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将来への誓いを立てる﹁立
志式﹂が苓北中学校で行われ
ました︒
２月 日に実施された立志
にともなう登山では︑天草下
てんじく
島最高峰の
﹁天竺︵５３８ｍ︶﹂
を目指し︑２年生 人が登頂
に挑戦︒一人も遅れることな
く全員が登頂をはたし︑頂上
では澄んだ空気とお弁当を楽
しみました︒立志の記念植樹
だいき
を行った桃田大暉さんは﹁ど
んなに辛いことがあっても仲
間達と乗り越えて行きたい﹂
と話しました︒
３月 日には同校体育館で
立志式が開催され︑生徒一人
ひとりがこれまでの日常生活
や学校生活を振り返り︑自信
に満ちた大きな声で保護者や
先生らに決意や目標を発表し
ました︒

る町／いきいき

と暮

れいほく（令和３年）３月号
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誓いを立てて

いざ大人へ。
苓北中学校「立志式」

商工観光課
☎35−3332

数量限定で発売
季節限定版

し ら ぬ い

ぎゅ 不知火

秋ver.
（９～11月） 冬ver.
（12～２月）
●販売価格 一枚３００円（通常版と限定版の二枚セットは５００円）
●販売枚数 各種先着２００枚（一人２枚まで）
●販売場所 苓北町歴史資料館 ☎３５－０７１２（休館日／木曜）
※御城印は登城記念のため、郵送での販売は行っていません。

春ver.
（３～５月） 夏ver.
（６～８月）
季節ごとのイメージが押印された御城印を数量限定で販売します。富
岡城は島原・天草一揆で、幕府側の拠点として一揆勢からの総攻撃を受
けましたが必死の守りで落城を免れた歴史があります。これにより難攻
不落の城富岡城の御城印には
「落ちない御利益」があると言われています。

vol.687

2021 March

３

■ 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３年３月22日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

新 御城印
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熊本県は全国トップクラスの柑橘類の生産量を誇り、中でも
ヘタがぽっこり膨らんだシルエットが特徴的な「不知火」の
生産は、天草地方が盛んです。町内でも一年を通じて温暖な
気候を生かして、20 戸ほどの生産者が愛情を込めて育てて
います。路地ものは２月から３月にかけてが旬で、爽やかな
酸味と濃縮した甘みが特徴です。

ＣＯＶＥＲ 甘さが

告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

告知端末 の電源は入れておきましょう！

❶頂上ではサザンカの植樹※サザンカの
花言葉は「困難に打ち勝つ」❷❽登山は
往復11kmの道のり➌見た目も味も100
点の手作りお弁当➍山桜も開花間近➎絶
景を眺めながらの昼食➏壇上で立志の誓
いを述べる生徒➐４月からは最上級生へ

❺
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
苓北中学校卒業証書授与式

コロナ禍を乗り越え
63人が学び舎を巣立つ
３月14日、統合後４回目となった新生
苓北中学校の卒業式が、苓北中学校体育
館で執り行われました。
今年、中学校を卒業する生徒は63人
（男子32人、女子31人）
。式が始まるとマ

❶

たちを保護者・先生らが拍手であたたか

天草拓心高等学校マリン校舎

く迎え入れました。

「３級海技士」難関試験に３人が合格

ひとし

式では、倉田斉校長から一人ひとりに
卒業証書が手渡され、在校生からの送辞
や記念品の授与などが行われました。
卒業生を代表して答辞をおくった荒木

たい と

泰斗さん（＝馬場）は
「５５１日間の中学校
生活の中でコロナもあり、
『学校に行く』

❷

❸

❶

スク越しに澄んだ眼差しで入場する生徒

というごく普通の事が、いかにかけがえ
のないものであったかということを感じ
ました」
と学校生活を振り返るとともに

❷

２月28日、海技士の筆記試験に合格した生徒への表彰式が、天草
拓心高等学校マリン校舎で行われました。海技士は大型船舶の運航
に必要な国家資格で、今年度、難関とされる３級の試験に同校から
３人が合格。年度内に全３科目（航海・法規・運用）の筆記試験に

❸

合格した生徒がでるのは３年ぶりで、合格者のひとり３年生の福田

❶４級海技士の筆記試験にも多くの生徒
が合格➋「勉強のコツは１時間毎に休憩
をはさむこと」と話す福田大輝さん➌生
徒が海洋の知識を学んだマリン校舎の実
習船「第５代熊本丸」

だい き

大輝さん（＝浜之町）は「進学先でも上級資格の取得のため勉強して、
コンテナ船の船員を目指したい」とこれからの意気込みを話しまし
た。

先生、在校生、親に向けて感謝の気持ち
を伝えました。
❶答辞を倉田校長へ手渡す卒業生代表の
荒木泰斗さん❷体育館の壁一面に掲げら
れた先生から卒業生への手書きメッセー
ジ➌551日間の中学校生活に思いを巡ら
せ在校生からの送辞を聞く生徒➍保護者

❹

❺

❷

まこと

代表の挨拶を行う富田誠さん（＝本郷）
➎保護者に見送られる生徒たち

❶

熊本県社会福祉功労者表彰

立山キミヨさんに表彰状
３月９日、町長室で熊本県社会福祉功労
者表彰状の伝達が行われ、立山キミヨさん
（＝新町）
が表彰を受けられました。
立山さんは、苓北町身体障害者福祉協会
の役員を平成14年４月から現在までの
19年間務められ、今回、社会福祉の向上に
大きく尽くされた功労が認められての受
伝達された表彰状を手にほほえむ立山さん
（場所：町長室）
3

広報れいほく ２０２１ ３月号

賞となりました。

❸

❹

❶表彰を受けた岩下委員長（中央右）
➋➌➍令和元年１０月２６日・２７日に
開催された富岡城お城まつり

富岡城お城まつり の取り組みが

熊本県 の「地域づくり夢チャレンジ大賞」を受賞

熊本県では、地域団体や市町村が行う自主的な地域づくりの取り組みに対し、
「地域づくり夢チャレンジ推進補
助金」による支援が行われており、令和元年度にこの制度を活用した取り組みの中から、他のモデルとなるような
優れた取り組みを行ったとして
「富岡城お城まつり」の取り組みが「地域づくり夢チャレンジ大賞」
（県知事表彰）
を受賞しました。

み つ よ

２月２４日に天草広域本部で表彰状伝達式が実施され、当日は、古森美津代天草広域本部長から富岡城お城まつ
ただし

り実行委員会委員長の岩下忠さん（＝紺屋町）へ表彰状が授与されました。
岩下実行委員長は、
「地域資源の発信力強化と郷土芸能の再興に取り組んだ成果が評価を受け大変うれしく思
います」と語りました。
広報れいほく ２０２１ ３月号
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町でもワクチン接種が始まります

新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
町 ３9−０００２
☎３５−３３３０ 〇

対象者

接種券送付時期

接種開始時期

①高齢者
（65歳以上）

３月下旬以降

５月上旬以降

②高齢者施設の
４月以降
従事者など

５月上旬以降

③基礎疾患が
ある人

５月以降

①、②の接種
開始以降

５月以降

③の接種開始
以降

④上記以外

※「基礎疾患がある人」は町で把握できません
ので基礎疾患をお持ちの人は対策室へご連
絡いただきますと
「接種券」を郵送いたしま
す。
※ワクチン接種の回数は２回で無料です。

