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１歳おめでとう。
information ２月
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みんなに
可愛がってもらって
幸せ者です♡
いつもありがとう♡

満１歳になるお子さんの
写真を募集します

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
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みんな沢山
可愛がってくれて
ありがとう♡♡

海斗くん
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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
ータは返却しません。
申込期限 ３月１１日
（金）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３月号
内 ２０７
総務課広報係 ☎〇
matsuura-yy@town.reihoku.lg.jp
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き

ほ

希帆ちゃん

【都呂々在住】

【白木尾在住】

令和２年12月23日生

令和３年１月14日生

父・健史さん

母・若菜さん

父・卓さん

▼

れいほく（令和４年）１月号

－HAPPY BIRTHDAY－

母・洸子さん

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
祝成人

新成人 輝く未来へ

苓北町成人式は１月４日㊋、苓北町総合セ
ンターで行われました。今回新成人となった
のは67人。新型コロナウイルスの影響で、
会場内の入場制限や、ワクチンの接種済証の
提示するなど規模を縮小しての実施となりま
したが、当日は真新しいスーツや色鮮やかな
振袖に身を包んだ新成人らが会場を彩り、久

る
さ
と
と呼
べ

し

れいほく
ふ
め
／
る町
町
せる
／いき
いきと暮 ら
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vol.697
令和４（２０２２）年１月２１日発行［毎月２１日発行］

新成人は立場はそれぞれですが、自分の行動
に責任をもち、社会の一員として、常に前向
きに歩んでいきます」と決意をのべました。

※写真撮影時のみマスクを外しています。

編集好機

心

住

りょうすけ

新成人を代表して川原良介さんが「私たち

あけましておめでとうござ
います︒２０２２年がスタ
ートし︑皆さんも新たな気
持ちで新年を迎えられたの
ではないでしょうか︒今年
こそはコロナも治まり︑さ
まざまなイベントも開催で
きる明るい一年になってほ
しいものです▽年明け早々
に行われた﹁シークレット
花火﹂２年半ぶりに苓北を
彩った花火を見ながら︑思
わず泣きそうになりました︒
最近涙もろいような気がす
るのは︑大人になってきた
証かな▽大人になってきた
といえば︑今年は寅年︒私
も三十六歳となり三度目の
年男を迎えます︒朝起きる
ときにつらかったり︑階段
の上り下りで息切れしたり
と体の衰えをひしひしと感
じています︒それにひきか
え成人式を迎えた若者たち
は﹁広報ですか？いい感じ
に
︵写真を ︶撮ってください
ね
︵笑︶﹂﹁写真とってくださ
ーい﹂と 元 気 い っ ぱ い ︒ 若
者のパワーを肌で感じまし
た︒▽今年一年︑皆さんの
たくさんの笑顔と新しい出
会いをエネルギーにがんば
ります︒取材にご協力よろ
しくお願いします︒
︵松浦 雄也︶

安
て

2022
January
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る町

しぶりの旧友との再会を喜びました。

令和４年の新春を飾る

消防出初式

縮小しての実施となった本式典では功労者への各種

む約150人が参加しました。

被害はありませんでした。災害はいつ、どこで発

間降り続きましたが、幸い本町においては大きな

には輝かしい令和４年の新春をお迎えのことと、
生するかわかりません。あらためて防災の大切さ

けて格段のご協力とご負担をお願いしているとこ

設の利用制限など町民の皆さまにも感染防止に向

いても必要に応じイベントや行事の中止、公共施

染対策を徹底していく必要があります。町内にお

からの全国的な感染者数の急増など、引き続き感

れいほく」の３つを基本目標に掲げております。

きいきと暮らせるれいほく」、
「ふるさとと呼べる

策定しており、「安心して住めるれいほく」、
「い

て第７次振興計画「ふるさと苓北未来プラン」を

を総合的かつ戦略的に進めていくための指針とし

そのようななか、本町では魅力あるまちづくり

正洋さん

○団

員／平松

賢輔さん
○団

員／錦戸

雅樹さん

○団

員／筒井

伸吾さん
○団

員／錦戸

康孝さん

○団

員／徳毛

翔さん
○団

員／金子

誠さん

※火災現場における初期消火による功績

11
○団

員／山﨑

徹さん

○部

長／永野

清久さん

○団

員／川口

敏弘さん

○班

長／溝上

昭吉さん

○団

員／坂口

雄一さん

○班

長／植田

達也さん

○団

員／渡邉

翔太さん

○団

員／山﨑

和広さん

○団

員／野島

健悟さん

○団

員／林田

優二さん

○団

員／住田

猛さん

○団

員／淀川

勇治さん

○団

員／福田

雄一さん
○団

員／臼井

寿志さん

昇さん（小松）
幸輔さん

○松本
長／宮﨑

征男さん（小松）

○部

○光田
※過去に勤績章を受賞している者で20年以上勤続し、

【一般功労者表彰受賞者（個人）】
消防団長が他の模範であると認める団員

誠司さん
員／武藤

【熊本県消防協会功績章】

○団
慎也さん

長／土井

広報れいほく１月号 もくじ
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おしらせ
こせきの窓
編集好機

2
広報れいほく ２０２２ １月号

新年明けましておめでとうございます。皆さま
心からお慶び申し上げます。

ろでございます。同時に、本町では感染症対策に
具体的な施策としまして、企業誘致やふるさと介

を認識し、災害対策を進めてまいります。

加え、消費喚起を目的とした地域振興券の配布や
護による働く場の創出、苓北町が天草におけるキ

新型コロナウイルスは、新たな変異株や年明け

％プレミアム付き苓北わくわく商品券」な

「
リスト教普及の最初の伝来地であることを踏まえ

なる振興のための担い手の育成と確保、地産地消

ど、国や熊本県の事業とともに町の経済を活性化

さて、かねてより民間事業者が計画し、坂瀬川
や特産品の開発・販路拡大の支援など、町の未来

た上での歴史資産の復元整備と観光資源を活用し

地区および志岐地区で進められていた風力発電事
のために引き続き取り組むとともに、電気のふる

するための独自の施策もスピード感を持って進め

業は昨年３基の風車が建設され、６月から商業運
さととしての本町の位置づけを大事にして、環境

た交流人口の拡大、主要産業である一次産業の更

転が開始されました。また、都呂々地区でも別の
問題にも考慮した上で、調和のとれた電源立地町

てまいりました。

民間事業者による風力発電事業が計画されてお
また、平成の大合併に加わらず、単独での町づ

として邁進してまいります。

生可能エネルギーである風力発電も加えた「電気
くりを進める本町は、独自の創意と工夫により、

り、九州電力株式会社苓北発電所はもとより、再
のふるさと」として本町のさらなる発展が期待さ

町民の皆さまに「苓北町に住んでいて良かった」
と言っていただけるよう、将来にわたって潤いの

れます。
また昨年７月には、静岡県や神奈川県を中心に

員／浦西

団員

※15年以上勤続し、消防団長が他の模範と認める団員

お願いいたします。

ある町を創っていくことを念頭におきながら、町

○団

※25年以上勤続し、勤務成績が優秀で他の模範となる

67

日から

梅雨前線による大雨が降り、静岡県熱海市では土

【熊本県知事表彰（永年勤続功労章）】

○班

広報れいほく ２０２２ １月号

3

づくりを進めてまいりますので、どうぞよろしく

【熊本県消防協会勤績章】
苓北町農業協同組合

30 29 22 20 18 16 14 12 08 04 03 02

表紙 １月１０日㊊、長
引くコロナ禍による苦し
い状況のなか、医療現場
で奮闘されている医療従
事者への感謝と、１日も
早い収束の願いを込め、
シークレット花火が実施
されました。
これは「熊本県企業局
苓北町地域活性化等臨時
交付金事業」を活用し、
実施されたものです。

