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緋扇貝の出荷が最盛期

町の特産品「緋扇貝」の出荷が１２月に最盛期を迎え
ます。今年も身は大きく育ち、優しい甘みが特徴です。
貝が詰められた梱包ケースは、さながら宝石箱のよう
です。

れいほく（令和２年）12月号
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Special

Photo

Report

目標にまた一歩

～エボルピア苓北～

11月14日に開幕した第44回全日本U-12

サッカー選手権大会熊本県大会に出場し
たエボルピア苓北は、各地区の予選を突

破した総勢64チームのトーナメント戦を
勝ち上がり、３位に入賞しました。

全国大会までつながる本大会は、少年

サッカーの集大成といわれるほど重要な
大会で、エボルピア苓北は初戦からチー
ム一人ひとりが躍動。２回戦以降も目標
の『熊本県トップチーム』を目指して快
進撃を続け、４回戦では優勝候補のロア

告知端末 の電源は入れておきましょう！

告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

ッソ熊本ジュニアにＰＫ戦のすえ勝利。

準決勝でＦＣ Antsに敗れたものの、創設
５年で初めてのベスト４に入りました。
しゅんすけ

キャプテンの田尻旬介さん（＝川向）は
「九州大会では悲願の優勝を果たせるよ
うに頑張りたい」と次を見据えた言葉を
語りました。

【試合結果】
１回戦

○２－１

あさぎりFC

２回戦

○３－０

FC VIVO

３回戦

○３－０

姫戸FCjr

４回戦

○０－０ ロアッソ熊本ジュニア

■ 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12月21日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

（PK３－２）
準決勝

●０－３

FC Ants

※「エボルピア苓北」は３位入賞のため、
12月に開催の九州大会に出場します。

＝INSTAGRAM＝
はじめました

公式インスタグラム

あなたのお気に入りの苓北町の
写真を
「#jyatto_reihoku」をつけ
て投稿してください。
QRコードから簡単に
アカウントを見られます。

マイナンバーカード
申請は役場窓口へ

手続き

簡単！
！
税務住民課
☎３５－１１１５

※カードのお渡しは後日になります

｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
苓北の海で育った黒潮香る特産品
ひ

❶

おうぎ がい

緋扇貝の出荷が最盛期
苓北町の特産品
「緋扇貝」
の出荷が、１２月に
最盛期を迎えます。赤や紫など鮮やかな貝殻が
特徴の緋扇貝は、富岡湾近くで約１年半育てら
れ直径９cmほどに成長。今年は令和２年７月
豪雨の影響で、出荷量は例年の２割ほど少ない
カードの申請から写真撮影を含めて５分ほどで完了

特設ブースで販売を行ったマリン校舎の生徒たち

職場などに職員が出向いてカードの申請を受け付け

Ｓｅａ級グルメスタジアムin熊本

12月２日と４日、役場職員が職場に出向いてマイナ
ンバーカードの申請手続きを行う
「出張申請」
が、苓北町
農業協同組合の職員を対象に行われました。当日は、農
協の会議室を利用してカードの申請や写真撮影、受け取
り時の説明が行われ、一人５分ほどで申請が完了。役場
では、平日に役場に出向くことが出来ない職場や団体等

12月５日、天草拓心高等学校マリン校舎の生徒と富
岡小学校の児童がイオン天草店で、牛深産の新鮮なキビ
かいほう
ナゴを使ったオリジナル商品
「海宝のアヒージョ」
の販売
体験を行いました。この商品は、９月に富岡小学校で開
催されたSea級グルメスタジアムin熊本というイベント
を通じて開発された缶詰で、ラベルのデザインは児童と
共同で製作されました。天草の魅力がたっぷりつまった
缶詰は、販売開始から数十分ほどで用意していた40缶
が完売。特設ブースでは、海宝アヒージョ以外にも全国
各地で開発された商品も並び、多くの買い物客で賑わい
ました。

簡単申請！マイナンバーカード

を対象とした
「出張申請」
のほかにも、来年１月からは日
曜日にも窓口を開設し、マイナンバーカードの普及を行
っていきます。
※マイナンバーカードの詳しい申請方法などは、本紙の
４ページと５ページをご覧ください。

美味しい缶詰が出来ました

ものの、身は例年どおり大きく育ち、浜焼きや
フライで食べると貝自体が持つ塩味が、より一
層甘みを引き立てます。

❷

今年は新型コロナウイルスによる影響で航空

❸

便が減便。新鮮さがウリのため、東北や北陸方
面への発送はやむなく中止となりました。
「今年は自宅で食べる機会が多くなるので、
浜焼きや鍋などで楽しんでほしい」と 巣ごも
つよし

り消費 に期待をよせる生産者の福島剛さん
（福
島水産
（株）
）
。年末年始の贈答品としても人気
が高い緋扇貝ですが、今年は自宅でも苓北町の
❶緋扇貝本来のうまみを味わえる浜焼き➋今年は年末年
始の贈答品とあわせて自宅用にもいかがですか➌色合い
のバランスをみて貝を箱詰めします

旬を味わってみてはいかがですか。

❷

表彰状を受け取る受賞者の丸井律子さん
（＝松野）

大きい焼き芋を口いっぱいほおばる児童

国民健康保険優良家庭表彰

志岐小学校児童が焼き芋作り体験

国民健康保険優良家庭表彰式が11月24日、苓北町役
場本庁で行われました。この賞は毎年、１年間病院など
にかからず健康な生活を送られた国民健康保険の世帯を
表彰しています（今年は６世帯が対象）。
田嶋町長は、国保財政の健全化に寄与したことに対し
謝辞を伝えるとともに「健康は時として急変します。そ
んな時は無理をなさらず病院を受診していただき、さら

12月３日、志岐小学校の１年生と２年生の47人は、
学校農園で育てたサツマイモを焼き芋にして食べる「焼
き芋作り体験」を行いました。これは農作物を育てて食
べるまでの過程を学ぶことと、食の大切さを伝えること
を目的として毎年行われています。今年は６月に苗の植
え付けをし、11月に芋を収穫。貯蔵して甘みを増した
芋を炭火にくべると甘い香りが畑一帯に広がりました。
こがねいろ
焼き上がった芋を割ると中身は見事な黄金色に―。焼
き芋食べた児童たちからは「自分で育てたお芋は甘くて
おいしい」という声が聞かれました。

健康は１日して成らず

に健康な体づくりに邁進してください」と受賞者一人ひ
とりに表彰状と記念品を手渡しました。

3
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焼き芋で 食の大切さ を学ぶ

❶スマートカレ
ッジ講座の受講
生➋操作方法が
分からない時は
互いに教え合い
ます➌LINEを
利用して安否メ
ッセージを送信

スマートカレッジ講座

❶

❸

ＬＩＮＥを使って災害時のネットワーク作り

11月25日、スマートフォンの操作を学ぶ「スマートカレッジ講座」が坂瀬川公民館で開催されました。今
せい じ

年の７月７日に始まってから８回目となった当日は、山口誠治さん（＝幸せラボ）が講師を務め、高い確率
で発生するとされる南海トラフ地震の資料映像や過去には上天草市にも30ｍ級の津波が来たことを紹介。受
講生たちは、天草でも地震や津波が遠い存在でないことを知り、地震をきっかけに誕生したLINEアプリを利
用して、避難所までの経路を確認する方法や安否メッセージの送信方法などを学びました。山口さんは
「LINEの操作とともに、地域でも互いに命を守り合うネットワークづくりを行ってほしい」と話しました。
広報れいほく ２０２０ 12月号

2

役場では次のとおり申請サポートを行っています
準備するもの

次のものをご用意いただくと手続が簡単に行えます。

通知カード
本人確認書類（運転免許証や健康保険証等）
住民基本台帳カード（お持ちの場合）
印鑑（認め印）

今後、令和４年度末までにマイナンバーカードをほぼ全国
民に普及させるんだって
”デジタル社会のパスポート”だってさ
太郎

サポート１

お出かけついでに作れるマイナンバーカード

パパ
そうね、来年３月からは健康保険証として利用できるみた
いだし。最近は行政手続のはんこ廃止も話題ね！
自治体や行政のデジタル化が進むとマイナンバーカードは
欠かせなくなるみたいよね