5
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❸

基礎疾患のある人とは
次のいずれかにあてはまる人です。
１．以下の病気や状態で、通院または入院し
ている人
➀慢性の呼吸器の病気
②慢性の心臓病（高血圧を含む）
③慢性の腎臓病
④慢性の肝臓病（脂肪肝や慢性肝炎を除く）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病また
は他の病気を併発している糖尿病
⑥血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
⑦免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性
腫瘍を含む）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる
治療を受けている
⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能
が衰えた状態（呼吸障害など）
⑪染色体異常
⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の
知的障害とが重複した状態）
⑬睡眠時無呼吸症候群
２．基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の人
※BMI＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）
※BMI30の目安→身長170㎝で体重87㎏
→身長160㎝で体重77㎏

❺

❻

❶ホールポストにホールインワン❷地域の仲間と一緒に参加し
ました❸みんなといると自然と笑顔に❹休憩中の仲間との会話
いち じ
も楽しいんです❺参加者中最高齢（93歳）の髙橋一司さん
（＝城
たえ こ
❹ 下）❻最低打数で優勝した長峰妙子さん
（＝中通）

老人クラブで健康寿命をＵＰ

何もせーでん、家ん中ひっかじゅうどったら、
認知症になったり、足腰ん弱って、

介護してもらわにゃならんごてなっぞ！

老人クラブでは︑﹁健康／
友愛／奉仕﹂を合い言葉に︑
自分一人ではできない事も
仲間と協力して楽しく活動
してます︒
２月 日︑苓北町老人ク
ラブ連合会が開催するグラ
ウンドゴルフ大会には町内
から２００人近くが集まり︑
﹁今度は強く打ち過ぎたば
い﹂﹁よかよか﹂と楽しい笑
い声とともに︑コツンとボ
ールを打つ音が春の澄んだ
空に響きました︒
老人クラブの活動はグラ
ウンドゴルフ以外にも︑地
区によっては定例会や美化
活動︑サロンが開催される
など様々です︒集まること
で自然と会話が増えて笑顔
が 生 ま れ る ︱ ︒﹁ 笑 う こと ﹂
は健康寿命の延伸や︑認知
症予防の効果が期待できる
ため︑会員もコミュニケー
ションがとれる良い機会と
とらえて入会している人も
多いです︒
町でもひとり暮らしの高
齢者が増える中︑老人クラ
ブではみんなの知識や経験
を生かして︑地域を豊かに
する社会活動に取り組んで
います︒

▼接種スケジュール
（予定）

❷

苓 北
老人ク 町
ラ
連 合 ブ
会

現在、町民の皆様に安心して新型コロナウ
イルスワクチンの接種を受けていただけるよ
う、町では新型コロナウイルスワクチン接種
対策室を設置し、関係医療機関と調整を行い
ながら接種に向けて準備を進めています。
対策室では、３月下旬から６５歳以上の高
齢者へワクチン接種に必要な「接種券」の郵
送を開始し、順次対象者へ郵送する計画とし
ています。
また、一番早い対象者へのワクチン接種は
５月上旬を予定していますが、町に配分され
るワクチンの量に応じて接種できる人数や時
期が変わってきますので、ワクチン接種が可
能となりましたら、告知放送などを通じて皆
様にお知らせします。

❶
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募集中

仲間を

苓北町老人クラブ連合会長
ゆう し ろう

神﨑 雄史郎さん（=下向）

老人クラブにかたってみらんね

老人クラブでは新たな仲間（新規入会者）を募集しています。おおむね
６０歳以上の人で「仲間を作りたい」
「おしゃべりを楽しみたい」
「体を
動かしたい」など理由は問いません。グラウンドゴルフが好きな人だ
けでチームを作ったり、行政区を超えて別のチームに参加してもＯＫ
です。

※今回入会された場合、今年の会費は無料です

広報れいほく ２０２１ ３月号

4

りんご ぐみ のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

宮原保育園

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

未来へ

はばたけ

総務課広報係
内２０７
☎○

もうすぐ１年生。春の壁面と鉛筆立てを作りました。心も身体もとても大きく成長した子ども
達。小学校でも色んなことにチャレンジして頑張ってね。先生たちみんなで応援しています。

元気いっぱいでとても
明るくて、毎日笑顔の
絶えないすてきなクラ
スです。

クラスのみんなから先生へ

勉強の他にもあいさつや返事
を教えてもらいました。６年
生になっても生かしたいです。

先生からクラスのみんなへ

４月からいよいよ最上級生で
すね。志岐小の顔として、責
任を持って明るく元気に頑張
りましょう。

小学生の作文

『海岸のゴミ拾いをして
思ったこと』
富岡小学校５年

仁田

とう

ま

叶真 さん

総合的な学習の時間に５年生
９名で︑富岡港近くの海岸のゴ
ミ拾いをしました︒
﹁ここにある︒見てみて︒﹂
﹁こっちもあるよ︒﹂
しているうちに︑海岸がどんど
んきれいになるので楽しくなり
ました︒いろいろなゴミがある
中で︑一番多かったのがプラス
ティックゴミでした︒
﹁海の中のマイクロプラステ
ィックによって生きものが苦し
められている﹂という話を︑授
業中に友達から聞いたことがあ
ります︒ぼくは︑富岡でも同じ
ようなことが起こっているなぁ
と思いました︒
学校に帰り︑みんなで拾った
ゴミの重さを量ってみました︒
すると︑５・６㎏ありました︒
ぼくは︑９名で 分ほどしか拾
ってないのに︑多すぎると思い
ました︒そして︑もし︑ゴミを
海に捨てている人がいたら︑や
めて欲しいと思いました︒

５

おもいやり

クラスの自慢

学校自慢

60

志岐小学校５年生
7
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（男子18人 女子13人 計31人）

担任：甲田 正 先生

広報れいほく ２０２１ ３月号
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松下
のぼる

昇 さん

２度の台風襲来は︑用水路の水が溢
れだして︑１つの田んぼが水浸しにな
り︑苗を植え直しました︒それに農場
の納屋の屋根が吹き飛び︑まだ修理で
きていません︒開発途上国にも関わら
ず︑停電や断水が１週間くらいで回復
したので助かりました︒家政婦さん
が︑井戸水の確保︑洗濯など奮闘して
くれたので︑さほど日常生活は困りま
せんでした︒もともと︑コロナでステ
イホームだったので︑ご近所の方たち
ものんびりと自宅で︑くつろいでいた
ようでした︒
気候には身体が慣れてきたのです
が︑作業者とのコミュニケーションは
まだまだです︒地元住民による泥棒被
害は甚大でオートバイ︑エンジンポン
プ２台︑灌漑用ホース２００m︑プロ
パンガスなど次々と盗まれてしまいま
した︒盗難はリーダーを含め集落全体
で行われるので手に負えません︒警察
もありますが︑集落の役員たちが日常
のトラブルを処理しており︑自治組織
によって安全が保たれています︒西部
劇の世界と同じです︒盗難対策として
は︑地元の住民との信頼関係を作り︑
盗難されないようにするしかないよう
です︒
昨年は天候も含め︑畑を耕す以前の
困難を実感した１年でした︒
そういうこともあり︑今年は︑ ㌶
の農地を３㌶に縮小し︑稲作だけにし
ています︒５回目の稲作を実践中です
が︑収穫高は周りの農家の半分位で