19

石流災害が発生し、家屋の損壊や浸水など甚大な

【熊本県知事表彰（消防団協力事業所）】

田嶋 章二
苓北町長
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を

じ
しょう
じま
た

㊐、農村運動広場で開催され、消防団員や来賓を含

40

被害が発生いたしました。８月には、

各種表彰者は次のとおりです。

日にかけて全国的に停滞前線による大雨が長い期

表彰のほか、消防団の通常点検などが行われました。

年頭のごあいさつ

苓北町の新年を飾る苓北町消防出初式は１月９日

“
翔太さん

苓北町を出て社会人として現在
働いています︒今までお世話に
なった町に何かしら恩返しがで
きるよう頑張ります︒

人

金子

悠斗さん

坂瀬川

田尻

大和さん
怜香さん

結衣さん これまで家族にたくさんの愛情
を注いでもらい︑多くの人に支
えられ︑無事に成人を迎えるこ
とができました︒まだ︑学生の
身分ではありますが︑成人とし
ての意識を持ち︑笑顔を絶やさ
ず目標に向かって精進します︒

責任感の強い人になりたいです︒
後輩や上司に頼られるような人
材になれるよう努力していきま
す︒

田平
野田

本人希望により氏名のみの記載

人

小山 倖生さん
池﨑乃梨香さん

志岐

田﨑

愛大さん 今はまだ学生として学業に励む
日々ですが︑ここで多くの知識
を吸収し︑自分の叶えたい夢に
向かって日々精進していきます︒

飯星

田中

嘉昭さん これからは大人の仲間入りとい
う事で一つ一つの行動︑発言に
責任を持っていきます︒

錦戸日向子さん

颯さん

谷川

美咲さん 無事に成人を迎えることができ︑
嬉しく思います︒これまで支え
てくださった方々に感謝し︑恩
返しできるようがんばります︒

亮大さん これからは成人として自覚を持
ち︑謙虚な姿勢で一生懸命頑張
りたいです︒

長峰

朋也さん

太田

林田

実空さん このような情勢の中︑成人式を
開催して頂きありがとうござい
ます︒無事に成人を迎えられた
ことを嬉しく思います︒これま
で支えてくれた方々に感謝の気
持ちでいっぱいです︒自分の夢
が叶うように精一杯努力して︑
いずれは苓北町で働けるよう頑
張ります︒

平薮

大河さん 無事︑成人を迎えることができ
てよかったです︒

社会に貢献できるような大人に
なりたいです︒

古川

唯人さん 船舶の仕事に就き︑4月で2年
になります︒海上での生活︑仕
事にも慣れ︑頑張っている所で
す︒﹁成人式﹂という節目を迎
え︑気持ちを新たに日々の仕事
を頑張っていきます︒

歳という節目の年を迎えられ
たこと︑とても嬉しく思います︒
それと同時に︑今まで支え︑お
世話してくださった方々への感
謝の意でいっぱいです︒これか
らは︑一人の大人としての自覚
を持ち︑周囲の方々への感謝の
意を心に留めて︑日々精進して
いきます︒

宮﨑

角岡

優那さん 無事に成人を迎えられたことを嬉
しく思います︒小さい頃からの夢
だった保育士になるため︑夢に向
かってがんばります︒今まで育て
てくれた両親には︑感謝の気持ち
でいっぱいです︒ 歳︑これから
も楽しみたいです︒

ここまで育ててくれた両親︑友
だち︑先生方︑地域の皆さまに
感謝します︒

川口

愛美さん 成人を迎え︑大人の仲間入りをし
ました︒今まで支えてくださった
方々への感謝を忘れず︑自立した
女性になれるように頑張りたいで
す︒

永護さん

川原

良介さん これまで支えてくださった方々へ
の感謝の気持ちを忘れず︑成人と
しての責任を持ち︑自分の夢に向
かって日々努力を忘れずに頑張り
ます︒

山下

坂口

晴さん 無事成人式を迎えることができ嬉
しく思います︒今までお世話にな
った方々へ感謝し︑これからは私
が支えていけるよう︑努力してい
きたいです︒

苓北町で無事に成人式を迎えら
れたことを嬉しく思います︒今
までお世話になった多くの方々
に感謝し︑日々努力し精進して
いきます︒

田﨑

智也さん これまで育ててくれた両親︑祖父
母︑周りの方に感謝します︒ 才
になり︑大人の仲間入りなので︑
責任をもち︑行動していきたいで
す︒

山下翔太郎さん

田中

奈実さん 無事に成人を迎えることができ︑
とても嬉しいです︒自分の行動に
責任を持ち︑社会に貢献できるよ
うな大人になりたいです︒

20

29

10
社会で活躍する看護師になれる
よう︑看護の勉強をがんばりま
す︒

20

大仁田愛利さん たくさんの人に支えられて成人
を迎えることができました︒社
会人になるまではまだまだ支え
てもらうことも多いと思います
が︑感謝し︑少しずつ恩返しし
ていけたらと思います︒

華恋さん 私たちのために成人式を開いて
いただき︑ありがとうございま
す︒今まで支えてくださった
方々に少しずつでも恩返しをで
きるよう︑頑張っていきます︒

大仁田侑雅さん 成人として自覚をもった行動を
取っていきたい︒
長舩

飛鷹さん

︵５ページへ続く︶

一人前の社会人であることを自
覚して心機一転がんばります︒

小野

釜﨑

麗蘭さん ここまで育ててくれた母と兄に
感謝の気持ちでいっぱいです︒
母と兄に恥じない成人になれる
ように︑日々努力を忘れずに過
ごしたいです︒ 年間本当にあ
りがとうございました︒
藤本ななかさん

しっかりしていきたい︒
山口弥由子さん 無事に成人式を迎えることがで
き︑とても嬉しいです︒これま
で支えてくれた家族に感謝の気
持ちでいっぱいです︒今はまだ︑
学生として学業に励む日々です
が︑夢に向かって頑張ります︒
︵６ページへ続く︶