役場に行ったら一緒に、マイナンバーカード

役場本庁に用事がある時に、一緒にマインバーカードを作りましょう。窓口で簡単な手
続をすると、３〜４週間後にご自宅に交付通知が届きます。

サポート２

日曜日に窓口を開設！ご家族でご利用ください

平日昼間に役場に行く時間がない方やご家族での申請や受け取りがしやすいように、下
記のとおりマイナンバーカードの休日窓口を開設します。
◆開設日 令和３年１月２４日
２月１４日・２８日
３月１４日・２８日
◆時 間 ９時〜１２時
◆場 所 苓北町役場税務住民課

サポート３

スマホやパソコンで申請できるのは便利だと思うけど･･･
マイナンバーカードの手続きは役場でせなんとやろ？
平日は仕事だから無理だよ
パパ
この前、役場の友達が「手続き簡単だからぜひ作ってよ。
日曜日受付も始めるから。それに今作るとマイナポイント
でお買い物もお得になるよ」と言ってたわ
ねえ、今度、子どもたちも連れて作りに行ってみない
ママ

職場や団体等への出張申請もご利用できます

町職員が町内の企業や地域団体等に出張して、一括でマイナンバーカードの申請※を受
け付ける出張申請も行ってます。申請から受取までを役場へ出向くことなくできますの
で大変便利です。（※苓北町民のみを対象とします）

持っていると便利マイナンバーカード
お子さんの独り立ちの頼もしい存在！
運転免許証を持っていなくてもこれ１枚でＯＫ
お財布に入れられる身分証明書
①就職先やバイト先でのマイナンバーの
提示と身元確認
②銀行口座を開設するとき
③携帯電話の契約や会員証作成のとき
④健康保険証として利用（令和３年３月
からの予定）
税務住民課
5

ママ

☎３５−１１１５（直通）

広報れいほく ２０２０ 12月号

中高年世代のあなたへ
運転免許証やパスポートがなく本人確認
に苦労したことはありませんか？
マイナンバーカード自体に税や年金など
の個人情報はなく持ち歩いても大丈夫！
気軽に財布に入れておけるので便利です

①各種手続きで本人確認を求められたとき
②年金手続や税金の確定申告のとき
③健康保険証として利用でき、高額療養
費の書類も不要に（令和３年３月から
の予定）

日曜日なら仕事休みやっけんよかね
今度、家族で出かけるついでに役場に寄ってみようか
パパ
うん、マイナポイント気になってたのよね～
詳しい説明もしてくれるみたいだし
ママ

おしらせ
マイナンバーカード未取得者に対して、令和２年12月から
令和３年３月までの間、順次、交付申請書が送付されま
す。役場では左記のとおり申請サポートを行っていますの
で、ご家族や職場単位などで申請ください。

広報れいほく ２０２０ 12月号
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今年は新型コロナウイルス
への感染を心配して︑特定健
診の受診を控えていません
か︒
しかし︑万が一新型コロナ
ウイルスに感染した場合︑糖
尿病や心疾患などの基礎疾患
があると重症化しやすいと言
われています︒健診を受け
て︑健康状態を確かめておく
ことは︑命を守るためにも重
要なことです︒

健診はコロナ禍でも重要
今年度の町の特定健診受診
率は︑ 月末時点で ・５％
となっており︑昨年度の同時
期より１５０名程少ない状況
です︒
新型コロナウイルスの影響
で例年６月に実施していた集
団健診を中止しましたので︑
今年度は各健診機関で受診す
ることをお勧めしています︒
健診機関では︑換気や消毒な
ど十分な感染予防対策をとっ
ていますので安心して受診し
ましょう︒

今年は健診機関で受診を

町の受診率は最下位
令和元年度の町における国
民健康保険の特定健診受診率
は︑地区ごとに受診率の差が
見られ︑全体で ・６％とい
う結果でした︒同じ年度で小
国町や西原村などの同規模市
町村︵県内にある人口５千人
～１万人の町村︶の平均は
・４％となっており︑町は
平均と比べ約 ㌽ほど低く︑
受診率は同町村の中でも最下
位という結果でした︒

３人に２人が基準値を超える項目がありました

10

自分の健康状態を確認しよう
若い世代の人は自分の健康を後回しにしがちです︒
この機会に自分の健康状態を確認しましょう︒

﹃生活習慣病予防健診﹄
こつ そ しょうしょう

骨粗鬆症検診

時

﹃骨粗鬆症検診﹄を実施します
期日 令和３年１月 日㊍
時間 午前９時～
受付：午前９時～
※
場所 苓北町役場大会議室

生活習慣病予防健診

歳以下の女性
➋費用

５００円
➌内容 超音波によるかか
と部分の骨密度測定

❶対象
❶対象 日頃︑健診を受け
る機会のない 歳～ 歳の
人
主婦や農業・漁業に従事
※
している人など
➋費用 ２︐
０００円

健康増進室

担当／永野

☎

３
―３３０

／☎３５－１１３３

㊊～㊎の午前中
苓北医師会病院

健診日

受診する場合は事前予約が必要ですので︑希望者は令
和３年１月 日㊊までに担当へ電話などでお申し込み
ください︒

➌内容 身体測定／尿検査
／心電図検査／内科診察／
血液検査︵貧血︑肝・腎機
能︑脂質︑糖代謝︶

10

早期に発見するきっかけとな
ります︒

／☎３５－１１１９

㊊～㊎の午前中

苓北クリニック

● 国民健康保険証
● 健診機関から送付された質問票
● ５００円

70

※特定健診は通常10,000円程度費用がかかりますが、
町の補助により500円で受診することが出来ます。

㊊～㊎の午前中
（健診センター）／☎３７－１７３０ ※㊏は要相談

必要なもの

天草慈恵病院

／☎３７－０００１

㊊～㊎の午前中
猪口医院
❷必要なものを持って受診日に健診を受けます。

35

日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病予防の
ために、40歳から74歳までの人を対象に、メタボリ
ックシンドロームに着目した健診（引用：厚生労働省ＨＰ）

高血圧や高血糖︑脂質異常
が続くと動脈硬化が進み︑命
に関わる病気︵心筋梗塞︑脳
梗塞︑腎不全など︶につなが
ります︒特に︑高血圧︑糖尿
病︑脂質異常症などの生活習
慣病は︑痛みなどの自覚症状
がほとんどないため︑症状が
出たときには深刻な状態にな
っていることも少なくありま
せん︒また︑特定健診を受け
た人の中でも３人に２人は基
準値を超える項目があり︑健
康に自信がある人も︑毎年健
診を受けることで体の異常を

o 特定健診の受け方
21

What? 特定健診とは

通院中でも２人に１人が特定健診を受けています

HowT
39

ＧｏＴｏ「けんしん」
定期的に病院などに通って
いる人でも２人に１人は特定
健診を受けています︒
特定健診は︑治療中の病気
だけに注目した検査と違っ
て︑メタボリックシンドロー
ムの観点で全身の状態をみて
いきます︒早期に病気の芽を
摘んで重い病気にかかるリス
クを下げるためにも︑治療中
でも健診は受けるようにしま
しょう︒

44.6％

6
広報れいほく ２０２０ 12月号
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（表1）令和元年度特定健診受診率

健診機関／連絡先
❶健診機関に電話で予約して受診日を決めます。

22

苓北町
同規模町村
20

☎３５−３３３０
健康増進室

坂瀬川
39.9％
志 岐
48.5％
富 岡
42.1％
都呂々
42.1％

18

【脂質】3人に1人が基準値をオーバー

55.4％

44

10

【血糖】10人に1人が基準値をオーバー

40歳からは年に１回
特定健診を受診しましょう
コロナに
負けるな

Result 特定健診の結果から

55

●主要検査項目別の割合
【血圧】4人に1人が基準値をオーバー
毎月病院へ行きよ
るけん、健診は受
けんでよかよね？
え!?私も病院に行き
よるけど、他の病気
も気になるけん特定
健診受けたよ。

