ

▼支給額
（直近の継続した３ヶ月の給与収入の合計額÷就
労日数）×２／３×支給対象となる日数
▼対象者
苓北町国民健康保険加入者で、新型コロナウイル
ス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があ
り感染が疑われた場合に、療養のため会社を休み給
与収入が減少した人。

福祉保健課
（健康増進室）
内 １４２
☎〇

お知らせ

苓北町国民健康保険加入者のうち、被用者（給与
の支払いを受けている人）であって、新型コロナウ
イルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状が
あり感染が疑われた場合で、その療養のために働く
ことができなくなった期間（一定の要件を満たした
場合に限る）において傷病手当金を支給します。

ただし、受けることができる給与収入の額が規定に
より算出される傷病手当金の額よりも少ないときは
その額を支給します。

新型コロナウイルス感染症が拡大し
ている状況を受け︑６月の特設人権相
談所の開設を中止します︒なお︑電話
又はメールによる相談については︑こ

国保

新型コロナウイルス感染症に感染した人へ
傷病手当金を支給します

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により︑町税を一時に納付すること
が困難となった場合に︑申請により無
担保で１年間徴収の猶予を受けること

新型コロナウイルス感染症対策

20

39

INFORMATION
11

31

30

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

令和２年度の苓北じゃっと祭は︑新
型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため︑中止することを決定しました︒

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

国勢調査の統計調査員を募集します
―開始から100年をむかえる国勢調査が今年行われます―
▼募集人数

▼応募条件

６０人程度

▼募集締切
６月３０日㊋まで

▼申込方法

役場企画政策課に備え付け、またはホーム
ページからダウンロードした「調査員登録申込
書」に必要事項を記入し押印のうえ同課まで提
出してください。※申込書は６月３０日㊋まで
に必着

▼任期

令和２年８月27日㊍～令和２年10月26日㊊

▼報酬

担当する調査区数と世帯数で変動します。
【参考】前回実績…１調査区→約３８，
６００円
２調査区→約７２，
７００円

①苓北町内在住であること②令和２年８月
27日現在で20歳以上の者で秘密を守り責任
をもって調査事務を遂行できること③統計
法等の関係法令を遵守すること④選挙・警
察に直接関係のない者であること⑤暴力団
員その他の反社会的勢力に該当しない者で
あること

▼業務内容（予定スケジュール）

·調査員説明会（9月上旬）
·担当地域の全世帯へ調査書類を配布（９
月下旬）
·配布した調査票の回収など（１０月上旬）
企画政策課 担当／山口
内２
町３
１３ 〇
９−０００４
☎〇

￥

家をリフォームや解体する時の
補助金をお知らせします

補助金

企画政策課

町民の住環境の向上及び町内経済の活性化を図

ることを目的として「住宅リフォーム等支援事業
補助金」を交付します。ただし、交付総額は町予
算の範囲内とします。

▼補助対象者

水難事故防止の監視、緊急時の応急処置と連
絡、施設及び周辺の維持管理等、海水浴場内
（ビーチ、シャワー室、トイレ、駐車場と周辺）
の清掃と除草、海水浴場内の秩序保持

▼期間・時間

令和２年７月３日㊎～令和２年８月23日㊐
午前８時45分から午後５時15分まで
▼報酬 ７，０６９円／日
▼通勤手当 自宅から海水浴場までの片道距
離に応じて支給（２㎞以上より）
▼募集人員 ４人
※１日２人もしくは３人の交代制

▼応募条件

天草管内に住所を有する人で20歳以上からお
おむね60歳程度までの健康で泳ぎの得意な人。
ただし、60歳以上は特に健康な人。
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広報れいほく ２０２０ ５月号

６月５日㊎まで
※郵送は当日の消印まで有効

▼申込方法

役場商工観光課備え付けまたは町のホームペー
ジからダウンロードした申込書に必要事項を記入
し、履歴書１通（写真貼付）を添えて持参または
郵送してください。
▽申込先 苓北町役場商工観光課
（〒863-2503 苓北町志岐660番地）