松本果樹園

苓北のみかんの中でも最も糖度が高い袋掛け、
みかんの「夢味ときめき」の出荷の様子を見学
しました。皮の木目が細かく、果梗枝といわれ
ている枝の部分が細いのが美味しいみかんだそ
うです。枝ごとにみかんの糖度を測定し、袋を
掛け樹上にて完熟させ、一つ一つ中身を確認し
てから選別されたものが出荷されます。手間が
掛かる夢味ときめきは、贅沢な幻のみかんと呼
ばれるのも納得でした。
4月以降の地球のやどかり紀行は、情報発信
と並行してイベント企画や特産品開発など協力
隊の活動内容を盛り込んだ記事にして参ります。
やどかり太郎
か こう し

広報れいほくでは︑町出身者の近況
やご活躍なども募集しています

す︒今年も引続き︑周りの農家の畑作
業を見つつ︑アドバイスを受けなが
ら︑平均的な収穫高１㌶で４４００㌔
を目指してやっています︒
苓北のことを思い出すのは︑子供の
頃に眺めていた自然の風景で︑春先の
白岩崎と岩礁に押し寄せる白い波︑見
事な松林の曲先︑灯台から眺めた東シ
ナ海︑夕陽を浴びながら波を切って帰
やきだま
港する焼玉エンジンの漁船︑富岡の諏
はつうま
訪神社の初午と桜︑冬には雪化粧をし
た袋池︑島原半島と通詞島の眺望︑夕
陽の天草西海岸︑夜に点滅する長崎鼻
の灯台など︑こんなに素晴らしい風景
を見て育ったので︑すでに観光地化し
てしまった風景をみても︑﹁ああ︑こ
んなもんね﹂って感じにしかなりませ
ん︒フィリピンの友人たちが︑きれい
な風景を一緒に見に行こうと誘ってく
れるのですが︑美的価値観の違いもあ
って︑天草の風景を超える感動はあり
ません︒﹁美しい風景を思い描いてく
ださい﹂と言われたら︑いつもこの風
景を再現しています︒これだけでも︑
苓北で生まれ育ってラッキーだったと
思います︒

▲美味しいみかんの見分け方を説明する様子

畜産の現場を拝見させていただき、福島の動画を思い
出したので以下のQRコードにて紹介します。福島弁で
話す植松さんの姿が、当時東京にいながら故郷の福島へ
の想いを強くする切っ掛けの一つになりました。
田舎には個性がありそれこそが魅力です。 苓北らし
さ を動画のコンテンツとし
原発20キロ圏
内に生きる男
て発信していきたい、と考
- Alone in the
えています。
Zone
▲牛の足をハサミで切る様子

～文化は牛舎に宿る～

肥育のステージへ向かう前の牛の爪切りを見学しまし
ひづめ

状態に保つために大切な作業になります。爪切りの合間

に牛に話しかける姿は、まるで人間の親が子に接するよ
うな深い牛への愛情を感じました。

皆様お元気でしょうか？
私はフィリピンで︑４度目の正月を
迎えました︒
昨年の７月に借家が火災で全焼しま
した︒原因は配線のショートで︑やれ
やれと思いましたが︑ご近所の方たち
がすぐに住む所︑衣類︑食料を支援し
てくれて助かりました︒本当に困って
いる時には︑無条件に助けてくれると
いうフィリピン人のいいところを経験
しました︒
それ以後︑ご近所の方とも言葉は通
じませんが︑一層親密になりました︒
パソコン︑携帯電話など壊れたため︑
半年ほど音信不通になり︑今でも完全
復旧していないため︑この手紙がホン
マの生存証明になっています︒
コロナの影響は大きく︑︵フィリピ
ンの︶ルソン島では︑子供と老人は外
出禁止︒都市と集落︑道路が封鎖され
てしまいトラクターが畑に行けないど
ころか私自身が畑に行けない状況です
し︑商店なども閉まっているためポン
プの修理などができずイライラの毎日
です︒
フィリピンは発展途上国ですが︑政
府が食糧を２回各戸に配給し︑収入の
ない家庭には１万円ほどの給付金を配
布しています︒
写真の忘年会の時に︑酪農家の八巻
夫妻が﹁こんな困難な状況でも私達の
事業は︑つぶれないんだ︒消費者の方
に支えられていること実感した﹂と言
われていたのが印象的でした︒

〜 苓 北 の 季 節 〜
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た。削蹄といわれ、牛の蹄を定期的に切って牛を健康な

さく てい

8
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地域おこし協力隊 関根

日本人の友人らとの忘年会（松下さんは中央後方）

︵出身=志岐・紺屋町︶

ふるさと
通信

▲鼻に紐を通し頭を固定している牛の様子

NO.8
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。

＝家族で一緒にクッキング＝

。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
わか たけ じる

若竹汁

● 材料

【１人分】エネルギー 72kcal／
タンパク質 5.7g／脂質 4.0g
炭水化物 3.5g／食塩相当量 1.5ｇ

誰か…髪の毛
わけてください

● 作り方

①タケノコ、ニンジンは食べやすい大きさに切る。
ワカメは細かく切り、豆腐はさいの目切りにする。
②鍋に水を入れ、鶏こま肉、タケノコ、ニンジンを煮る。
③野菜に火が通ったら、豆腐とワカメを加え、Ａの調味料で
味をつけて完成。
※４人分

○鶏こま肉……60㌘
○タケノコ……120㌘
○ニンジン……20㌘
○ワカメ………50㌘
○豆腐…………100㌘
酒…………小さじ１
Ⓐ 塩…………小さじ1/2
しょうゆ…小さじ２
水…………600㎖

１歳おめでとう。

－HAPPY BIRTHDAY－

春の食材と言えば何を思い浮かべますか？今回は春の
食材を使った若竹汁をご紹介します。
若竹汁は、わかめとたけのこのすまし汁です。この組
み合わせはどちらも春先に収穫され味が合うため、
「春先
の出会いもの」と言います。わかめ（若芽）とたけのこ
（竹の子）から「若竹」という名前がつけられました。こ
れから旬を迎える「若竹」でおいしい旬のものに出会っ
てみてはいかがでしょうか。

食べるの大好き♪
元気いっぱいの
いたずらっ子です！！
やま

もと

山本

こ

の

かい

心望ちゃん

ばら

海原

たか

と

一仁くん

【上津深江】

【坂瀬川出身／熊本市在住】

令和２年２月15日生

令和２年４月５日生

父・勇太さん

母・琴海さん

父・弘尚さん

母・佑貴子さん

お子さんの写真を
広報れいほくに
載せてみませんか？

坂瀬川保育園のお友達

苓北町子育て支援センター

出発進行！
年度末を迎え、４月から始まる新たな生活の
準備に忙しい方もいらっしゃるのではないでし
ょうか。環境の変化は心身ともに負担がつきも
のですが、気を張り過ぎずにほっと息抜きをし
ながら乗り越えましょう。きっと素敵な出会い
があります。
子育て支援センターも新たな出会いを心待ち
にしています。親にとっても
子どもにとっても他者との関
わりは良い刺激になります。
お出かけのついでにふらっと
寄ってみませんか？