GoTo「けんしん」
GoTo「けんしん」

ひかりネットワ―ク
告知放送

／告知端末機

宅内に設置した告知端末機により行政情報
や緊急情報を放送で伝えるサービスです。

放送時間
朝 ／７時30分頃

昼 ／12時30分頃

※上記の定時放送以外にも、臨時放送や緊
急放送が行われます。特に火災や地震な
どの緊急時には設定に関係なく、最大音
量で放送が流れます。

放送が流れていないと感じた時は？

町内無料電話
告知端末機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。

利用方法
市販の電話機を準備し、電話線を告知端末
機の側面にある「TEL」または「☎」の差
し込み口に接続すると利用出来ます。

３０,０００円（税別）

※費用は初回のみ必要です。また、月々の
利用料はかかりません。
※住宅の構造等により別途配線工事が必要
な場合があります。
※光ケーブルが住宅に引き込まれていない
場合は、最初に光ケーブルの引き込み工
事が必要です。

インターネット
町が整備したひかりネットワークを使用し
てインターネットが利用できます。

利用方法
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「ＢＢＩＱ」を提供する
（株）ＱＴｎｅｔへお問い合わせください。
※光ケーブルが住宅に引き込まれていない
場合は、最初に光ケーブルの引き込み工
事が必要です。
QTnetお客さまセンター
申し込み
問い合わせ

視聴できる放送
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
上記６局と無料のＢＳ放送とＣＳ放送
※長崎放送は視聴出来ません。

☎0120-86-3727

光ケーブルの引き込みや
宅内機器の接続について
は、右のイメージ図のと
おりです。いずれのひか
りネットワークサービス
を利用する場合にも、あ
らかじめ光ケーブルが住
宅内に引き込まれている
必要があります。

自宅や借家（事業所をのぞく）に新たに光
ケーブルを引き込む場合は、町に申請書の
提出が必要です。また、引き込み工事には
以下の費用がかかります。
基本分

宅内配線工事代

３０,０００円 ＋ 約１０,０００円
※事業所の場合は、費用が異なりますので
別途ご相談ください。

このような場合も費用がかかります

○受付時間／９時～20時
○年中無休

住宅を改築したり取り壊すなどで機器の取
り外しや移動、ケーブルの移設が必要なと
きなどは費用がかかりますので事前に担当
までご連絡ください。

基本分

宅内配線工事代

※電柱から宅内への光
ケーブルの引き込み
工事

※宅内機器への配線や
設定、光ケーブルの
接続など

光ケーブル
引き込みの
イメージ

総務課 担当 松浦
内２
（〇
０９）
☎３５−１１１１

光ケーブルを引き込む費用

○○から
お知らせします

次のことを確認してください。
❶告知端末機やＯＮＵの電源アダプタがコ
ンセントから抜けていないか確認
➋告知端末機のチャンネルが「１」になっ
ているか確認
➌一度電源アダプタをコンセントから抜き
電源を落としたあと、再度差し込む
上記の事を行っても放送が流れない時は機
器の故障が考えられますので、担当までご
連絡ください。

広報れいほく ２０２０ 12月号

アンテナを使わずに光ケーブルを利用して
テレビ放送を視聴できるサービスです。

費用

夕 ／18時30分頃

9

ケーブルテレビ

町が平成23年に運用開始したひかりネットワークを
利用した様々なサービスをご紹介します。

告知端末機

【住宅内】

町内無料電話

電話線
インターネット

光ケーブル

ONU

ＬＡＮ
ケーブル

ケーブルテレビ

広報れいほく ２０２０ 12月号

8

の苓北町の取り組
コロナ
み
with

年末年始のコロナ対策のポイント

２０２０

今年はこんな年でした

「５つの場面」を避けましょう
01 感染リスクが高まる
Point

場面❶

飲酒を伴う懇親会等

■飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力
が低下する。また、聴覚が鈍くなり、大きな
声になりやすい。
■特に敷居などで区切られている狭い空間に、
長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが
高まる。
■また、回し飲みや箸などの共用が感染のリス
クを高める。

場面❷

大人数や長時間におよぶ飲食

■長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜
のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感
染リスクが高まる。
■大人数、例えば
５人以上の飲食
では、大声にな
り飛沫が飛びや
すくなるため、
感染リスクが高
まる。

02 発熱時はまず電話で相談
Point

これからの季節、新型コロナウイルス感
染症の脅威に加え、季節性インフルエンザ
の流行期を迎えます。そこで、発熱などの
症状がある場合は、かかりつけ医にまず電
話で相談して受診するようお願いします。
かかりつけ医がなければ発熱患者専用電話
番号（☎0570-096-567）にご相談ください。

場面❸

➋医療機関などへ
事前に連絡・相談

➌受診・検査
11

広報れいほく ２０２０ 12月号

１月～11月の表紙

マスクなしでの会話

■マスクなしに近距離で会話をすることで、飛
沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが
高まる。
■マスクなしでの感染例としては、昼カラオケ
などでの事例が確認されている。
■車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面❹

狭い空間での共同生活

■狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖
空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
■寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が
疑われる事例が報告されている。

場面❺

居場所の切り替わり

■仕事での休憩時間に入った時など、居場所が
切り替わると、気の緩みや環境の変化により、
感染リスクが高まることがある。
■休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる
事例が確認されている。

03 旅行や帰省を控えましょう
Point

新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県の
リスクレベルが、レベル４
（特別警報）から最上位
のレベル５
（警戒警報）へ引き上げられました。
このことを受けて、苓北町でも感染拡大を防止
するため、町民皆さんには県内外を問わず感染が
拡大している地域への移動や旅行を控えていただ
くようお願いします。特に、年末年始の期間中
は、感染が拡大している地域からの帰省なども控
えていただきますよう親戚やご友人にもご協力を
お願いします。

04 町有施設の利用を制限
Point

❶発熱など

「広報れいほく」から１年のニュースを PICK UP

12月21日㊊から当面の間、温泉施設や公民館、
体育館等の屋内施設及びグラウンド等の屋外施設
の利用を苓北町の人または会員の人に制限します。
なお、帰省された人の利用もできません。
※利用者の制限は、熊本県のレベルに応じ見直し
を行います。

上半期の出来事
【2019年12月末人口 7,127人】
―１月
４日 苓北町成人式：新成人は55人
５日 消防団出初め式
16日 日本で初めて新型コロナウイルスの発生を
確認
20日 上津深江八坂神社「裸まつり」
―２月
21日 熊本県内で初めて新型コロナウイルスの発
生を確認
○山下時義さん
（＝上）が旭日双光章を受章
―３月
22日 熊本県知事選挙：町の投票率は55.28％
○苓北町消防団が第71回公益財団法人日本消防
協会定例表彰を受賞
―４月
16日 新型コロナウイルスの感染増加による緊急
事態宣言が全国に拡大
同日 アタックスシープル店が開店
25日 苓北町初の地域おこし協力隊が着任
（福島県出身：関根潤さん）
26日 富岡伊弉那伎神社の神殿と幣殿が竣工
―５月
14日 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策と
して町民一人につき10万円の「特別定額給
付金」を支給開始
―６月
１日 はまゆう療育園が施設を新設し移転
○天草拓心高等学校マリン校舎科学部が「くま
もと環境省」を受賞

下半期の出来事
―７月
１日 レジ袋有料化がスタート
３日 令和２年７月豪雨：熊本県を中心に九州や
中部地方で集中豪雨による被害が発生
６日 町内の経済活性化を目的として「れいほく
応援地域振興券」を町民一人につき3,000
円分配布し利用開始
―８月
23日 第23回苓北カップサッカー大会でエボル
ピア苓北が優勝
○江頭勝己さん
（＝二丁目）が瑞宝小綬章を受章
○柗野重幸さん
（＝新町）が旭日双光章を受章
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
「苓北じゃっと祭」や「お城祭り」は中止に
―９月
６日 非常に強い勢力の台風10号が接近：各避難
所に合計524人が避難
14日 ５年に一度の国勢調査が実施
―10月
１日 濵﨑敏和さんを教育長に再任※２期目
同日 インフルエンザ予防接種の助成を拡充し、
町民の接種は実質無料に
12日 JFAこころのプロジェクト
「夢の教室」：元
Ｊリーガーの下村東美さんとオンラインで
授業（志岐小学校、都呂々小学校）
18日 新たに立ち上げられた坂瀬川獅子舞保存会
の獅子舞と太鼓踊りの披露
―11月
○田嶋章二町長が国民健康保険中央会表彰を受賞
【2020年11月末日人口 6,996人（一年間で131人減）】
広報れいほく ２０２０ 12月号
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コロナウイルス感染症の影響で中止。
⑥送電線工事