4
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20

20

成人をむかえた67人の“想い

圭さん

山下さんごさん

春からずっと夢だった保育士とし
て働きさらに成長できるよう過ご
していきたいと思います︒社会人
として自覚を持ち︑笑顔の絶えな
い毎日にしたいです︒

横原
莉央さん

私の両親は看護師です︒私も小さ
い頃から看護師になるという夢を
持っていました︒今はその夢に向
かって進んでいる最中です︒両親
のような看護師になれるようこれ
からも頑張ります︒そして︑たく
さん恩返しして家族をいろんな所
に連れていきます︒

一人前の人間になります︒

山下

慶人さん

横山

苓北町で生まれ育ち︑ 歳を迎え
ました︒これからの人生にワクワ
クしている一方︑もう 歳なのか
と寂しくなります︒面白い大人に
なれるように色んなことに挑戦し
ていきたいです︒

光流さん

苓北の星として︑世界に羽ばたけ
るように頑張ります︒※伊藤理容
をよろしくお願いします︒

尋さん

伊藤

更紗さん

家族や多くの方々に支えられ︑無
事に成人を迎えることができまし
た︒これまで支えてくださった皆
さんに感謝の気持ちを忘れず︑
日々精進していきたいです︒

若松

本川

允斗さん

私の故郷である苓北町で︑昔から
の﹃心友﹄と成人を迎えることが
でき嬉しく思うとともに︑これま
で育ててくれた両親をはじめ︑関
わっていただいた方々に感謝の気
持ちでいっぱいです︒今は昔から
の夢である岩かき・ヒオウギ貝の
養殖を富岡の福島水産で行ってい
ます︒ぜひお越しください︒

葵さん

本人希望により氏名のみの記載
甲斐

宮﨑

尚史さん

人

本川

奈桜さん

福田

本人希望により氏名のみの記載
岩崎

人

真夕さん

都呂々
金子

新成人としての自覚を持って︑今
春就職が決まったので︑社会の一
員として責任ある行動をしていき
ます︒

麗苗さん

この度︑無事成人を迎えることが
でき︑とても嬉しく思います︒こ
れまで支えてくださった皆様︑家
族︑友人に感謝し﹁施されたら施
し返す︑恩返しです﹂というある
ドラマの名台詞のように︑これか
らは恩返しをしていきます︒

富岡

20

20

博暖さん

幸太さん

健史さん

友菜さん

瑞歩さん

魁さん

新成人として自分の行動に責任を持ち
立派な大人の仲間入りし︑少しずつ社
会に貢献できるよう努力していきます︒

無事に成人を迎えられたことを嬉しく
思います︒家族や友達︑他にもたくさ
んの方々に支えられ多くの事を学びこ
こまで成長できました︒これまでの全
てに感謝し︑これからも頑張ります︒

今までたくさんの人に支えて頂きあり
がとうございました︒これからは社会
人として活躍できるよう頑張ります︒

成人を迎えるにあたって両親をはじめ︑
今日まで支えてくださった方々に心よ
り感謝申し上げます︒これからも目標
に向かって日々努力し︑謙虚な姿勢で
頑張ります︒

自分が今ここまでこれているのは︑決
してあたりまえのことではないという
気持ちを忘れず︑感謝しながら自立し
た人間になれるように生きていきたい︒

稲尾

立石

年間色々あったけど︑ここまで育て
てくれた両親に感謝の気持ちでいっぱ
いです︒両親に恥じない成人になれる
よう日々努力を忘れず過ごしていきた
いです︒

竹野

川﨑

稲尾

稲尾

寺岡

航さん 成人として責任のある言動を心がけた
いと思います︒

太田

幸生さん

杏さん

達弥さん

美琴さん

りこさん

社会人として責任ある行動や言動に
気をつけます︒

まだ学生なので︑実感があまりわか
ないのが正直なところですが︑成人
としての自覚を持ち︑頑張りたいで
す︒

ここまで育ててくれた両親に感謝の
気持ちでいっぱいです︒両親に恥じ
ない成人になれるよう日々努力を忘
れず過ごしたいです︒

これからも目標に向けて頑張ります︒

新型コロナウイルスの影響もあるな
かで︑無事に成人を迎えられたこと
を大変嬉しく思います︒自分を支え
てくださった方々への感謝の気持ち
を忘れず︑社会の一員として地域に
貢献できるような大人を目指して頑
張りたいです︒

有田

木村

悠斗さん

いままでは周りの人に頼ってばかり
でしたが︑これからは成人として自
覚と責任を持って行動していきたい
です︒また︑いままでお世話になっ
た方々に感謝して少しでも恩返しで
きるように頑張ります︒

笹田

笹田

佐伯

梨紗さん

田中

光さん

歳という節目を迎え︑まだまだ半
人前ですが︑何か1つでも社会に貢
献できるように日々精進していきま
す︒
富永

土岐

これからは社会人としての
自覚と責任ある行動を行う
ことはもちろん︑チャレン
ジ精神を忘れず頑張りたい
です︒

奎太さん

野田裕太郎さん

︵７ページへ続く︶

無事に成人を迎えることが
でき︑嬉しく思っています︒
今まで支えてくださった
方々に感謝し︑これからは
建築士として社会をより良
いものにできるよう精進し
ます︒お家を建てる際は︑
ご連絡ください︒

福山

翔紀さん まず︑これまでお世話にな
った方々に感謝したいです︒
そして︑これまでに教わっ
たこと︑経験したことをこ
れからの人生に生かしてい
きたいです︒今の自分があ
るのは︑多くの方々の支え
によるものであることを忘
れず︑これからも努力し成
長していきます︒

朋美さん

平田

健太さん

本人希望により氏名のみの記載
樋口

社会人としての自覚を持ち︑感謝の
気持ちを忘れずに何事にも挑戦し続
けられるよう努力していきたいです︒ ※本人の都合により氏名を載せていない地区があります
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20

20

15
13

①利用定員
③開所時間

（令和４年４月予定）
②入所年齢
④土曜日の開所時間

さか せ がわ

坂瀬川保育園

苓北町坂瀬川１０８−１
☎３７−００９２

①40人 ②０歳
（２ヶ月）
から
③７
：00〜19：00 ④７
：00〜19：00

毎朝「おはようございます」と笑顔いっぱいで登園
してくれる子ども達。
その笑顔に心癒されながら、日々成長を見守ること
が出来、私達は幸せを感じています。
当園では、「明るく・正しく・元気よく・手を合わ
せる子ども」を保育目標にあげ、感謝する心を大切に
しています。
自然豊かな環境の中、様々な経験を通して、思いや
りや丈夫な身体を培い、未来を見据えて子ども達の健
やかな成長を、保護者の皆様と共に力を合わせて支え
てまいります。
「乳児期は肌を離さず 幼児期は手を離さず
学童期は目を離さず 思春期は心を離さずに…」