■開設日時
■開設場所
11

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365

広報れいほく ２０２１ ３月号

取れるかな？

ふ れ あ い 広 場

苓北町出身者でしたら
どなたでも
応募可能です！

何して遊ぶ？

information

４月・５月で満１歳になるお子さんの写真を募集します
ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：赤ちゃんのＯ脚が気になります。
Ａ：赤ちゃんのO脚は「生理的Ｏ脚」と呼ばれ、ごく普通
のことです。歩き始めもＯ脚であることがほとんどで、
その後自然と改善していき２歳頃にはほぼまっすぐに
なります。ただし、O脚の程度が強い場合や歩き方や
立ち方に異常がある場合には病院で診てもらいましょ
う。

▼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。
▼申込期限
４月16日㊎まで

▼必要事項
①お子さんの氏名、性別、生年月日 ②親の氏名
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５月号
内２
０７
総務課広報係 ☎〇
michida-k@town.reihoku.lg.jp

広報れいほく ２０２１ ３月号
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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

富岡地区女性の会

愛情弁当づくり
２月２８日、毎年恒例の「愛情弁当作り」を行い
ました。今年の愛情弁当は、新型コロナウイルス感
染拡大予防のため、３密を避けソーシャルディスタ
ンスを確保するなど、感染防止に徹底して取り組み
ました。
【今年の愛情弁当】
ちらし寿司／野菜と
天ぷらの煮物／煮豆／
卵焼きなど

赤い羽根共同募金のお礼

ご協力ありがとうございました
赤い羽根共同募金運動が令和２年１０月１日から
全国一斉に展開されました。苓北町でも多くの皆様
に温かいお心をいただきました。

募金額（令和２年度）
【内訳】
戸別募金
法人募金
街頭募金など

１，
６１０，
５９１円
１，１４３，０００円
３７０，０００円
９７，５９１円

※事業所・職域募金・募金箱設置にご協力いただ
いた皆様をご紹介します
【坂瀬川地区】
㈱双川建設・猪口医院・宮原保育園・㈱キューア
サ・坂瀬川保育園・㈲日慎運輸・㈱長濱興業・㈲
錦戸産業・坂田無線商会・味千ラ―メン苓北店・
㈲苓北プロパン・㈲ハヤシ住建・田尻建設㈲・㈱
シンメイ
【志岐地区】
小規模多機能ホームはるかぜ・グループホームひ

まわり・志岐保育園・㈱カネマツ・㈱レイジュ
ウ・国照寺保育園・㈱エコアッシュ・特別養護老
人ホーム楽洋の里・㈱シープル・青砥歯科医院・
㈱安田屋苓北給油所・ＪＡれいほく・天草信用金
庫苓北支店・あらき歯科医院・㈲坂西商店・㈱長
井商事・西日本プラント工業㈱・㈲苓北浄化槽管
理センター・㈱天草みらいコンクリート苓北工
場・綜合環境保全㈲・㈱苓北グリーンサービス・
㈱ボンディーヌ長崎・㈱みのり商事・フレンドシ
ョップたかはし・㈲松栄建設・㈲斉藤商会・㈲松
下自動車・宮崎薬品・㈲渡辺自動車
【富岡地区】
富岡保育園・苓北クリニック・苓北医師会病院・
苓北電工㈲・みくりや・肥後銀行富岡支店・天草
漁業協同組合苓北支所・トータルファッションも
り・㈲本川海産食品・㈲三英マーク・㈱苓北薬
局・植田工務店㈲・熊日天草西販売センター・大
協モーター・㈲ミヤザキ・吉田工務店
【都呂々地区】
都呂々保育園・㈲木山陶石鉱業所・㈱光製作所・
新光商事㈲
【街頭募金・募金箱】
苓北町役場本庁窓口及び出張所（坂瀬川・富岡・
都呂々）・坂瀬川郵便局・苓北町保健センター・
麟泉の湯・苓北町温泉プール・㈱シープル・苓北
郵便局・志岐集会所・苓北町老人福祉センター・
苓北医師会病院・富岡郵便局・富岡ビジターセン
ター・都呂々郵便局・苓北町新ふれあい館・ＪＡ
れいほく金融本店
【職域募金】
九州電力㈱苓北発電所・苓北町役場・苓北町土地
改良区
【学校募金】
富岡小学校・志岐小学校・苓北中学校・都呂々小
学校・坂瀬川小学校・天草拓心高校マリン校舎
（令和３年３月１２日現在）
※今年度ご協力いただきました募金は、令和３年度
に地域配分金として苓北町社会福祉協議会に配分
され、苓北町の福祉事業に活用されます。

小学校新入学児童へ入学準備金
中学校卒業生徒へ卒業祝金を贈呈
苓北町社会福祉協議会では３月１２日に、ひとり
親家庭で令和３年度に小学校へ入学する子どもを養
育する４世帯に「小学校入学準備金」を、令和２年
度に中学校を卒
業する子どもを
養育する１３世帯
に「中学校卒業
祝い金」を苓北
町保健センター
にて贈呈しまし
た。

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.238

祝！米寿！！
家族が多くて幸せです。
はま

さき

こ

濵 﨑 マ ツ子 さん

（昭和８年３月４日生まれ）満８８歳

尾越区在住

問 好きな食べ物

〈プロフィール〉
苓北町富岡一丁目にて、阿部家６人兄妹
（男
３人・女３人）の次女として生まれる。幼い頃
はいわゆるお嬢様育ちで、家族に可愛がられて
育った。
小・中学校を卒業したあとは、家業の漁師の
手伝いをしながら過ごしていたが、しばらくし
て阿蘇にある杖立温泉に花嫁修業もかねて、仲
居さんとして働きに出た。
数年後の昭和３０年にお見合いでご主人とな
る秀喜さんと出会い、両親に苓北まで連れ戻さ
れて結婚となった。３人
（男２人女１人）
の子宝
に恵まれ、今では孫が７人とひ孫が５人いらっ
しゃる。
結婚後は、子育てと農業に精を出した。マツ
子さんにとって農業は初めてのことで、実家に
も畑が少しあったものの何も分からず、着物で
行ったこともあった。大変な苦労をしながら、
米・かぼちゃ・いもやレタスなどを夫婦で作っ
た。
昨年、ご主人の秀喜さんが病気のため亡くな
られたが、家族が８人と多く、孫夫婦やひ孫も
一緒に住んでいて寂しさを感じることはないと
話された。
３月６日、マツ子さんは家族に囲まれて米寿
祝いを迎えられた。
「家族みんな、ひ孫たちにも祝ってもらえて、
私は幸せ者です。」
マツ子さんは笑顔で話された。

とにかくお米が好きです。あとは、果物が好きで、バナナとみ
かんが大好きですね。

問 好みの男性のタイプは
おやじさん（ご主人の秀喜さん）が好みです。白髪頭は好かん
かったですけど（笑）

問 私の趣味
以前は、日記を毎日欠かさずに書いていたことと、家の庭で花
を育てていました。今は、カラオケとか唄うのが好きです。

問 私の健康法
体操をしたりしていて、デイサービスに行った時も少しでも体
を動かすようにしています。

問 思い出
子どもの頃に友達とみんなで話をしたり、街中に遊びに行って
なわとびなどをしたことが思い出です。

問 若い世代へ伝えたいこと
伝えたいことではなかかもしれんですけど、家族８人で住んで
います。孫やひ孫たちも一緒に住んでいて毎日話しかけたりし
てくれるので、私は幸せ者です。