⑦使用前自主検査

こういち

56

まつ だ

52

松田 幸一 さん

の一つ。今回は勲章伝達式と天皇陛下への拝謁は新型
はいえつ

⑤試運転

一心不乱に情熱を注いだ
地方自治 年間の功績

各分野において顕著な功績のあった人に贈られる勲章
④風車据付

56

査を主導︒その中で委託業者の測
量結果を検証する画期的な方法を
考案し︑この方法は後に﹁苓北方
式﹂と呼ばれ︑さらには﹁熊本方
式﹂とされて全国に広まりました︒
また︑昭和 年９月に苓北発電
所建設構想が浮上した際は︑火力
発電問題対策室長や電源対策課長
として発電所建設やその用水確保
のための県営都呂々ダム建設など
を担当︒現在の町の基盤となる分
野に大きく注力されてきました︒
﹁大変だった分思い出は深いし︑
地籍調査が終わった時や発電所が
建った時は人一倍嬉しかった﹂と
話す松田さんは︑役場職員時代と
議員時代合わせて 年間地方自治
に携わり︑毎日を全力疾走で駆け
抜けてきました︒
む
今は忙しい日々を支えた妻の陸
つ え
奥惠さんと二人で暮らし︑趣味の
農業とグラウンドゴルフの傍ら︑
少しずつ自分史を書き留めて︑よ
うやく訪れたゆっくりした時間を
楽しまれています︒
〈旭日単光章とは〉
③風車部品の輸送

授与された旭日単光章の勲章と勲記（場所：町長室）
総務課 担当／松浦
内 ２０９）
☎３５−１１１１（〇
担当／渡邊
日本風力エネルギー株式会社
☎０７０−１００５−４３８１

商業運転開始
②輸送路の拡張

８月
７月
６月
５月
４月
３月
２月
１月

しょう

天草消防
苓北分署

こう

50

文

たん

苓北交番

じつ

苓北町役場

12
広報れいほく ２０２０ 12月号
広報れいほく ２０２０ 12月号
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23

都呂々／小松

文

高齢者叙勲

風力発電に使用する部材の輸送を行います

（88）

19

389

長井商事草場ＳＳ

① 一次輸送
●輸送ルートの図

★
広域農道入口

16

至 鬼池港
文

② 二次輸送

● 風力予定地

松田さんは︑平成７年に地域住
民に推されて苓北町議会議員に初
当選してから平成 年までの間︑
４期︵ 年︶にわたって議員とし
て議会運営に携わり︑平成 年か
ら約４年間は苓北町議会副議長を
務められました︒
﹃常に町民の立場に立って行政
に声を届けること﹄を信念として
いた松田さんは議員時代︑毎日の
ように住民の集まる場に出向いて
は対話し︑分からないことがあれ
ば徹底的に調べ︑地域の生の声を
届けるべく議員としての職務に邁
進されてきました︒
﹁地味だったけど︑これが議員
のあるべき姿だと思っていました
し︑昔から熱中しやすかったんで
すよ﹂と笑って答える松田さん︒
松田さんの︑一心不乱に情熱を
傾ける性格は︑議員になる前の仕
事ぶりにも表れています︒苓北町
役場に在職時︑熊本県初の﹁地積
調査課﹂が発足︵昭和 年︶する
と課長補佐として苓北町の地積調

②（二次輸送）水の元観音堂付近→風車予定地
昼間※９時～17時
全面通行止になる時間帯有

きょく

①（一次輸送）鬼池港→水の元観音堂付近
夜間※21時～翌朝６時
片側交互通行になる時間帯有

一次輸送は片側交互通行、二次輸送は広域農
道の一部が全面通行止になる時間帯があります。
町民皆さまにはご迷惑おかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
合同会社NWE-02インベストメントが建設す
る、苓北風力発電所に使用する風車部材を令和
３年１月より大型トレーラーで輸送します。

●実施期間 令和３年１月21日㊍～５月13日㊍
●輸送車両 大型トレーラー※誘導車付き
※輸送ルートは下図のとおりです。
※期間中に輸送車両が１日最大２往復する予
定です。

旭日単光章

期間中ご迷惑をおかけします

●建設工事の工程（令和３年）

➀風車の基礎工事

椿 ぐみ のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

国照寺保育園

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

みそを作ったよ

ゆ

毎年恒例のみそ作りをしました。ビニール袋に入った茹でた大豆
を小さな手で一生懸命つぶし、麹と塩を入れてまぜまぜ―。数日寝
かせたら美味しいみそが完成します。出来たみそは一年間給食で使
われ、持ち帰ったみそは親子で一緒にお味噌汁などを作って食べて
ください。

！！
「今こそ努力向上
学校！」
小
岡
富
く
輝
が
顔
優しさと笑
ラス
の実現を目指すク

総務課広報係
内２０７
☎○

クラスのみんなから先生へ

うまくいくようにアドバイ
スありがとうございます。
楽しい授業をお願いしま。
宿題を減らしてください。

先生からクラスのみんなへ

クラスの自慢

いつも前向きなところが素
敵です。お説教もアドバイ
スととらえていて流石で
す。宿題は減ら…。

元気で明るくて、にぎや
かで優しいクラスです。
笑顔で、進んで、一生懸
命に頑張っています。

小学生の作文

『みんなで
おいもパーティーをしたよ』
都呂々小学校２年

城戸口

より

寄 さん

月 日︑水曜日の生活の時
間に︑やきいもパーティをしま
した︒
まず︑おいもをあらいました︒
つぎに︑ぬれた新聞紙でつつ
み︑さい後に︑アルミホイルで
つつみました︒
はたけには︑みんなで作った
はっぱの山がありました︒そこ
にひらい先生が火をつけてくれ
ました︒火が小さくなってきた
ので︑その中においもを入れま
した︒
教頭先生に火の番をおねがい
して︑教室にもどりじゅぎょう
をしました︒
二時間後にもどると︑おいも
やはっぱのやけるにおいがはた
けをつつみこんでいました︒
﹁きっと︑おいしいやきいも
が出来ているだろうな︒﹂と思
いました︒
みんなで食べてみると︑外は
こんがりやけていて︑中は︑と
ろっとろでとてもおいしかった
です︒
﹁また食べたいなぁ︒﹂と思
いました︒
みんなでしたおいもパーティ
ーは︑さい高でした︒
11
25

学校自慢

富岡小学校６年生
15
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（男子６人 女子４人 計10人）

担任：田尻 朋洋 先生・渡邉 英恵 先生
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苓北町の魅力を「やどかり太郎」としてお伝えして参ります。
。く
庭で らしに
家

。
育を

地域
で。

食

♥
♥

将来を担う子どもたちを
“食で育む命の応援団”

チームぱくぱく

今月のRECIPE
松風焼き

NO.5

＝家族で一緒にクッキング＝
本格的に冬がやってきました。寒さに負けずに元気に過ごし
ましょう。今回はお正月にぴったりの「松風焼き」を紹介しま
す。「松風焼き」はめでたい一品でおせち料理にもよく用いら
れます。形を扇形にしたり、四角に切ってゴマや青のりを散ら
したものを格子状に飾ったりと盛り付けもいろいろ楽しめます。
来年のおせち料理の一品としてお子様と一緒に作ってみてはい
かがでしょう。