し

き

志岐保育園

苓北町志岐３
☎３５−２１７０

①50人 ②０歳
（２ヶ月）
から
③７
：00〜19：00 ④７
：00〜19：00
「鎮守の森を保育の庭に」
志岐保育園は、神社保育をおこなっている保育園
です。
鎮守の森の豊かな緑と、青い海にかこまれた環境
の中でのびのびと遊びをはぐくんでいます。
お祭り、獅子舞い、ふるさとの伝統を大事にしな
がら、地域と深くかかわる保育をしています。
日々の生活の中で、感謝と敬いの心を育てると共
に、充実した遊びの中で「やる気」と「のびのびと
した心」を育みます。
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保育園情報
みやはら

宮原保育園

苓北町坂瀬川３６６８
☎３７−０３３１

園の特徴などを紹介します
こくしょうじ

（写真・文＝各保育園提供、原文のまま掲載）

苓北町志岐1360
☎３５−０１６４

国照寺保育園

①50人 ②０歳
（２ヶ月）
から
③７
：00〜18：30 ④７
：00〜18：30

①30人 ②０歳
（２ヶ月）
から
③7:00〜19:00 ④7:00〜19:00

保育園が子ども達にとって、｢第２の家庭｣となるよ
う、常に家庭と連携をとり保育に努めています。１人
ひとりの子どもの姿をありのまま受け入れ、適切に援
助し、各々の家庭のニーズに細やかに対応できるよう
心がけています。そして、保育士の資質を高め、常に
向上心を持ち、園全体で乳幼児の発達段階に応じた保
育内容の研究と実践に力を注いでいます。
また、豊かな自然環境を活かし、周りの方々の力を
借りながら、１年中、季節の無農薬野菜を育てていま
す。収穫やクッキング保育をみんなで楽しみ、給食に
もたくさん取り入れています。
子どもの成長が確かに感じられ、親と保育者が「確
かなもの」を共感・感動しあえる関係、共に育ちあえ
る関係でありたいと願い保育しています。

「自然の中で明るく・生き生き・のびのび」
自主自立の精神を涵養するべく、経験豊かな保育士達
が、一人一人の子ども達と親達に寄り添う保育を常日頃心
掛けています。
園庭は、町内随一の広さと静けさを誇り、カワセミが回
遊する池とオニヤンマが飛び回る緑の木々に囲まれてお
り、子ども達がいつも自由奔放に走り回って遊んでいま
す。また、2017年９月に竣工した新園舎で子ども達は快適
に過ごしています。畑では、唐芋・玉葱・グリーンピース等を一緒に作り、給食やおやつにも使っています。水
泳教室・一時保育・学童保育も充実しており、卒園児もよく遊びに来てくれます。
仏様に守られ、周りの人達に愛され、お友達とたくさん遊び、たくさん笑って育つ子ども達の未来を保護者の
皆様と共に育んでまいります。
かん よう

とみおか

富岡保育園

苓北町富岡２４７６−１
☎３５−１６７７

①70人 ②生後５０日から
③７
：00〜18：30 ④７
：00〜18：30
どこまでも続く空と、青く澄んだ広い海。この天草
の大自然のように、子どもたちは生まれながらに、大
きな可能性をもっています。限りない好奇心をふくら
ませ、色々な経験をしながら成長していく子どもたち。
自分から伸びて行こうとするその力を信じる私たち
は、その自発性を大切にする保育をめざしています。
子どもたちが思わず飛びついてしまう環境を様々に考
え工夫して提供し、そこでの楽しい経験が、子どもた
ちの心を育ててくれます。まさにこの「こころ」を育
てることこそが、私たちのミッション
（使命）なのです。
太陽の下で思いっきり遊び、家庭的な手づくりのご
飯を食べて、いっぱい泣いていっぱい笑って、心もか
らだも大きくなっていく子どもたち。
ここから飛び立つ
子どもたちの笑顔が
いつまでも輝き続け
るよう、楽しい思い
出をたくさん残して
あげたいと思います。

と

ろ

ろ

都呂々保育園

苓北町都呂々１０１−１
☎３６−０２１６

①30人 ②０歳（２ヶ月）から
③７
：00〜19：00 ④７
：00〜19：00

当園は地域とのふれあいや、食育などを通じて命の
大切さや思いやりのある「豊かな心」を育んでいます。
広々とした自然芝の園庭には、いつも子どもたちの
元気いっぱいの声が響き渡り、一人ひとりの健やかな
成長を見守りながら「丈夫な体」を培えるよう運動遊
びを多く取り入れています。
さらに全園児で活動できる機会を設けながら「みん
なと仲良く」する事の大切さを伝えています。
家庭のニーズに合わせ一時預かり保育にも積極的に
取り組み、園と家庭が一体となった子育て支援に取り
組んでいます。
また、外国人教師による英語学習を月３回実施し異
文化体験が出来ます。明るい笑顔あふれる保育園です。
広報れいほく ２０２２ １月号
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申告相談日程表
期

日

曜日

時間

対象地区/申告区分

時間

対象地区/申告区分

２月15日

火

午前 白木尾

午後 内田／年柄

２月16日

水

午前 下向／平木

午後 釜の下／的場

２月17日

木

午前 中尾／志岐山／平山

午後 城下／西原

２月18日

金

午前 釜／天神木

午後 中通

２月21日

月

午前 馬場／明神山

午後 浜之町／紺屋町

２月22日

火

終日

確定申告

２月24日

木

終日

確定申告

２月25日

金

終日

確定申告

２月28日

月

終日

確定申告

３月１日

火

終日

確定申告

３月２日

水

終日

確定申告

３月３日

木

午前 元袋／尾越

午後 春の迫／三丁目

３月４日

金

午前 一丁目／二丁目

午後 五丁目／八区

３月７日

月

午前 四丁目／新町

午後 出来町

３月８日

火

午前 萱の木／唐干田／小松 午後 浜／狸河内

３月９日

水

午前 古里

午後 上／本郷

３月10日

木

午前 大河内／松野／中村

午後 涼松

３月11日

金

午前 西川内

午後 小路

３月14日

月

午前 和田／松原

午後 川向

３月15日

火

午前 浦／鶴

午後 中／木場

注意
○申告期間中は、担当職員が申告会場へ出向きます
ので税務住民課窓口での申告受付はできません。
○上記日程表で決められた期日・会場以外で申告を
希望する場合には、事前に税務住民課へご連絡く
ださい。
MESSAGE

感染症防止対策

「３密」を避けるため出先会場を役場本庁と各
地区公民館へ集約しています。ご不便おかけしま
すがご理解ください。また、会場内ではマスクの
着用や手指消毒、検温や待合所でのソーシャルデ
ィスタンスへのご協力をお願いします。
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会