▼その他

次の①～③を満たす人

①町内に住所を有する人で、住居の増改築や補

修などのリフォーム、また、廃屋の解体を予
定している人（廃屋の解体については住所要
件を要しない）

②実施するリフォーム等の工事について、町内

等契約希望者登録事業者）と契約する人

③世帯の合計所得「令和２年度（令和元年分）」
が
５００万円以下の人

▽応募された人の面接を行い、採用者には後日通
知します▽採用者は中央消防署苓北分署で普通救
命講習を受講してもらいます▽新型コロナウイ

前に着工された場合は対象となりませんので
注意をお願いします。なお、補助金の交付決
定は７月上旬を予定しています。

床材、壁材及び天井材の張り替え等の内装工事

修工事○配線、スイッチ、コンセント設置等の
電気設備工事○対象工事に関連して行う解体工
事○廃屋の解体、撤去及び処分を行う工事○そ
の他町長が適当と認める工事

▼補助対象とならない工事
○新築工事○他の補助金の交付を受ける工事○

外構工事（建物本体以外の外部廻りの工事）
○車

庫、物置、倉庫の工事○太陽光発電パネルの設
置○シロアリ駆除等の薬剤散布や塗布○住宅に
附属させる移動、取り外し可能な機器又は製品

▼補助金交付の決定
受付期間終了後、補助対象者を決定します。な

お、交付申請額の合計が町予算を超える場合は抽
選を行います。

▼補助金の額
補助対象工事（対象工事費１０万円以上）の額の

１／１０に相当する額とし、１０万円（千円未満切

り捨て）を限度とします。

▼提出書類
補助金交付申請書及び添付書類（見積書・図

面・施行前写真・家屋登記簿謄本または名寄帳・
世帯全員分の所得課税証明書）

▼受付期間
６月１日㊊〜19日㊎

○屋根のふき替え、防水、塗装等の外装工事○

の畳工事○浴室、台所、トイレ等の水回りの改

※着工は補助金交付決定後とします。交付決定

▼募集締切

▼補助対象となる工事

ッシ）等の建具工事○畳の入れ替え、表替え等

申請書提出事業者、または苓北町小規模工事

▼内容

内２
町３
☎〇
１２ 〇
９−０００４

○ドアの取替え、襖・障子の張り替え、窓（サ

施工業者（苓北町競争契約入札参加資格審査

富岡海水浴場の監視員を募集します

担当／浦田

※閉庁時を除きます。

※提出書類の様式は役場企画政策課に備えてい
ます。また、町ホームページからもダウンロ
ード可能です。

ルスの影響により海水浴場を開設せず、雇用
しない場合もあります
商工観光課 担当／稲尾
内１
町３
１４ 〇
９−０００0
☎〇

広報れいほく ２０２０ ５月号
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こせきの窓

４月受付分

〈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
（敬称略）

区 名

氏

春の迫

田口

名

保

悠真（ゆうま）

護

者

裕介・真理子

幸せにゴールイン
区 名

夫

四丁目
上

倉田
山口

氏

（敬称略）

名

区 名

妻

拓弥
博之

狸河内
出来町

岩田
田中

氏

お悔やみ申し上げます
区 名

下

向

小

松

釜
浜

和 田
四丁目

氏

名

春香
美加
（敬称略）

名

年齢

堂ノ下武男
髙戸 弘二
松本キヨカ
平田 満男
猪口ヤエノ
白石 一志

97歳
78歳
95歳
86歳
95歳
69歳

善意の寄附

ありがとうございました

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ2.4.16〜Ｒ2.5.15）
廣田 敬治さん
（千葉県） 濵﨑 志麻さん
（神奈川県）

動き

天草・苓北ふるさとづくり寄附金
（ふるさと納税）の状況公表
ふるさと納税制度により、平成31年度（令和元
年度）に下記のとおり寄附をいただきました。
誠にありがとうございました。
今後とも苓北町の発展に向けて、応援をよろし
くお願いします。
寄附の使い道

1 安心・安全・快適なまちづくり事業

令和２年４月末現在

７，
０４０人（−２） ※（ ）は前月比

金額（件数）

1,735,000円（73件）

2 地場産業の育成振興事業

755,000円（32件）

3 ふるさと自然環境保護・保全事業

661,000円（39件）

4 ふるさとの歴史・伝統文化継承事業

325,000円（22件）

5 その他（寄附者提案等で町長が特に必要と認める事業）

860,000円（59件）

６月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
４日（木）・１８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２年４月処理分）