地域おこし協力隊 関根

船の上で生き餌となる小鯵を釣る姿

● 作り方

①タマネギとニンジンは粗みじん切り、長ネギは半月切りにして油
で炒める
②鶏ひき肉、パン粉、卵、みそ、砂糖、牛乳をボウルに入れて混ぜ、
①のタマネギとニンジンを加えて、ハンバーグを作る時のように
粘りが出るまで混ぜる
③天板に②を平らに広げ、その上にゴマをのせてからオーブンに入
れ180〜185℃の温度で15〜20分焼いて完成

● 材料

【１人分】エネルギー 128kcal／
タンパク質 10.0g／脂質 6.6g／
炭水化物 6.5g／食塩相当量 0.6ｇ

※５人分

○鶏ひき肉………………225ｇ
○タマネギ………………50g
○ニンジン………………15g
○長ネギ…………………50g
○パン粉…………………25g
○牛乳……………………25g
○卵………………………1/2個
○みそ……………………20g
○砂糖……………………５g
○ゴマ……………………適量

～文化は人に宿る～

志岐保育園のお友達

苓北町子育て支援センター

ふ れ あ い 広 場

みんな元気に
あそんでま〜す

メリークリ

スマス！
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ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：生まれてしばらくは寝たり起きたりをくりかえす赤ち
ゃんですが、いつ頃から早寝早起きをさせるといいの
でしょうか？

病院にて松葉杖姿

トレードマークは咥え煙草

〜 苓 北 の 季 節 〜

Ａ：親の生活リズムが不規則だと赤ちゃんの生活リズムも
くずれてしまいます。
生後３〜４ヶ月頃から意識的に生活リズムをととのえ

はじめまして！

今年も残すところあとわずかとなりました。
支援センターでは、みんなで拾いに行った松ぼ
っくりを使ってオーナメントを作りました。リー
スだったりカップにのせてツリーにしたり、ステ
キな作品がたくさんできました。クリスマスには
家に持ち帰り、みんなを楽しませてくれることで
しょう。
支援センターでは、皆さんの参加をお待ちして
います。

る努力が必要です。
リズムがととのった赤ちゃんは食事や睡眠などの予定
が立ちやすく親にとっても世話が楽になるメリットが
あります。これから寒くなりますが、ぜひ家族みんな
で早寝早起きをしましょう。

■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 ☎31−1365
（電話番号が変更になりました）

や とう ご けん じ

「恥ずかしいなー」と取材を受けてくれた八藤後憲治さん。普段は砕けた話から
アフリカでの船の経験などいろいろな話を聞かせてくれます。
夏のある日に電話をしてみると、八藤後さんは病院に入院していました。聞くと、
車海老の漁の途中で機械が壊れてロープに右足が巻き込まれ海に引きづり込まれそ
うになったそうです。まさに九死に一生を得た状態でした。いまは元気に動けるよ
うになり咥え煙草姿もばっちりです。
猪対策にも熱心で猟友会の会長でもあります。「町
が猪に荒らされるー」と猪を山際で食い止め、町を守
っている山人でもあります。
海と山が近い天草の暮らしを教えてくださる貴重な
人物の一人です。来年は沢山学ばせてください。
くわ

缶詰商品を持つ熊本県立天草拓心高等学校
マリン校舎の生徒たち

水産系高校と海産物
熊本県立天草拓心高等学校マリン校舎の授業の様子
を取材しました。今回の実習の内容はすり身と緋扇貝
のアヒージョ作りでした。「すり身は食感が命」と先
生が手で何度も硬さを確かめ、生徒と感覚を共有する
やり取り。地元産の緋扇貝を新商品にできないかと思
案されアイディアを商品にする熱心さ。最後の掃除ま
で生徒と先生が一緒になって取り組んでいる姿は「授
業の一コマ」というより
「現場」そのものでした。
今回、天草拓心高校マリン校舎の生徒が作った鯖の
缶詰とキビナゴの缶詰がセットになって、苓北町のふ
るさと納税の返礼品として登録されます。
今年は大変お世話になりました。
２０２１年 良いお年になりますように。
やどかり太郎
広報れいほく ２０２０ 12月号
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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。

▼利用料
１回１時間９００円
※以降、３０分毎に４５０円加算されます。
※非課税世帯は無料です。

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ
町内

地域福祉権利擁護事業

日常生活に不安は
ありませんか？
認知症・知的障がい・精神障がいなどがあるために
判断能力が不十分であり、日常生活に不安があるとい
う人を対象に、社会福祉協議会が行っている地域福祉
権利擁護事業をご紹介します。
▼このような事でお困りでないですか？
○ホームヘルパーやデイサービスなど、福祉サービス
を利用したいが、相談する人がいない。
○年金や生活保護費などをすぐに使い切ってしまう。
また、そのために公共料金や家賃を支払えなくなっ
てしまう。
○介護保険や年金などの通知やその他の郵便物が来て
も、内容がよくわからない。また、手続きがわから
ない。
○物忘れなどで通帳などの大切なものをどこにしまっ
たか、わからなくなってしまう。また、再発行を何
度も繰り返している。自分で保管しておくのが心配
である。
○訪問販売の被害に何度もあっており、断りきれな
い。その支払いにも困っている。
▼事業の内容
上記に示したようなお困り事で悩んでいる場合、生
活支援員が自宅を訪問し、相談に応じて次の４点につ
いて援助します。
①福祉サービスを利用したり、やめたりすること
②日常的な金銭管理（金融機関での手続き、お金のお
届けなど）
③大切な書類などのお預かり
④定期的な訪問による生活状況の把握
※これらはご本人との「契約」により、社会福祉協議
会が責任を持って手続きや支払いの代行などを行い
ます。
19
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九州社会福祉協議会連合会長表彰

平田惠美子さんに会長表彰

No.235

苓北町民生委員児童委
員協議会（苓北町民児協）
の平田惠美子委員が令和
２年度九州社会福祉協議
会連合会の会長表彰を受
賞されました。これは長
年にわたり民生児童委員
としての業務に従事した
功績が称えられたもの
で、11月４日に開催され
た社会福祉協議会の定例会で、苓北町民児協の時尾継
光会長から平田委員へ表彰状の伝達が行われました。

無料でお譲りします

福祉機器リサイクルコーナー
このコーナーは、不要になった福祉機器などを寄付
していただき、必要な人に利用していただくためのリ
サイクルコーナーです。
本人またはご親族が町内在住の人へ無料でお譲りし
ます。

○シングルベッド １台
（ベッド＋マットレス）

▼申込受付期限
希望する人は、令和３年１月８日㊎までに苓北町
社会福祉協議会へお申し込みください。希望者多数
の場合は「抽選」になります。なお、「抽選」は令
和３年１月１２日㊋午前９時から苓北町保健センタ
ーで行います。
苓北町社会福祉協議会 ☎３５−１２７０

物の収集が楽しみです。
歴史語りに欠かせません！
ひら

た

とよ

き

平 田 豊 貴 さん

（昭和１２年３月１７日生まれ）満８３歳 八区在住

問 好きな食べ物
食べ物のほとんどは魚類が良くて、肉より魚を食べますね。あ
と、長命草を取ってきて、刻んだものに魚の粉とかをかけて食
べるのが好きです。

問 好みの女性のタイプは
苓北町都呂々で、平田家４人兄妹の三男（兄２人・
妹１人）として生まれる。幼少期は、食べる物が本当
に少なく、レンゲソウを食べたりすることもあった。
また、ヤギを飼っていたので、草を与えたりして一緒
に遊んだりして過ごすことが多かった。
都呂々小・中学校を卒業後は、本渡の本町に大工の
見習いに行った。しかし、慣れない仕事からくるスト
レスで、食べ物が喉を通らず栄養失調になった影響で
目を悪くして、間もなく辞めることになった。
その後は、病院通いの日々であったが、目もだんだ
んと良くなりやがて炭鉱の仕事をするようになる。石
炭の積み込み作業を夜遅くまでしていたのだが、家ま
での帰りは徒歩で疲れた体にムチを打って頑張った。
また、今の最新式とは違い機械が古かったため、エン
ジンの掛け方から大変であり昔は苦労が多かった。
それからしばらくして、仕事先の職場で妻となる千
惠子さんと出会う。千惠子さんと一緒に過ごす時間が
多くなり、衣食住を共にすることで結婚となった。結
婚式は、富岡にあった土岐食事処の二階で行い、志岐
の大仁田馬車屋の客馬車で都呂々の家まで帰ったこと
を思い出として今でも覚えている。千惠子さんとは、
３人の子宝（男２人・女１人）に恵まれた。（現在で
は、孫とひ孫もいらっしゃる）結婚後は、家族を守る
ためにそれまで以上に仕事に精を出し、生活が成り立
つようになった。
炭鉱の仕事を引退後は、コンクリート工業の仕事な
どを経験したがほとんどが機械作業で、ある時に豊貴
さんはケガをしてしまう。その当時は、ケガの保障の
制度が不十分であったために、それを機に仕事を辞め
ることになった。
ちょうどその頃には、年金
をもらう年齢にもなっていて
生活の心配も無く、それから
は趣味の収集を楽しめるよう
になった。
「普通の貝殻や石でも歴史
を物語ります」
そう話された豊貴さんの目
は、輝きに満ち溢れていた。