問 町へのメッセージ
何でもしてくれらすけん良か所です。私もそうですが、高齢者
に優しい町で良かったです。

（マツ子さんが話された内容で掲載しております）

秀喜さんと結婚

金婚式記念に

米寿祝いでひ孫たちと一緒に
13
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見直し
ポイント

固定資産税における
その２ 雑種地課税

３年に一度の見直し

固定資産税の
評価替えを行います

☎３５−１１１５

税務住民課

「評価替えとは？」

雑種地の評価は、土地の位置、利用状況等が考慮され、近隣住宅の価額に補正率を乗じて決
定します。
※見直しに伴い使用状況に応じては税額が増える場合もありますのでご理解をお願いします。

土地の価格は変動し、家屋は年数が経過すれ
ば価値が下がります。その動きを３年ごとに見
直す制度を「評価替え」といいます。具体的に
は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に
基づいて価格を見直すこととなっており、令和
３年度はこの評価替えを見直す基準年度です。
雑種地
見直し
ポイント

その１

住宅用地に対する
課税標準の特例

種類

小規模住宅用地
（住宅１戸につき２００㎡以下の住宅用地）

一般住宅用地
（住宅１戸につき２００㎡を超える住宅用地）

特例措置

課税標準額を６分の１に減額

課税標準額を３分の１に減額

特例措置適用の計算例
➀床面積100㎡の「専
用住宅」が１戸建っ
ている500㎡の宅
地の場合

専用住宅（100㎡）

宅地（500㎡）
この場合、住宅用地の率は1.0となり、500㎡
全てが住宅用地となります。また、500㎡の
うち200㎡が小規模住宅用地、残りの300㎡
が一般住宅用地となりそれぞれに特例措置が
適用されます。
15
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利用状況

補正率

○宅地と同等の価値があり家屋を建築するのに造成が不要な土地
○駐車場・資材・廃材置場等に利用されている土地で、整地がさ
れており家屋を建築するのに造成が不要な土地
○給水施設が整備され家屋の建築が見込まれている土地

0.5

○駐車場・資材・廃材置場等に利用されている土地で、整地がさ
れておらず家屋を建築するのに造成が必要な土地
○太陽光発電施設用地 ○私道

0.3

○未利用で草木が繁茂し、放置されており、家屋を建築するのに
相当の造成が必要である土地（利用価値がない土地）

0.1

【参考】苓北町資産
（土地）
評価事務取扱要領

住宅用地の特例適用について現地調査を
行い利用状況に応じた見直しを行いました。

専用住宅や併用住宅など住居部分のある家屋の敷地になっている土地のことを「住宅用地」
と呼びます。住宅用地はその大きさに応じ「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の種類に分
類され、それぞれに税の負担を軽減するため特例措置が適用されます。

②床面積100㎡の「併
用住宅」で、そのう
ち25㎡が居住部分
の住宅が１戸建っ
ている500㎡の宅
地の場合

併用住宅（100㎡）
※25㎡が居住部分

宅地（500㎡）
併用住宅で住居部分が1/4以上1/2未満の場合、
住宅用地の率は0.5となり、500㎡のうち250
㎡が住宅用地となります。また、500㎡のう
ち200㎡が小規模住宅用地、50㎡が一般住宅
用地、残りの250㎡は非住宅用地となり、非
住宅用地分は特例措置対象外となります。

土地の課税地目が雑種地で、駐車場、資材置場、
太陽光発電設備用地などの用途としている土地に
ついては「宅地批准方式」に見直し、算出した価
格に「苓北町資産（土地）評価事務取扱要領」に
基づき評価区分に応じた補正率を乗じて評価額を
決定しています。

固定資産税の土地・家屋価格などの
帳簿を見ることができます

固定資産税課税台帳の閲覧・写しの
取得申請ができます

●縦覧できる人
町内に所有する土地・家屋の納税者（ま
たは代理人）／納税管理人

●閲覧できる人
①納税義務者（または代理人）や納税管
理者／②土地・家屋を借りている人で賃
借料等を支払っている人／③土地・家屋
の所有者や管財人などの固定資産税を処
分する権利がある人

●縦覧期間
４月１日㊍～６月30日㊌
※平日の８時30分～17時15分
●縦覧内容
▽土地価格等
所在／地番／地目／地積／評価額
▽家屋評価等
所在／家屋番号／種類／構造／床面積
／評価額
※所在者の住所や氏名または名称、非課
税物件等は記載されません。
●手数料

無料

●その他
縦覧する場所は、役場税務住民課で「運
転免許証」や「保険証」など本人確認が
できるもの（代理人の場合は委任状も必
要）を持参してください。

●受付開始
４月１日㊍～翌年３月31日㊍
※平日の８時30分～17時15分
●手数料 一通３００円
※写しに証明が不要な場合は６月30日㊌
までは無料です。
●その他
閲覧する場所は、役場税務住民課で「運
転免許証」や「保険証」など本人確認が
できるもの（代理人の場合は委任状も必
要）が必要です。②の人は賃貸借契約書
や賃借料払込領収書など資格を証明でき
るもの。また、法人の使者の場合は、法
人印が押された委任状と使者の身分を証
明できるものが必要です。
広報れいほく ２０２１ ３月号
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掲載希望は総務課広報係へ

日㊌
担当／道田

☎〇内207

新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から︑令和３年度は次の行事を中
止しますのでお知らせします︒
▽苓北町戦没者追悼式︵４月︶
福祉保健課 担当／長舩
☎ ︱１２６３

行事の中止

総務課

お知らせ版に掲載した﹁カレンダ
ー﹂の中で︑次のとおり誤りがありま
したので︑お詫びして訂正します︒
▼坂瀬川の不燃ごみ・資源物の回収
︻正︼４月７日㊌
︻誤︼３月

お詫びと訂正
お知らせ版３月５日号

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

住所の異動手続きは忘れずに
行いましょう
入学や就職︑転勤などによる引っ越
しで住所を異動する人は︑窓口での正
確な住所の届け出が必要です︒
住民票の住所の異動届︵転出届・転
入届・転居届など︶は︑国民健康保険
及び国民年金の資格の確認や︑選挙人
名簿への登録などにつながる大切な手
続 き で す ︒ ま た ︑ 身 分 証 明 書 と なる
﹁マイナンバーカード︵ 個 人 番 号 カ ード︶﹂
の
﹁住所﹂等は最新のものにする必要が
ありますので︑忘れずに届け出を行い
ましょう︒
税務住民課 住民班
☎ ︱１１１５

町では花のある美しい環境づくりの
ため﹁花いっぱい運動﹂を進めていま
す︒これまで花の苗や肥料などの資材
を年４回配付していましたが︑令和３
年度から年１回︵ 月︶の配付となり
ます︒４月以降に﹁花いっぱい運動﹂
への参加団体を募集しますので︑希望
される団体は左記へお申し込みくださ
い︒