場

町県民税の申告と
所得税の確定申告は

お早めに！

15㊋〜３/１5㊋

申告期間 ２/

税務住民課
役場本庁（大会議室）
９：00～12：00
13：00～17：00

富岡公民館（大会議室）
９：00～11：30
13：00～15：30
都呂々公民館（大会議室）
９：00～11：30
13：00～15：30
坂瀬川公民館
（第１中会議室）
９：00～11：30
13：00～15：30

ネットで確定申告

かんたん・便利♪

スマートフォンで簡単に確定申告書を作成できます。
国税庁ホームページにアクセス
確定申告

確定申告に関するご相談
自動音声案内で
「０」
番を選択してください。
「確定申告電話相談センター」
におつなぎします。
（１月14日㊎～３月15日㊋）
天草税務署（☎22−2510）

■町県民税の申告
申告書の提出が遅れると納税通知や課税証明書等の発
行が遅れる場合がありますので、必ず期限内に申告をし
てください。
➊ 申告が必要な人
令和４年１月１日現在苓北町に住所を有し、令和３年中
に次の収入があった人
①事業（営業・農漁業）、不動産、配当、譲渡、一時、そ
の他の収入があった人
②給与所得者で前記①に該当する人。また日雇い収入や
２カ所以上から給与を受けた人、中途退職し年末調整
が済んでいない人
③公的年金等の受給者で前記①に該当する人や郵便局や
ＪＡ、生命保険会社などから個人年金を受給した人ま
たは扶養親族等申告書を提出した人でほかの控除を追
加したい人
④医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除など
の控除を受けようとする人
⑤収入が無かった人または非課税収入のみの人でも、国
民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険に加入し
ている人は保険料算定や料率区分判定のために申告が
必要です。また、税法上の被扶養者になっている人で、
所得証明書等が必要な場合は申告が必要です。
※自家消費用だけの米や野菜を栽培している人、借地料
として米などをもらっている人は、収入換算すること
になっていますので申告をお願いします。
➋ 申告が不要な人
①所得税の確定申告をする人
②収入が給与のみで年末調整を受け、ほかに収入や控除
がない人
③収入が公的年金のみで収入金額の合計額が400万円以
下の人。ただし、源泉徴収税額がある人は確定申告に
より所得税の還付を受けられる場合があります。
■申告に必要なもの
①町または税務署からの案内ハガキ、金融機関届出印、
預貯金通帳、電子申告利用者識別番号等の通知書（取
得済みの人）
②マイナンバー
（申告者本人や控除対象配偶者、扶養親
族、事業専従者すべて）
③申告者本人の確認書類（アまたはイ）
ア．マイナンバーカード
イ．通知カード
（番号付き住民票）＋運転免許証等写真
表示のあるもの
（※）

☎３５−１１１５

※顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証と年
金手帳や官公署発行の資格証明書等の複数を持参くだ
さい。
④事業を営んでいる人は、収入金額や必要経費を記帳し
た帳簿類と業務に関する領収書などの関係書類。農業
や漁業者の人は、あらかじめ配布した収支内訳書（完
成済みのもの）
⑤給与や公的年金等の源泉徴収票。紛失した場合は事業
所や年金事務所などに再発行を依頼し持参してくださ
い。
⑥社会保険料や国民年金などの払込証明書または領収書。
生命保険、個人年金、地震保険（旧長期損害）の控除証
明書。
⑦医療費控除を受ける場合（前年中に支払った金額が10
万円以上か総所得金額等の５％以上）は、医療保険者
が発行する令和３年分の医療費通知書（医療費控除用）。
または実際に支払った医療費の領収書を
「医療を受け
た人」、
「病院・薬局などの支払先」ごとに集計してお持
ちください。
※医療保険によっては、通知書が確定申告に間に合わな
い場合があります。
⑧障害者控除の適用を受けている人は、障害者手帳や療
育手帳
⑨その他関係書類
■その他
１．所得税の確定申告は、ご自宅でも国税庁のホームペ
ージ内の
「確定申告書等作成コーナー」を利用して申
告書を作成し、ｅ－Ｔａｘによる送信または印刷して
郵送等より提出することができますので、ぜひご利
用ください。
２．町が申告会場で作成する確定申告書は、原則すべて
電子申告で税務署へ提出します。
３．下記に該当する人は、直接天草税務署にご相談くだ
さい。
①住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
②土地や建物を売った人
③株式の売買や先物取引のある人
④相続または贈与税に係る生命保険契約や損害保険契約
に基づく年金を受給する人
⑤災害等による雑損控除、災害減免法による所得税の軽
減控除の適用を受ける人
⑥消費税の申告
※その他申告内容によっては町で受付できない場合もあ
りますので、ご了承ください。
広報れいほく ２０２２ １月号

12

ぞう ぐみ のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

都呂々保育園

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

お正月あそび

（作品）絵の具でのにじみ絵で模様をつけ、羽子板を作りました。絵の具
が広がったり、混ざり合ったりしていく様子を観察し楽しんでいました。
悪いものをはね除け、今年も元気に過ごしてほしいです。

総務課広報係
内２０７
☎○

“風”になる３Ｖ
拓心の

小学生の作文

『三学期の目標』
志岐小学校６年

岡野

央 さん

広報れいほく ２０２２ １月号

私が三学期がんばりたいこと

は︑二つあります︒

一つ目は︑長縄大会です︒小

学校最後の長縄大会になるので︑

みんなでいい記録を出したいで

す︒そのためにも︑クラスのみ

んなで声かけなどをして心を一

つにして協力したいです︒たく

さん練習をしてみんなで一つの

目標に向けて一生けんめいがん

ばりたいです︒

二つ目は︑勉強です︒中学校

になると勉強がさらに難しくな

っていくので︑そのためにも授

業中︑先生の話を真剣に聞いた

りしたいです︒宿題も手をぬか

担任：岡 葵 先生

ずに毎日コツコツがんばりたい

広報れいほく ２０２２ １月号

女子９人 計１３人）

です︒

15

みんなの優しさや笑顔にいつ
も支えられ、３年間楽しい毎
日を送ることができました。
ありがとう。

残りの小学校でこのクラスで

天草拓心高校マリン校舎３年Ｖ組 （男子４人

先生からクラスへ

生活するのはとても短いので︑

いつも親身になって私たちのこと
を考えてくれ、ユーモアがあり、
おもしろい授業をしてくれる先生
が大好きです。

楽しい思い出をたくさんつくっ

クラスから先生へ

て︑中学校で六年間学んだこと

学校自慢

私たちのクラスは、みんな
元気で明るく、授業にも一
生懸命取り組むクラスです。
みんな仲良しです(^_^)