よく話を聞く耳を持っている人が良いです。話が通じないこと
には心も通じないので、顔よりも中身だと思っています。

問 私の趣味
物の収集が楽しみで、海に行ったりすると、がれきの中から気
に入った貝殻等を拾ってきます。貝殻がたとえ割れていても、
洗って磨いてきれいにします。それを見ると、地域がどういう
所なのか歴史などを知ることができる宝になりますね。

問 私の健康法
海岸線・波打ち際に行き、そこで大きく息を吸って吐くことで
す。海の上は酸素が多いので良いです。それと、趣味を楽しむ
ことですね。晩もコソコソと起きて、貝殻を眺めて色々考えた
りするのが元気の源になります。

問 思い出
炭鉱で働いていて、何でもしていました。石炭を積んで運んだ
りとかです。石炭は普通に捨てたりするのではなく、道路舗装
の時にタールに混ぜるとキラキラと光る素材になります。

問 若い世代へ伝えたいこと
一番は、やはり戦争をしないこと。良いことが一つもなく、自
然も何も無くなってしまうからです。絶対にしてはなりません。

問 町へのメッセージ
苓北町の観光面でのＰＲをもっと
してほしいです。資料を作ったり
する時は、絵よりも写真で白黒よ
りもカラーに拘ってもらいたいの
で、専門の写真家がいてほしいで
すね。「記録に残す」ということ
では写真が一番で、色褪せず後々
にも残るからです。
お気に入りの収集作品

▼

社会福祉協議会
だより

輝いています！

▲まるでマリアの姿が浮かぶ様
広報れいほく ２０２０ 12月号
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熊本県の無料就職相談室

ジョブカフエ・天草ブランチ
▼対象 どなたでも利用できます
︵高齢者や障がいのある人も利用可︶
▼お手伝いの内容
▽お仕事を一緒に探します
▽適正診断が受けられます
▽面接の練習・対策をお手伝い
▽履歴書などの作成をお手伝い
▽企業訪問で求人開拓を行います
▽求職活動証明書を発行できます
※その他個別に相談を行います
▼相談時間
時〜 時
※土日祝日を除きます
※事前の電話予約をお願いします
ジョブカフェ・天草ブランチ
︵天草広域本部２階︶
☎ ︱４２２６

求職者支援訓練の受講生募集
▼訓練課名
パソコンビジネス基礎科３月コース
▼訓練内容 ワード・エクセル・パワ
ーポイント基礎︑ビジネスマナー︑
コミュニケーション
▼対象者
離職者︵就職を希望する人︶
▼募集期間
令和３年１月４日㊊〜２月３日㊌
▼訓練期間
令和３年３月 日㊊〜６月 日㊊

▼

苓北町巡回バスの年末年始運休
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３年１月３日㊐
企画政策課 担当／西川
☎ ︱３３３４

知ろう！守ろう！
選挙の正しい寄附ルール
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︑お金や物を贈
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︒
▼禁止される寄附行為
①政治家の寄附／②政治家に対する
寄附の勧誘・要求／③政治家の関係
団体の寄附／④後援団体の寄附／⑤
年賀状等のあいさつ状／⑥あいさつ
を目的とする有料広告
苓北町明るい選挙推進協議会
︵総務課内︶ 担当／松浦
︵〇内２０９︶
☎ ︱１１１１

防犯カメラを貸出しています

▼訓練会場 ︵株︶きらり・コーポレー
ション天草校︵天草市佐伊津町︶
□
申
天草公共職業安定所
☎ ︱８６０９

登録者募集中

﹃くま活サポート﹄
県と県内企業等が協力し︑熊本県内
に就職する若者の奨学金返還やＵター
ン費用などを支援します︒
現在︑2021年度・2022年度
に就職する人の登録を受け付けていま
す︒制度の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︒
制度の登録要件や支援の内容につい
て︑詳しくは︑専用ＷＥＢサイト﹃く
ま活サポート﹄をご覧ください︒
▼支援内容
▽奨学金返還支援額／最大４５６万円
▽赴任費用等支援額／最大 万円
※県内間の赴任にかかる費用︵例 苓
北町から熊本市への引越費用等︶も
対象となります︒
県企画課
☎０９６ ︱３３３ ︱２０１８

▼

年末年始の交通事故防止運動

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︑帰省にともなう路上駐
車が増えて通行の妨げによる交通事故
の発生や︑消防車・救急車等の緊急車
両の通行の妨げも懸念されます︒
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３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
☎ ︱１１１１
︵〇内２０８︶

29
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内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

35

天草地区防犯協会では警察と連係し
て犯罪被害防止対策として 月１日か
ら防犯カメラの貸出し事業を開始しま
した︒
設置については︑警察と協議のうえ
決定しますので︑防犯カメラの借用を
希望する人は︑まずは天草警察署にご
相談ください︒
▼対象者
○天草警察署管内にお住まいの人
○犯罪被害等にあう恐れがあると認
められる人
▼貸出し期間 原則 日間
▼費用 無料
※ただし︑防犯カメラの作動による電
気代または乾電池代は申請者の負担
となります︒
天草警察署 生活安全課
☎ ︱０１１０

☎ ２２−３３４９
自衛隊天草駐在員事務所

申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２０ 12月号
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50

その他

申込方法などは下記までお尋ねください。

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

▼専用サイト
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。

©2020熊本県くまモン

７９６円

特別職国家公務員（生徒）※自衛官ではありません。
月額103,700円・期末手当年２回（６・12月）
宿舎は無料、食事・制服類・寝具は支給または貸与

百貨店／総合ス
ーパー

▼待遇など
▽身 分
▽手 当
▽その他

８８８円

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

22

自動車・同附属
品製造業／船舶
製造・修理業／
船用機関製造業
令和３年１月６日㊌まで
願書受付期間

時間額
産業

28

８３６円

期日 令和３年１月23日㊏
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３年２月６日㊏※予備日は７日㊐
会場 健軍駐屯地（熊本市東区）

17

（２）熊本県特定（産業別）最低賃金

▼応募資格
１５歳以上１７歳未満（令和３年４月１日現在）の日本国籍を有
する男子

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

▼試験日程
▽一次試験

10

29

７９３円
熊本県最低賃金

時間額
件名

苓北町新型コロナウイルス
感染防止対策事業補助金

15

22

（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
を養成する学校です。
（学校所在地＝神奈川県横須賀市陸上自衛隊武山駐屯地）

必ずチェック最低賃金！

『陸上自衛隊高等工科学校生徒』
を募集します

お知らせ
21

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により︑大きな影響を受ける商工事
業者が取り組んでいる感染防止対策に
対し︑予算の範囲内で︑補助金を交付
します︒
▼対象者 町内に住所を有する法人ま
たは個人事業者で︑町内に店舗を有
する飲食店及び小売販売業者
※令和２年８月４日以降にすでに購入
した事業者も対象となります︒
▼補助対象経費 新型コロナウイルス
感染防止対策のため︑次に該当する
経費︵すべて税抜きの金額︶
①設備設置に要する経費
︵換気設備・自動水栓等︶
②物品購入に要する経費
︵アクリル板・非接触型体温計・空
気清浄機等︶
※消毒液やマスクなどの消耗品購入は
対象外になります︒
▼補助額 補助対象経費の４分の３以
内︵千円未満切り捨て︶
※ただし上限は 万円です︒
12