﹁花いっぱい運動﹂に関する
お知らせ

35

商工観光課 担当／規矩
☎ ︱３３３２

▼会費
▼定員

１回３００円︵全 回︶
人

坂瀬川公民館 担当／金子
☎ ︱０２３１

永年無事故運転者表彰
▼期日 ６月 日㊐
▼時間 受験するクラスに応じて開始
時間が違いますので︑左記へお問い
合わせください︒
▼対象 小学３年生以上
▼場所 天草教育会館︵天草市志柿町︶
▼応募締切 ４月 日㊎まで
▼応募方法・費用 天草教育会館ホー
ムページに掲載しています︒
□
申
︵一財︶
天草教育会館
☎ ︱２３５５

漢字検定の受験者を募集します

20

▼該当者 交通安全協会の会員で令和
３年６月末に免許取得後 年・
年・ 年・ 年を経過する無事故運
転者
▼申込期限 ５月 日㊎
▼申込方法 申込書を左記へ提出して
ください︒
※申込書は交通安全協会事務局及び役
場総務課に用意しています︒
▼その他 詳しくは左記へお問い合わ
せください︒
□
申
天草地区交通安全協会事務局
︵天草警察署内︶☎ ︱０１１０
10

春の全国交通安全運動
春は︑入学シーズンを迎え︑新入学
児童の交通事故が懸念されます︒ま
た︑高齢者が関係する交通死亡事故は
依然として多発しており︑特に夜間︑
早朝︑薄暮時の歩行中に多く発生して
います︒町民一人ひとりが反射材用品
の着用や前照灯の早めの点灯などを行
い︑交通事故防止に努めましょう︒
▼期間 ４月６日㊋~ 日㊍
▼運動の重点 ➀子どもと高齢者を始
めとする歩行者の安全の確保②自転車
の安全利用の推進③歩行者等の保護を
はじめとする安全運転意識の確保
総務課 担当／福田 郷 ☎〇内20８

地域資源有効活用事業に係る
モニタリング調査の結果を
公表します
町では︑地域有効資源活用事業に係
る内田工業団地内の実証工事︵石炭灰
リサイクル製品を利用した盛土工事︶
において︑石炭灰リサイクル製品の安
全性を検証するためのモニタリング調
査を実施しています︒
２月 日に実施したモニタリング調
査において︑石炭灰由来の項目は全て
国と県が定める基準値以内でした︒ま
た︑平成 年３月から行っている本調
査で︑石炭灰由来の項目が基準値を上
回ったことはありません︒
詳しい調査結果は︑町ホームページ
や役場企画政策課で閲覧ができます︒

企画政策課
担当／山口
☎ ︱３３３４

母校の校歌をラジオでご紹介

鯉のぼりは電線から十分離れたとこ
ろに立て︑鯉のぼりのポールを立てる
時や倒す時は︑電線にふれないよう注
意してください︒万一︑鯉のぼりが電
線にかかった場合は︑危険ですので絶
対に自分で取ろうとせず︑左記事業所
へご連絡ください︒
九電送配㈱ 天草配電事業所
☎０１２０ ︱９８６ ︱９５７

鯉のぼりは電線にふれないよう
ご注意ください

23

※以降は毎週火曜日に放送
※再放送有り
▼聴取方法 次のスマートフォン用ア
プリをダウンロードしてお聞きくだ
さい︒
▽ＦＭ＋＋︵エフエムプラプラ︶
▼その他 みつばちラジオでの放送開
始にあわせて﹁東京天草郷友会﹂の
ホームページに﹁校歌コーナー﹂が
開設され︑校歌の歌詞や楽譜︑歌や
伴奏を聞くことができます︒
東京天草郷友会 検索
みつばちラジオ ☎ ︱８８８０

高齢者のための無料職業紹介所

16
広報れいほく ２０２１ ３月号
内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

20

おおむね 歳以上の人に︑本人の希
望と能力に応じた仕事を紹介します︒
▼開所日
︵毎週︶月・水・金の 時~ 時
▼場所 天草保健所２階
※不在の場合は︑留守番電話にお名
前・電話番号・内容をお知らせくだ
さい︒後日︑連絡を行います︒
※事業主からの求人受付や紹介状発行
も行っていますので︑詳しくは左記
へお問い合わせください︒
熊本高齢者無料職業紹介所
天草相談所 ☎ ︱９７２７
16

21

﹁みつばちラジオ﹂では︑﹁わたし
の校歌・ふるさと便り﹂の番組で閉校
した小中学校を含む天草内の校歌を︑
卒業生など縁のある人の思い出ととも
に紹介します︒あわせて︑天草の地域
情報も発信しています︒
▼放送開始
４月６日㊋
時~︵ 分間︶

10

申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２１ ３月号

17

22

無料
公式アプリ

24

15

町ホームページ

20

注意喚起の
動画

23

30

12

17

35

23

60

40
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☎２２―３３０５
天草広域連合消防本部予防係

11

お知らせ

▼期日 ６月６日㊐
▼場所 熊本市、八代市、天草市（天草工業高校を予定）
、玉名市
▼種類 甲種、乙種（１～６類）、丙種
▼申込期間・申込方法
（書面申請）４月１２日㊊～１９日㊊
（電子申請）４月１５日㊍～２２日㊍
受験願書などについては、近くの消防署または分署へお尋ね
ください。

35

INFORMATION
31

危険物取扱者試験

10

35

天草スマートカレッジ

消防本部からのお知らせ

24

37

▼期日 ６月１５日㊋・１６日㊌※２日間
▼場所 天草広域連合消防本部３階（大会議室）
▼申込期間・申込方法
４月１２日㊊から１６日㊎までに、申込書に６ヶ月以内に撮影
した写真を添えて、近くの消防署または分署へ提出してくだ
さい。
▼定員 50人
▼受講料 ４，０００円

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

これからスマホ︵=スマートフォ
ン︶を基本から学びたい︑または地域
活動でスマホを活用したいと考えてい
る人の参加を募集します︒
▼対象 老人クラブ／婦人会／地域で
活動する団体のリーダーなど
▼期間 ４月~６月 ※毎週水曜日
▼場所 坂瀬川公民館

甲種防火管理新規講習会

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３年度会計年度任用職員

申 学校給食共同調理場
□
担当／川瀨 ☎３５−１２３３

学校給食の調理員を再募集します
▼職種／募集人数

▼申込方法

学校給食の調理員 １人
（調理場での学校給食の調理）

下記の①と②に必要事項を記入し、①に③を
貼り付けて④と共に学校給食共同調理場にお申
し込みください。

▼応募資格

①申込書（学校給食共同調理場に準備）
②履歴書（市販の履歴書でＪＩＳ規格のもの）
③写 真（３ヶ月以内に撮影したもの）
④資格証（資格を証明するもの等の写し）

苓北町に住所があり、調理師免許をもつ人ま
たは学校給食の調理ができる人

▼勤務の日数と時間

月１０日程度／８時から１６時３０分
※夏休み等で勤務日数が変動する場合有り

▼申込受付期間

３月２２日㊊～３０日㊋
※受付は平日の８時３０分から１７時
※郵送の場合は当日の消印可

▼報酬

（日額）７，
０６９円
※一定の条件で通勤手当あり

▼試験内容

▼任用期間

事務適性試験と面接
※試験の日時や場所は
後日通知を行います。

１年間（令和３年４月～）
※最長3年の更新あり

新型コロナウイルス感染拡大防止

みんなで感染の再増加を防ぎましょう
３月から４月にかけてはお花見や歓送迎会のシーズンとなり飲食の機会が増えますが、その
際には熊本県が作成した「会食時の感染リスクを下げる４つのステップ」に加え、屋外・屋内
に関わらず人と人との間隔をしっかり確保し、手洗いやマスクの着用を徹底したうえで感染者
が再び増加しないよう、自粛を含めた感染防止行動をとりましょう。