2020
日

６
月

火

June
水

木

金

土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

６月
９日 議会定例会（〜１１日）
※予定

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

※行事は新型コロナウィルスの
動向により変更になる場合が
あります

６月７日
（日）

慈恵病院

（内）☎37−1111

14日
（日）

慈恵病院

（外）☎37−1111

21日
（日）

慈恵病院

（内）☎37−1111

28日
（日）

苓北医師会病院

（内）☎35−1133

※内
（内科）
、外
（外科）
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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
２件
０件
０件
０件
０件
０件
１件
０件
３件

金 額
26,500円
0円
0円
0円
0円
0円
8,300円
0円
34,800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

６月休日当番医

国民年金保険料免除の申請ができます
簡易な所得見込額の手続により、
申請が可能となりました。
手続の方法や申請書等は、日本年金機構
ホームページに掲載しております。
https://www.nenkin.go.jp/

・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 ○

日本年金機構

検 索

郵送による申請をご利用ください
ご相談は「ねんきん加入者ダイヤル」へ ☎０５７０－００３－００４
０５０から始まる電話でおかけになる場合は（東京）０３－６６３０－２５２５
ねんきん加入者ダイヤルの相談受付時間 ８：３０～１９：００（月～金曜日）
９：３０～１６：００（第２土曜日）
または、役場国民年金係・本渡年金事務所にお問合せください。
税務住民課

【常用一般分抜粋】４月27日現在

職

男3,312人（±０） 女3,728人（−２） 世帯数3,149戸（＋２）

カレンダー（主な行事予定）

新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少している方へ

4,336,000円（225件）

計

●社協寄付（４月受付分）
吉村
勉さん 髙戸 廣子さん
松本 貴憲さん 平田ワカエさん

町の

平成31年度
（令和元年度）

担当／野田

☎35−1111

内１０６
○

本渡年金事務所

求 人 情 報

種

土木作業員
土木技術員
惣菜業務（パック、品出し）：管理者候補
土木作業員・配管工
社会福祉主事（天草慈恵病院）
社会福祉士（天草慈恵病院）
病院事務・管理職候補［天草慈恵病院］
経理課長職［天草慈恵病院］
土木技術者
土木作業員
土木施工管理（現場監督）
配管工
とび工
製缶工
社会福祉士（はまゆう療育園）
介護福祉士（はまゆう療育園）
准看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
介護福祉士（梧葉苑）
介護職（生活支援員）（梧葉苑）
配管工
調理員（苓北医師会病院）
管理栄養士（天草慈恵病院）
事務・管理職候補（経営企画）
［天草慈恵病院］
診療情報管理士［天草慈恵病院］
生活支援員（介護職）／正社員

人数

年 齢

不問
3人
不問
1人
1人
不問
不問
2人
1人
不問
不問
1人
不問
1人
1人
不問
1 人 59歳以下
1人
不問
不問
1人
2 人 18歳〜59歳
2 人 18歳〜59歳
2 人 18歳〜59歳
1人
不問
不問
1人
不問
1人
不問
1人
不問
1人
5人
不問
不問
1人
不問
2人
不問
1人
不問
1人
2 人 64歳以下

☎24−2112

https://www.hellowork.go.jp

賃

金
（単位：円）

195,500円～230,000円
250,000円～320,000円
250,000円～250,000円
172,500円～230,000円
185,200円～212,200円
201,000円～249,500円
204,200円～260,200円
236,800円～300,800円
250,000円～300,000円
150,000円～200,000円
190,000円～280,000円
200,000円～270,000円
200,000円～270,000円
200,000円～270,000円
176,000円～191,000円
160,200円～173,200円
165,000円～180,000円
160,200円～173,200円
150,800円～162,800円
275,000円～375,000円
134,400円～140,000円
225,000円～263,000円
226,800円～280,800円
187,000円～200,200円
140,000円～209,900円

求人番号

420204202042020-

38040-

1549801
1550301
1530701
1537901
1543301
1544601
1546101
1547401
1513401
1438001
1439301
4266001
4268601
4269901
1355801
1357501
1358001
1359301
1360101
1386601
1272601
1286201
1287501
1288001
1313201

広報れいほく ２０２０ ５月号
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