が生かせるようにしたいです︒

クラスの自慢

みお

14

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

♥
♥

NO.17

＝家族で一緒にクッキング＝
ご

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

大豆を水に浸し、すりつぶしたものを「呉」といいます。
ご じる

呉をみそ汁に入れたものを「呉汁」といいます。
大豆と色々な野菜が入った呉汁は栄養価が高く、体も心もポ

● 作り方

今月のRECIPE

①大豆は一晩水に浸し、すり鉢で粗
くつぶす。(ミキサーにかけても
よい)
②水にいりこを30分つけておく。
③里芋・ニンジン・カボチャはいち
ょう切り、コンニャクは１㎝角切
り、油揚げは短冊切りにする。
④②に火をかけて材料を入れ、火が
通ったら味噌を加えて小口切りに
したネギを散らす。※大豆は水煮
を使ってもよい

ご じる

呉汁

地域おこし協力隊 関根

カポカに温まる冬におすすめの料理です。

● 材料（４人分）

大豆…………20g
里芋…………100g
ニンジン……50g
カボチャ……50g
コンニャク…50g
油揚げ………30g
小ネギ………2〜3g
水……………600㏄
いりこ………20g
味噌…………50g

▲インタビューに答える遊漁船グラシアスの宮﨑誠三さん

遊漁船グラシアス
１人分

エネルギー 127kcal
たんぱく質 8.7ｇ／脂質 4.4g
炭水化物 13.7ｇ／食塩相当量 1.6ｇ

苓北町子育て支援センター

ふ れ あ い 広 場

た〜！
つかまえ
広報れいほく ２０２２ １月号

令和２年に遊漁船グラシアスが就航しました。仕事で南

呉汁で使う味噌をみんなでつくったよ♪
（国照寺保育園）

米・ベネズエラに滞在していた経験から「人が好きになっ
せい ぞう

た」と話す船長の宮﨑誠三さん。グラシアスはスペイン語
で

ママたちのＱ＆Ａ

テーブルの下から
こんにちは♪

Ａ：「仕事で疲れている」のはわかりますが、共働
き家庭ならばそれはお母さんも同じ。お父さん
のみ働いている家庭でも、お母さんはのんびり
と過ごしているわけではなく、日中一人で家事
をしながら育児をしています。お互いが息抜き
をする時間が必要ですね。まずは10分でもお
父さんとお子さんが関わる時間を持てるよう、
自分の気持ちやしてほしいことをお父さんに伝
えてみましょう。
家族が穏やかな気持ちでいられるよう、お互い
に思いやりを持って過ごしたいですね。

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365

という意味で、「海にありがとう！」

す。船には、魚探やGPSを備え、確実に魚を狙える最先
端の設備と釣りに集中できるように水洗トイレなどの船内
環境が完備され、思い切り釣りを楽しむことができます。
【コロナ禍の取り組み】
▲志岐漁港に浮かぶ遊漁船の様子

密を避けるため予約体制を一日一組限定とし、Instagramでの情報発信や、苓北町新型コロナウイルス対策中
小企業者等支援事業補助金を活用し、ホームページ制作な
ど積極的な活動をされています。
【今後の展望をインタビュー】
「遊漁船は敷居が高いイメージが強いですが、初心者に

▲ＨＰ

▲Instagram

も来て楽しんでいただきたい。そして、将来的には、近海
だけでなく遠洋まで行けるような大きな船を購入し大物を
釣る喜びをお客さんと一緒に共有したい」という今後への
意欲を熱く語ってくださいました。

支援センターでは、ベビー服・子ども服や育児
用品の寄付を受け付けています。サイズアウト
した服や遊ばなくなったおもちゃなどはありま
せんか？集まりましたら譲渡会を行う予定です
ので、ご協力よろしくお願いします。

■開設日時
■開設場所

ありがとう！

「お客様にありがとう！」と感謝を込めて名付けたそうで

Ｑ：パパが育児に参加してくれません…。休みの日
も「疲れているから」とゴロゴロしたり、自分
の好きなことばかりしています。

新しい年を迎え、いかがお過ごしでしょう
か？今年１年元気に楽しく過ごして行きたいで
すね。
支援センターは、お部屋を暖かくしてお待ち
しています。ぜひ遊びに来てくださいね。
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【経緯と船】

▲海の中の魚の動きを丁寧にレクチャーする様子

船内での宮﨑船長は、船の操縦やお客様へのレクチャ
ー、釣れた魚の血抜きや神経締めと休む暇なく動かれて
おり「糸を垂れてのんびり釣りを楽しむスポーツ」とい
う釣りへの勝手なイメージを覆され、「遊漁船＝アクテ
ィブ・マリンスポーツ」という考えに変わりました。
やどかり太郎
広報れいほく ２０２２ １月号