４つのステップ

会食時の感染リスクを下げる

01

予約時

02

会食前

19

・感染防止対策を講じている
お店を利用する
・大人数（５人以上）での会
食の場合は、「テーブルを
分ける」や「席の配置を斜
め向かいにする」

・体調が悪い場合は会食への
参加はしない

広報れいほく ２０２１ ３月号

03

食事中

04

会食後

・会話をする際はマスクを着用
し食べる時は会話をしない
（黙食）
・「大声での会話」や「席の移
動」、
「 箸やコップなどの使い
まわし」はしない

・「深酒」や「はしご酒」はし
ない

一人で悩まず相談してみませんか？

眠れない。
不安だ。

精神保健相談のお知らせ

こころが疲れると「夜眠れない」や「不安で
仕方がない」、「他の人が言っていることや態
度がとても気になる」など体調や気持ちに危険
信号が表れてきます。このようなときは、一人
で悩まず早めに相談をすることが解決の第一歩
です。
天草保健所では、専門医による相談を無料でお
受けしていますので、お気軽にご相談ください。
ご家族や関係者のみの相談でも構いません。
また、相談された内容を相談者の許可なく他言
することはありませんので安心してご相談くだ
さい。

▼相談
精神科嘱託医による相談を右記の日程で実
施します。
※相談は予約が必要ですので事前に天草保
健所までお問い合わせください。
※保健師による相談は、右記の日程に関わ
らず随時受け付けています。

天草保健所
保健予防課
☎２３−０１７２

▼場所

天草保健所（天草市今釜新町3530）

▼相談日程
月

相談日

時間

４月 15日㊍

５月 ７日㊎、20日㊍
６月 17日㊍

７月 ２日㊎、15日㊍
令和３年
８月 19日㊍
（2021年）
９月 ３日㊎、16日㊍
10月 21日㊍

14時～

11月 ５日㊎、18日㊍
12月 16日㊍

１月 ７日㊎、20日㊍
令和４年
２月 17日㊍
（2022年）
３月 ４日㊎、17日㊍

コロナ禍では近場の小旅行を楽しもう

バスに乗っていつもと違った旅へ
コロナ禍では３密を避けながら、近場で過
ごす旅のスタイルが人気です（マイクロツー
リズム）。遠出の旅は運転による疲れもたま
るため、たまには、ゆっくりと過ごせるバス
の旅はいかかですか。お手軽な料金で、いつ
もと違った景色を見ることができるかもしれ
ません。
また、お得な乗車券なども準備しています
ので詳しくは産交バス(株)天草営業所までお
問い合わせください。

天草－熊本間の高速バス「快速あまくさ
号」は、2011年には25万人の利用者でし
たが2020年はコロナの影響もあり11万人
ほどと大きく落ち込みました。路線維持の
ためにもバスの利用にご協力ください。

▼往復割引乗車券（本渡⇔熊本）
大人１人 ３,９８０円
※通常の往復運賃は4,560円です

▼【片道】福岡天草きっぷ（本渡⇔福岡）
大人１人 ３,８００円
※通常の片道乗継運賃は4,520円です

▼【片道】天草―阿蘇くまもと空港
乗継割引乗車券（本渡⇔熊本空港）
大人１人 ２,７２０円
※通常の片道乗継運賃は3,010円です

産交バス㈱天草営業所 ☎２２−５２３８
役場企画政策課 ☎３５−３３３４
広報れいほく ２０２１ ３月号
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農作業中は常に周囲の安全確認を

ストップ！農作業事故
天草広域本部農業普及・振興課 ☎２２−４２６４
役場農林水産課 ☎３５−１２４５

農作業中の死亡事故は他業種に比べ発生率が
高く、天草地域では過去16年間（H15~H30）
で24件の死亡事故が発生し、その発生率は全国
平均の約２倍となっています。
事故原因を見ると、乗用型・歩行型トラクタ
ー等に挟まれたことや機械の転落・転倒による
ものなど農業用機械に起因するものが多く発生
しています。また、草刈り中における斜面への
転落も他の地域より多く発生しているため、危
険箇所を無理して草刈りするのは止めましょう。

安全キャブの効果
安全
フレーム

安全キャブ

安全な農作業を行う
ためのＤＶＤの貸し
出しを行っています。
希望される人は天草
広域本部農業普及・
振興課または役場農
林水産課までお問い
合わせください。

農作業死亡事故ゼロのために
対策や確認を行いましょう

０

01 乗用型トラクターで多い転倒事故防止の
ために農機具メーカーで安全キャブ・フ
レームを付け、走行中は必ずシートベル
トを着用しましょう。また、ほ場の出入
口では傾斜方向に対しまっすぐ進入しま
しょう。
02 歩行型トラクターで多い挟まれ事故防止
のために後退時の後方確認と挟圧防止装
置などを着装しましょう。
03 人の転落・転倒事故防止のために斜面の
除草作業では小段の設置を行い、危険箇
所にはポールなどの目印を行いましょう。
04 熱中症対策として涼しい空調服（小型扇
風機付きの服）などを着用し作業を行い
ましょう。
05 機械の点検はエンジンを止めて、定期的
に行いましょう。

▼農作業中の死亡事故原因など（H15～H30）
原

因

機

挟まれる
ひかれる
転落や転倒によるもの
刃部によるもの
草刈り中の転落
作業中の病気
作業中の酸素欠乏
木の下敷き
他車との衝突事故
不明

件数

械

5
1
5
1
3
2
2
1
1
3

広報れいほく ２０２１ ３月号

細

乗用型トラクター②、木と歩行型トラクターの間②、軽トラック➀
軽トラックのブレーキ不十分
乗用型トラクター③、歩行型トラクター➀、トレーラー➀
歩行型トラクターの立て直し時に負傷
崖や斜面から転落
熱中症など
ハウスでの木炭燃焼による一酸化炭素中毒
伐採で倒れた樹木の下敷き
小型特殊車両での衝突

※表中の○内は件数を表しています。
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詳

野外焼却は
禁止です

総務課
☎３５―１１１１
水道環境課 環境衛生係
☎３５―３３３５

２月に全国で野外焼却（野焼き）が原因
の大規模な山林火災が続けて発生しまし
た。野外焼却は、火災へ繋がる危険性が
高く、他人の生命や財産に危害を及ぼし
ます。また、煙や臭いによる健康被害の
恐れや「窓を開けられない」、
「 洗濯物に
臭いがついて困る」など、近隣の生活環
境に支障をきたします。
野外焼却は、法律で原則禁止されてお
り、違反すると罰則が科せられる場合も
あります。野外焼却は絶対に行わないよ
うお願いします。
※農業に係る野外焼却の場合でも、事前に苓
北分署へ届出し、周辺に連絡するなど責任
を持って行っていただくようお願いします。
※火災と間違われ、消防署や消防団が出動し
た事案も発生しています。