掲載希望は総務課広報係へ

29

90

INFORMATION
12

12

WARNING

35

▼必要書類 ①苓北町新型コロナウイ
ルス感染防止対策補助金交付申請書
／②事業計画書／③必要経費の内容
が分かるもの
▼申請締切 令和３年１月 日㊎
商工観光課 担当／宅島
☎ ︱３３３２

VIDEO

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

35

35

24

24h

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）

あなたの“学びたい”気持ちを応援します

令和３年度の奨学生を募集します
▼募集する奨学生の人数
➀高等学校と高等専門学校 → ６人程度
②大学と専修学校等
→ ７人程度
※大学には短大を含みます。
※専修学校等とは文部科学省が規定する学校
です。
※本奨学金は、高校や大学などへ進学する人
を対象とするほか、例えば大学２年生が次
年度以降分（３年生と４年生）を奨学生とし
て申し込むような場合など、在学途中から
の利用を希望する人も対象となります。
▼資格
他の奨学金を受けていない人／高校などは中
学校の評定平均が３．２以上、大学などは高校
の評定平均が３．
５以上である人／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（利息なし）
➀高等学校と高等専門学校
→月額 12,000円 以内
②大学と専修学校等
→月額 35,000円 以内
▼募集期間
令和３年１月５日㊋～２９日㊎

教育委員会 担当／吉本
☎3 5 - 2 1 1 1

▼奨学金の返還について
高等学校の奨学生は、卒業後１年の期間を置
いた後、借りた年数の２倍以内の期間内で返還
／高等専門学校の奨学生は、卒業後から借りた
年数の２倍以内の期間内で返還／大学と専修学
校等の奨学生は、卒業後から借りた年数の３倍
以内の期間内で返還
※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）を持ち、町
内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。
▼申し込み方法
希望者は、在学校の学校長を経由して、苓北
町教育委員会へ願書を提出してください。願書
は同教育委員会または町のホームページから取
得してください。
※本奨学金は貸付事業です。申込みの際は、家
庭の経済事情や返還時の負担なども含めて奨
学生と保護者がよく話し合ったうえで申し込
みを行ってください。

▼町が定める国家資格など（表１）
01 法律系

行政書士／司法書士

09 不動産系

測量士／土地家屋調査士／
不動産鑑定士

介護/
10 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

02 コンサル系 社会保険労務士
ＩＴ資格/
ＩＴパスポート／基本情報技術者
03
パソコン系
04 医療系

医師／歯科医／獣医師／
薬剤師／歯科技工士／歯科衛生士

05 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

調理/衛生/
管理栄養士
06 飲食系
07

車両/航空/
海技士／自動車整備士／潜水士
船舶系

08 会計系
23

公認会計士／税理士

広報れいほく ２０２０ 12月号

建築/
11
施工系

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

12 生活関連

理容師／美容師

13 教育関連

学校図書館司書教諭／高等学校教諭／
養護学校教諭／中学校教諭／小学校教諭

14 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者

忘れずに申告しましょう！

税務住民課 担当／荒木
☎3 5 - 1 1 1５

事業用資産（償却資産）の申告
▼償却資産は申告が必要です
固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使
用する構築物や機械、備品などの資産について
も課税されます。これらは「事業用資産（償却
資産）」と呼び、所有している人は地方税法に
基づき、毎年１月１日現在の所有状況を市町村
へ申告する必要があります。法人や自営業の人
も申告の対象です。
▼課税対象となるもの（償却済み資産も対象）
➀事業に利用することができる土地及び家屋
以外の資産
②鉱業権、漁業権、特許権その他の無形償却
資産でないこと
③減価償却額または減価償却費が法人税また
は所得税の規定による所得の計算上、損金
または必要な経費として算入されるもの
④自動車税や軽自動車税の対象車両などでな
いこと
▼申告方法と期限
役場税務住民課に準備している申告用紙を受
け取って、令和３年２月１日㊊までに同課へ提
出してください。

▼償却資産のＱ＆Ａ
Ｑ．納税義務者は誰になりますか？
Ａ．賦課期日（令和３年１月１日）現在の償
却資産の所有者です。
Ｑ．価格の決定はどのように行われますか？
Ａ．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。
Ｑ．課税標準額とは何ですか？
Ａ．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にな
ります。
Ｑ．税率はいくらですか？
Ａ．税率は１．
４パーセントです。
Ｑ．免税点とは何ですか？
Ａ．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。
＝固定資産税の不均一課税（半島振興法）＝
製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報
サービス業などで５００万円以上（ただし製
造業または旅館業で法人の場合は資本金で
異なる）の機械・装置・構築物等の設備投
資を行った場合、３年間対象資産の固定資
産税率を引き下げます。※申請が必要です。

▼申告が必要な償却資産
製造や小売、農業などの事業者（個人や法人）が所有し、その事業のために用いる以下のものです。

主な償却資産の内容

資産の種類
構築物

門、塀、塗装路面、ネオンなど

建物附属設備

受変電設備など

１

構築物

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、釣り船など

４

車両および運搬具

キャタピラを有する自動車など

５

工具・器具備品

机、イス、パソコンなど

６

太陽光発電設備

※下記のとおり

▼太陽光発電設備
家屋の屋根や遊休地などに設置された事業用の太陽光発電設備は、償却資産の申告対象となります。

設置者

全量・余剰売電
（10kW以上）

余剰売電
（10kW未満）

個人（住宅用）

事業用資産となり申告対象

住宅用設備となり申告対象外

個人（事業用）・法人

事業用資産となり申告対象
広報れいほく ２０２０ 12月号
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年末に向けてのお掃除強化㌽

年末年始のごみ収集とし尿くみ取り

下水道の適正利用

下水道を使用するご家庭には、台所からの

月
日

28

29

30

31

１

２

３

４

５

６

曜日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

可燃 可燃
生ごみ 生ごみ

ご
み

通常収集／ごみステーション

直接搬入／本渡地区清掃センター
し尿くみ取り

●場所
本渡地区清掃センター
（天草市楠浦町）
●搬入料金
基本使用料（５０kgまで） ２５０円
追加使用料（１０kg毎に） ５０円

休み
❸

確認

エルボ

広報れいほく ２０２０ 12月号

因となりますので、半年に１回程度の定期的

水道環境課 担当／田尻龍
☎３５−３３３５

水

な清掃をお願いします。

泥・ゴミ

【準備するもの】

○おたま／○網じゃくし／○ゴム手袋／
○ブラシ／○バケツ／○家庭用洗剤／
○新聞紙

溜めマスの清掃方法
手順

01

手順

清掃に必要な準備
物をそろえます。
※事前に新聞紙を
広げておきます。

手順

06

手順

02

台所排水の下流側
に溜めマスがある
ので、ふたを開け
ます。

手順

エルボを取り外し、
マスの中を洗剤と
ブラシで洗ったら
清掃完了です。

03

おたまや網じゃく
しを使って溜まっ
た油分やゴミをす
くい出します。

手順

05

広げたゴミはよく
乾燥させます。
乾燥後はそのまま包み

☎３５−０５８３

（写真）
山の中や道路脇に不法投棄されたごみ

油分

り排水の流れが悪くなって、「つまり」の原

平常

ごみの不法投棄(ごみのポイ捨て)は、美しい
自然景観を損なったり環境汚染にもつながり国
の法律によって厳しく禁止されています。
これに違反して自分さえよければいいという
自分勝手な考えでごみを捨てる人は、ごみと一
緒に自分のモラルも捨てていると言わざるを得
ません。
また、不法投棄をすると厳しい罰則（廃棄物
の処理及び清掃に関する法律：５年以下の懲役
もしくは１,０００万円以下の罰金、またはその
両方）が科せられます。
次世代を美しい自然環境を引き継ぐために皆
さんのご協力をお願いします。