16

かい

京都府のたけびしスタジアム京都で行われ、飯田翔

た。

大さん（鹿児島県立出水中央高校１年、志岐）が同

と

校のアンカーとして出場しました。16位でタスキ

409.03㎡です。武田竜真さんが町外在住のため、

を受け取った飯田さんは、最終区の第７区（5.0

み

き

こ

母の武田美希子さんが代理で感謝状を受け取られま

㎞）で２校を追い抜き、区間11位となる14分43秒

した。

の好タイムでゴールしました。

寄附された土地は、今後富岡港および富岡城周辺

チームとしても初出場となった本大会を機に、飯

おか むら

岡村 貞夫

さだ
お

月に苓

12

さん

富岡／八区

63

年

（81）

農業委員として

できごとは？

30

年︑嬉しかった

農業後継者の跡取り問題の取り

組みです︒農業委員会として平成

18

年から６年間︑結婚奨励事業に

取り組み︑２組のカップルが成立

しました︒未婚問題は町全体の問

題となったことから︑その後町全

岡村さんは︑昭和

北町農業委員となり︑遊休農地の

体で取り組むことになりました︒

趣味は？

発生や農地の違反転用といった問

題の改善に向け︑農地パトロール

を行って地域における農地の実情

マラソンです︒アキレス腱を痛

めたため今は走っていませんが︑

歳の頃﹁ホノルルマラソン﹂に

出場したのはいい思い出です︒

60

の把握に努めるなど現場において

月に苓北町農業委員会の会

12

精力的に活動を続けました︒平成

15

年

長に就任︒農業者の高齢化や担い

手不足・耕作放棄地の増加など︑

地域住民から厚い信頼と人望の

年

20

15

年間にわ

ある岡村さんの活躍は︑農業のみ

年から

40

地域農業振興のため︑

たりその先頭に立って尽力された

にとどまらず︑昭和

間勤め上げた消防団では副団長を

功績が認められ︑今回の受章とな

りました︒
16

年間︑

活動を続けていきたい」と話されました。

最後に退団︒地元地区では

決勝進出とはなりませんでしたが、全国の選抜選手

区長を務めるなどさまざまな分野

た人たちが少しでも気持ちよく過ごせるよう、この

農業をはじめたきっかけは？

選抜に見事勝利を収めました。１勝１敗で惜しくも

で活躍されました︒

を行い、富岡地区に住んでいる皆さまやここを訪れ

親の跡継ぎです︒子どもの頃か

同チームは続く第２戦、守護神の活躍もあり愛媛県

80

aの規模でレタスや

女性の会の髙村政子会長は「これからも海岸清掃

現在も約

対戦。第１戦の大阪府選抜に２点差の僅差で敗れた

ら農業を継ぎたい想いがあり中学

付近までのごみ拾いや遊歩道の清掃を行いました。

水稲を中心として農作物の栽培し

チームは予選リーグで大阪府選抜、愛媛県選抜と

校を卒業してそのまま農業を始め

目的に毎年行っており、今回は富岡神社から富岡港

ておられる岡村さん︒﹁今後はさ

ール選抜の守護神として出場しました。

この活動は、富岡地区の景観を美しく保つことを

ました︒

（苓北中学校３年）が熊本県女子の中学生ハンドボ

㊏、富岡東海岸の清掃活動を行いました。

らに精進して苓北町農業振興に微

か

こ

富岡地区女性の会（髙村政子会長）は11月20日

力ながら貢献したい﹂と語るその

ふう

23日㊍から徳島県の各会場で行われ、中風花さん

まさ

海岸清掃

農業委員に就任した経緯は？

第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップは12月

富岡地区女性の会

表情から︑何事にも誠実に取り組

中風花さんジュニアオリンピックカップ出場

きれいな町並みを見てほしい

えました︒

頼れる熊本の守護神

地元地域のみなさんから﹁農業

写真は九州大会のものです（提供：飯田康介さん）

んでこられた岡村さんの人柄が見

図ります。

委員ばしてみんね﹂と話があって

田さんの益々の活躍が期待されます。

からです︒

の観光振興用地として有効に活用できるよう検討を

しょう

今回寄附されたのは、苓北町富岡字城内の宅地

こう

地の寄附があり、田嶋町長から感謝状が贈られまし

たん

第72回全国高等学校駅伝競走大会は12月26日㊐、

農業振興功労

12月28日㊋、武田竜真さんから富岡字城内の土

じつ

飯田翔大さん全国高等学校駅伝競走大会出場

きょく

竜真さん

たつ ま

農業に尽力した功績

武田

冬の都大路を駆ける

『継続は力なり』

土地を苓北町に寄附

旭日単光章

｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

を相手に熊本県のゴールマウスを死守しました。

ゴールを守る中さん（写真提供：中咲子さん）
19

広報れいほく ２０２２ １月号

清掃活動を行った富岡地区女性の会の皆さん

今回の受章を記念し、岡村さんから町に
寄附金をいただきました。

授与された旭日単光章の勲記

〈旭日単光章とは〉各分野において顕著な功績のあった人に贈られる勲章の一つ。

広報れいほく ２０２２ １月号

18

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。

「福祉巡回車：ふれあい号」を
寄贈いただきました

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

http://reihokushakyo.com
reihoku.shakyo@ari.bbiq.jp

輝いています！

生命保険協会では、各社の職員が協力をして、地
域社会との良好な関係づくりに取組み、住み良い社
会環境づくりに貢献する事業を行っています。
事業の一環として、12月17日㊎に生命保険協会
熊本県協会から福祉巡回車１台を寄贈いただきまし
た。
いただいた福祉巡回車：ふれあい号は、地域福祉
推進のために有効活用します。

No.248

色々な経験が、
今の人生に生かされています！
おお

に

た

ぜん

すけ

大 仁 田 善介 さん

（昭和１２年５月７日生まれ）満８４歳

無料でお譲りします

天神木区在住

問 好きな食べ物

福祉機器リサイクルコーナー

何でん食うけんな。なかでも魚の刺身が良かな。甘かもんで
は、特に羊かんが良かですね。

問 好みの異性のタイプは
〈プロフィール〉

第７１回 “社会を明るくする運動” 作文コンテスト
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広報れいほく ２０２２ １月号

松田栞奈さんが優秀賞を受賞
第７１回“社会を明るくする運動”作文コンテス
かん な

トにおいて、富岡小学校５年の松田栞奈さんが熊本
県推進員会委員長（県知事）表彰を受賞しました。
１月７日㊎、熊本市立大江公民館大ホールにおい
て表彰式が行われ、松田さんは表彰状の贈呈を受け
た後、壇上にて受賞作品の『「いじめ」や「差別」
をなくすためにできること』を発表しました。

※善介さんが話された内容で掲載しております。

問 私の趣味
野菜作りで、トマト・キュウリなどをハウスで栽培しとりま
す。今は、Ａコープやシープルに出しとるし、以前は本渡のと
れたて市場にも出しとりました。

問 私の健康法
水分を多く取るようにしとります。昔はタバコも酒も飲んど
ったけど、ある時に思い立ってスパッとやめてから、全然飲ん
どりません。

問 思い出
結婚してから都会（大阪）に１２年間住んでいたこと。農業
のことばかりでなく、自分の人生の中で見方・考えた方の幅が
広がり、良い経験になったなと思っとります。

問 若い世代へ伝えたいこと
積極的に地域の行事に参加してほしいと思います。

問 町へのメッセージ
苓北町は良かところです。
全体的に考えてみて、住みやす
いところが良かですね。

善介さん当時３０歳の若かりし頃

▲

◎大人用紙オムツ・パンツ
Ｍサイズ
①寝て過ごされる方用（目安67～106㎝） ２袋
②歩ける、座れる方用（目安65～90㎝） ５袋
③その他
（目安60～90㎝） ２袋
Ｌサイズ
①歩ける、座れる方用（目安85～105㎝） ３袋
◎オムツパッド
①（目安 幅28㎝×長さ64㎝）
１袋
②（目安 幅21㎝×長さ49㎝）
３袋
※いずれも未開封品です。
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。
申込受付期限
＊希望される人は、２月９日㊌までに申し込み
ください。希望者多数の場合は、抽選になり
ます。
抽選は、２月１０日㊍午前９時に苓北町保健
センターで行います。
＊事前にご連絡をいただけますと、現品を確認
することもできます。現品は、苓北町新ふれ
あい館（苓北町志岐３２番地３）にあります。
お問合せ先 ☎３５−１２７０