【出典】天草広域本部農業普及・振興課
広報れいほく ２０２１ ３月号
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こせきの窓

２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

四丁目
天神木

氏

野島
岩本

名

保

蘭華（らんか）
紗玖（さく）

浜
浜

氏

（敬称略）

名

年齢

笹嶋アキノ
山口 由盛

94歳
83歳

善意の寄附

●社協寄付（２月受付分）
山口 民枝さん
笹嶋

者

健悟・愛依
琉希・ 響

お悔やみ申し上げます
区 名

護

ありがとうございました

勝雄さん

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ３.２.15〜Ｒ３.３.16）
福田しのぶさん
（兵庫県）
山口
忠さん
（兵庫県）
土居下正子さん
（熊本市）
田﨑 正幸さん
（熊本市）
田﨑 正義さん
（菊池郡）
穂口 正秀さん
（宇城市）
渡辺 英孝さん
（奈良県）
若松
要さん
（兵庫県）
（兵庫県）
福田 末美さん
（埼玉県）
山田 由美さん
平井 正徳さん
（神奈川県）
大場 明美さん
（茨城県）

（令和３年２月処理分）

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

金

件数
０件
０件
０件
０件
０件
０件
０件
０件
０件

額
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0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 ○

４月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
１日（木）・1５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３年４月から令和４年３月までの国民年金保険料は、月額１６，
６１０円です。
保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納
めることができます。また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得
な口座振替もあります。
毎月の保険料の納付期限は、「翌月の末日」です。
保険料の納め忘れがあると、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生により、障害基礎年金や遺族
基礎年金が受けられない場合がありますので、必ず納付期限までに納めましょう。
なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります。
また、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、令和２年２月分以降の保険
料の納付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられていますので、本渡年金事務所または役場国民年金
窓口へご相談ください。

■ 国民年金保険料免除等の申請について
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族
年金が受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる
「保険料免除制度」
や「納付猶予制度（５０歳未満）」があります。申請手続きは、本渡年金事務所または役場
国民年金窓口で行うことができます。なお、令和３年度分（令和３年７月分から令和４年６月分まで）の免
除等の受付は令和３年７月１日から開始されます。
また、申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、
渡年金事務所または役場国民年金窓口へご相談ください。
問 本渡年金事務所 ☎２４−２１１２
□
税務住民課 担当／野田 ☎ 35-1115
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広報れいほく ２０２１ ３月号

令和３年２月末現在

６，
９３７人（△７） ※（ ）は前月比
男3,271人（＋１） 女3,666人（△８） 世帯数3,132戸（＋１）

４月休日当番医
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
18日
（日） 天草慈恵病院
（内）☎37−1111
25日
（日） 苓北医師会病院
（泌）☎35−1133
29日
（木・祝）天草慈恵病院
☎37−1111
（午前：内、
整、
泌、
精/午後：内、
整、
泌、
精、
小）
４月４日
（日）
11日
（日）

※内
（内科）
、泌
（泌尿器科）
、整
（整形外科）
、精
（精神科）
、
小
（小児科）

【常用一般分抜粋】 ３月３日現在

職

■ 国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

動き

町の

求 人 情 報
種

土木作業員
土木施工管理
［現場監督］
看護補助者
（苓北医師会病院）
医療事務
（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）
森林整備員
浄化槽保守点検・清掃作業員
管理栄養士
（天草整肢園・苓龍苑）
調理員
准看護師または正看護師
（天草更生園）
生活支援員：介護職
（天草更生園）
／正社員
看護師
（天草慈恵病院）
准看護師
（天草慈恵病院）
訪問看護師
看護師
【夜勤専従】
（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）
調理師
（はまゆう療育園）
調理員
（はまゆう療育園）
重機オペレーター
大工
［造作工事］
薬局助手
（天草慈恵病院）
ホテルフロント
土木現場監督
現場作業員
栄養士
（はまゆう療育園）
販売・店舗運営職
［リージョナル社員］
福祉理容師 福祉美容師
看護師
［管理職］
（天草慈恵病院）
訪問介護
［ホームヘルパー］
介護支援専門員
［ケアマネージャー］
（居宅介護支援事業所）
理学療法士
（天草慈恵病院）
作業療法士
（天草慈恵病院）
医療事務
（天草慈恵病院）
薬剤師
（天草慈恵病院）
介護職
介護職員
（特別養護老人ホーム 楽洋の里）
【急募】
介護職員
（楽洋デイサービスセンター）
【急募】
看護職員
（楽洋デイサービスセンター）
【急募】
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
自動車整備
重機オペレーター
警備係／天草市地区

人数
2人
1人
2人
1人
2人
2人
5人
1人
1人
1人
1人
1人
3人
3人
2人
1人
2人
1人
1人
1人
1人
2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
2人
1人
1人
3人
3人
3人
2人
1人
1人
3人

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

年 齢
不問
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
64歳以下
64歳以下
64歳以下
64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
59歳以下
59歳以下
59歳以下
不問
59歳以下
不問
不問
40歳以下
59歳以下
35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
59歳以下
不問
64歳以下
64歳以下
64歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
不問
59歳以下
59歳以下
18歳以上

賃 金
（単位：円）
150,000円～200,000円
190,000円～280,000円
135,400円～136,000円
135,400円～158,000円
153,000円～200,000円
180,000円～225,000円
192,000円～192,000円
170,000円～190,000円
164,430円～211,330円
140,000円～193,070円
157,200円～211,330円
140,000円～205,700円
233,000円～253,000円
192,500円～207,500円
177,500円～243,000円
149,100円～163,100円
178,200円～219,700円
183,400円～210,400円
148,000円～161,000円
145,800円～157,800円
169,750円～230,000円
183,600円～248,400円
178,000円～212,200円
137,600円～144,480円
220,000円～310,000円
171,750円～194,650円
162,500円～177,500円
180,000円～232,000円
180,000円～500,000円
303,000円～313,000円
168,800円～193,800円
194,000円～249,500円
205,000円～250,000円
205,000円～250,000円
163,000円～202,200円
429,800円～489,400円
138,000円～168,000円
152,000円～262,000円
152,000円～262,000円
180,000円～260,000円
205,000円～225,000円
178,000円～193,000円
165,600円～177,600円
184,500円～203,000円
152,000円～220,000円
220,000円～250,000円
141,050円～203,849円

求人番号
43060-994711
43060-995811
43060-936811
43060-938511
43060-939411
43060-940611
43060-941911
43060-951711
43060-840511
43060-842011
43060-844611
43060-845911
43060-851311
43060-852611
43060-853911
43060-854111
43060-855711
43060-869311
43060-873211
43060-874511
43060-880711
43060-898711
43060-814711
43060-760511
43060-751211
43060-752511
43060-740911
15070-1610111
40010-8211511
43060-663811
43060-664211
43060-665511
43060-667011
43060-668311
43060-669611
43060-673411
43060-639811
43060-544411
43060-545011
43060-547611
43060-555611
43060-556911
43060-557111
43060-451911
43060-465411
43060-479111
43010-4566211

広報れいほく ２０２１ ３月号
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