台所排水

長く清掃をしない溜めマスは、油分が固ま

平常

ごみの不法投棄はやめましょう

土中

水管の「つまり」を防ぐ役割をしています。

富岡
全地区 都呂々 坂瀬川
年柄

し尿くみ取り

苓北メンテナンス

まれる油分や細かい泥・ゴミを分離して、汚

﹁燃やせるごみ﹂ へ

☎２３−１９９１

●早めにご連絡ください
年末年始は申し込みが集中しますので、早め
の連絡をお願いします。

25

休み

平常

●時間
（午前）８時45分～12時／（午後）13時～16時
※年内は12月30日㊌の午前中で終了です。

❷

休み

平常 可燃のみ

●持ち込み可能なごみの種類
可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、大型ごみ
※12月29日㊋・30日㊌は可燃のみ搬入でき
ます。

本渡地区清掃センター

可燃 可燃 不燃
生ごみ 生ごみ 資源

富岡
坂瀬川
都呂々
志岐
年柄

直接搬入（ごみの持ち込み）

確認

置されています。この溜めマスは、排水に含

令和３年１月

12月

小林

【溜めマスの断面図】

排水管に、溜めマス（直径３０～４０cm）が設

●日程表

❶

水道環境課 担当
☎３５−３３３５

溜めマスは定期的に清掃を

年末年始のごみ収集とし尿くみ取りは下の日程表のとおり行います。
なお、年末年始の本渡地区清掃センターへの持ち込みは大変混雑しますので、
できるだけ通常収集によるごみステーションへのごみ出しにご協力ください。

確認

●「溜めマス」の清掃

04

すくったゴミは広
げた新聞紙のうえ
に出して広げます。

広報れいほく ２０２０ 12月号
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こせきの窓

11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

お悔やみ申し上げます
区 名

中 通
狸河内
涼 松
三丁目
木 場
天神木

氏

（敬称略）

名

年齢

荒木 晃子
大﨑ヤチヨ
福田トキヨ
松本 恒雄
溝上リキエ
荒木ハルヱ

88歳
95歳
99歳
92歳
99歳
95歳

善意の寄附

○公的年金等の源泉徴収票が送付されます

凧揚げは
電線のない
ところで！

大切に保管してください

凧揚げをするときは、電線に引っかから
ないように注意しましょう。
電線に引っかかったときは九州電力送配
電株式会社へ連絡してください。自分で電
ありがとうございました

柱に上って取るのは大変危険です。

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ2.11.15〜Ｒ2.12.16）
福山
康さん
（東京都） 榎本 恵理さん
（東京都）
松本 浩樹さん
（神奈川県） 川口 春幸さん
（東京都）
永野
新さん
（静岡県） 山田
強さん
（東京都）

動き

町の

令和２年11月末現在

６，
９９６人（△９） ※（ ）は前月比
男3,289人（△２） 女3,707人（△７） 世帯数3,148戸（△３）

カレンダー（主な行事予定）
2021
日

１
月

January
火

水

木

金

土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

１月
４日 成人式
10日 消防出初め式（式典のみ）
20日 上津深江八坂神社「裸まつり」
（神事のみ）

※行事は新型コロナウイルスの
動向により変更になる場合が
あります

１月休日当番医
１月１日
（金・祝）慈恵病院

（内）☎37−1111
２日
（土） 慈恵病院
（内・小・整）☎37−1111
３日
（日） 慈恵病院
（内・小）☎37−1111
10日
（日） 慈恵病院
（内）☎37−1111
11日
（月・祝） 慈恵病院
☎37−1111
（午前：内・泌・整・耳・リハ/午後：内・泌・整・耳・リハ・小）
17日
（日） 慈恵病院
（内）☎37−1111
24日
（日） 苓北医師会病院
（泌）☎35−1133
31日
（日） 苓北医師会病院
（内）☎35−1133
苓北クリニック
（内）☎35−1119

※内
（内科）
、小
（小児科）
、整
（整形外科）
、泌
（泌尿器科）
、
耳
（耳鼻いんこう科）
、リハ
（リハビリテーション科）
27
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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。

九州電力送配電㈱
天草配電事業所
☎ 0120―986―957
感電注意動画

▼

●社協寄付（11月受付分）
神﨑 栄子さん 田中メグミさん
大﨑 利勝さん 平山奈穂美さん
溝上
直さん

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、令和３年１月末までに送付
します。（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、本年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

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
（０５０から始まる電話でかける場合は☎03 −6700−1165）

年末年始の休館情報

1月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
７日㈭、21日㈭
苓北町歴史資料館
☎３５−０７１２
12月30日㈬〜１月１日㈮、毎週木曜日
温泉プール
☎３５−３３０１
12月28日㈪〜１月３日㈰、毎週水曜日
富岡ビジターセンター
☎３５−０１７０
12月30日㈬〜１月１日㈮、毎週水曜日

（令和２年11月処理分） 町長交際費とは、町

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
０件
０件
０件
０件
０件
０件
０件

金

額
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

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 ○

【常用一般分抜粋】12月３日現在

職

求 人 情 報

種

人数

年 齢

船内作業員
看護補助者
（苓北医師会病院）
准看護師
（苓北医師会病院）
看護師
（苓北医師会病院）
医療事務
（苓北医師会病院）
自動車整備士
大工
（造作工事）
建築土木作業員
訪問看護師
看護師
【夜勤専従】
（天草慈恵病院）
准看護師
（天草慈恵病院）
介護福祉士
（天草慈恵病院）
施設管理
（はまゆう療育園）
看護師
（天草慈恵病院）
管理栄養士
（天草整肢園・苓龍苑）
調理員
理学療法士
［天草慈恵病院］
作業療法士
［天草慈恵病院］
重機オペレーター
医療事務
［天草慈恵病院］
（障）
警備課警備係／天草本渡地区
店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）
配膳係
ホテルフロント
ホテルフロント
（当直あり）
販売・店舗運営職
（リージョナル社員）
葬儀場フロアースタッフおよび事務
自動車整備
介護職
土木作業員
土木施工管理
（現場監督）
土木現場監督
現場作業員
土木作業員
看護師
（管理職）
（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）
訪問介護
（ホームヘルパー）
介護員
［生活支援員］
（はまゆう療育園）
准看護師
（はまゆう療育園）
看護師
（はまゆう療育園）
警備係／天草市地区

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

59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
不問
44歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
64歳以下
44歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
18歳以上
35歳以下
不問
不問
18歳以上
35歳以下
59歳以下
59歳以下
不問
不問
不問
不問
40歳以下
不問
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
18歳以上

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

賃

金
（単位：円）

200,000円～210,000円
135,400円～136,000円
153,000円～200,000円
180,000円～225,000円
135,400円～158,000円
150,000円～240,000円
183,600円～248,400円
176,000円～286,000円
177,500円～243,000円
149,100円～163,100円
192,500円～207,500円
178,200円～219,700円
183,400円～210,400円
233,000円～253,000円
164,430円～211,330円
140,000円～193,070円
205,000円～250,000円
205,000円～250,000円
220,000円～250,000円
163,000円～202,200円
141,050円～189,875円
191,000円～243,000円
137,600円～137,600円
137,600円～137,600円
137,600円～137,600円
180,000円～232,000円
136,800円～230,000円
152,000円～220,000円
138,000円～168,000円
150,000円～200,000円
190,000円～280,000円
220,000円～310,000円
171,750円～194,650円
184,500円～203,000円
303,000円～313,000円
194,000円～249,500円
168,800円～193,800円
155,600円～173,600円
168,000円～190,500円
195,000円～225,000円
141,050円～203,849円

求人番号

4434101
4379901
4383501
4384001
4385301
4422301
4297901
4302901
4307201
4308501
4309001
4310901
4313701
4320401
4329101
4352601
4198001
4199301
4206101
4146501
43010-34437401
15070-15242901
4124601
4127401
4128701
15070-14809501
4102701
4042001
4049801
4052901
4054401
4005401
4006701
3891301
3924401
3925701
3926801
3942801
3946301
3947601
43010-31598101
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