苓北町志岐で大仁田家７人兄妹（男５人、女２人）
の長男として生まれる。幼い頃は、善介さんの父が農
業を盛んにしていて、バナナ・リンゴや着物など、他
の人がもらえないような物が手に入り裕福であった。
（世の中は、からいも・麦飯やカボチャを食べていた
時代であった）
善介さんは高校に進学したが、当時は体が弱く一学
期だけで辞めることになり、両親の期待に応えること
ができずに苦労をかけるばかりであった。
それからしばらくして、体が丈夫になり家の農業を
継ぐため、熊本の試験場に農業研究生として勉強をす
ることになった。卒業後は農業を継ぎ、苓北町のサヤ
エンドウの栽培の研究発表で東京に行くこともあった。
また、町にあった「４Ｈクラブ」に参加して、青年団
活動にも精を出した。
そうした忙しい中、善介さんが２９歳の時にお見合
いの話があり、後に妻となるアキミさんと出会う。お
見合いからわずか２０日後、結婚をすることになった。
結婚後は２人の子宝に恵まれる。（現在は孫が２人い
らっしゃる）
結婚から２年後に大阪に移り住み、善介さんは左官
見習いとして親せきに弟子入りをした。左官として一
人前になるまで３年はかかると言われていたが、善介
さんは２年で自ら仕事を請け負うまでになっていた。
それから１０年後苓北に戻ってきて、大阪での左官の
経験を生かして、善介さんはカネマツに勤める。カネ
マツでは主に舗装業務を担当し、定年の６０歳を迎え
たが、待遇が良かったことに加え社長の勧めもあって、
善介さんは６５歳まで勤めた。
そして、現在の善介さんの楽しみは野菜作りである。
「若い時は病気がちで苦労したけど、色々と経験し
たことで今の野菜作りも楽しめています。」
善介さんは笑顔で話されました。

明るい人。芸能人で言うと美空ひばりさん。どんな歌でもす
ぐに歌える人だったし、１００年に１人しか出ないと昔は言わ
れとったけんな。
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健康増進室 担当／倉田
☎ ︱３３３０

令和４年度苓北町地域健診の
受付を開始します
令和４年度に町が実施予定の地域健
診︵役場・公民館健診︶の受付を開始し
ます︒
健︵検︶診事業の内容および申し込み
方法は︑１月 日㊌以降に各地区の保
健推進員をとおして配布する資料をご
確認ください︒なお︑申込みは﹁令和
４年度苓北町地域健診申込書﹂に必要
事項を記入のうえ︑返信用封筒で郵送
するか︑直接担当課へ提出ください︒
ま た ︑ 施 設 健 診︵ 病 院 や 健 診 機 関 で
受 診 ︶お よ び 国 保 人 間 ド ッ ク を 希 望 す
る人は︑申込書の提出は不要です︒４
月４日㊊以降に希望する病院・健診機
関に直接電話で申し込みください︒
※健︵検︶診の対象年齢に上限はありま
せんが︑高齢になるほど︑健︵検︶診
の受診により体力・精神的な不利益
を受ける可能性があるといわれてい
ることから︑今回は 歳までの人に
資料を配付しています︒ 歳以上で
健︵検︶診を希望する人は︑別途資料
を送付しますので︑ご連絡くださ
い︒
健康増進室 担当／川原 栄
☎ ︱３３３０

▼募集人員
人
▼学力検査日 ２月 日㊍・ 日㊎
▼学 力 検査 科目 国語・理科・英語・
社会・数学︵満 歳以上の者︑︿平
成 年４月１日以前に生まれた者﹀
で希望する者は学力検査に代えて作
文と面接で受験可︶
▼出願期間 ２月１日㊋~４日㊎の９
時から 時まで
︵最終日は正午まで︶︒
詳しくはお問い合わせください︒
天草高等学校定時制
☎ ︱5５３３

食品衛生表示推進者講習会を
開催します

家畜を飼育している人は
報告書の提出が必要です
家畜を飼っている人は︑２月１日時
点の飼育状況を県知事に毎年１回報告
することが法律で義務付けられていま
す︒対象者には︑報告書を送付します
ので︑報告期限までに提出をお願いし
ます︒また︑小規模所有者も頭羽数の
報告が必要となりますので︑同様に報
告書を提出ください︒
▼対象となる家畜
牛／水牛／馬／豚／いのしし／めん
羊／ヤギ／鹿／鶏／うずら／あひる
／キジ／ダチョウ／ホロホロ鳥／七
面鳥
▼小規模所有者とは
次の頭数を飼育している人です︒
①水牛／馬︙１頭まで
②豚／いのしし／めん羊／ヤギ／鹿
︙１~５頭まで
③鶏／うずら／あひる／キジ／ホロ
ホロ鳥／七面鳥︙１~ 羽まで
④ダチョウ︙１~９羽まで
▼報告期限 ２月８日㊋まで
▼報告書提出先
役場農林水産課︑各出張所︑ＪＡ苓
北営農課
※報告書が届いていない人は︑ご連絡
ください︒
農林水産課 担当／尾上
☎ ︱１２４５

担当／大仁田
☎096 ︱333 ︱2290

相続登記はお済みですか？
無料相談会のお知らせ
熊本県司法書士会では︑毎年２月を
﹁相続登記はお済みですか月間﹂と
し︑県下一斉の無料相談所を開設しま
す︒お気軽にご相談ください︒
▼日時 ２月 日㊏
時~ 時
▼場所 天草市民センター 会議室
▼相談内容 相続に関する事項全般
熊本県司法書士会天草支部
担当／松山 ☎ ︱1751

海でなにかあったら・・・
﹁１１８番！﹂
１18番は︑海上における事件事故
に対し︑迅速かつ的確に対応するため
の海上保安庁緊急通報用電話番号です︒
また︑聴覚や発話に障がいのある人
を対象に︑スマートフォンなどを使用
した入力操作により︑海上保安庁への
緊急時の通報が可能となる﹁ＮＥＴ１
1８﹂を運用しています︒事前登録制
で す の で ︑ entry@net118.jp
を直接宛
先に入力して空メールを送信すると︑
登録用メールが返ってくるので︑手順
に従い登録してください︒
第十管区海上保安本部 総務課
☎099 ︱250 ︱9800
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忘れずに使用ください！

﹁苓北わくわく商品券﹂
新型コロナウイルス感染拡大のた
め︑売上が大幅に減少している町内事
業者の事業継続・経営安定を図り︑経
済の回復および活性化を目的に発行し
た﹁ ％プレミアム付苓北わくわく商
品券﹂の使用期限は︑令和４年１月
日㊊までとなっています︒
まだ商品券を使用していない人は︑
忘れずにご使用ください︒
商工観光課 担当／稲尾
☎ ︱３３３２

不妊治療費助成事業について
希望する妊娠・出産のため不妊に悩
む人の負担軽減を図っています︒
▼一般不妊治療
自己負担額に対し︑年度当たり５万
円を限度とし助成︒
▼特定不妊治療
熊本県特定不妊治療費助成事業の承
認を受けた人で︑自己負担額から助
成額を控除した額に年度当たり 万
円を限度とし助成︒
▼助成要件
①申請日時点で１年以上町内に居住
している夫婦︒
②夫婦および同一世帯に町税などの
滞納がない世帯︒
詳しくはお問い合わせください︒

︱１２６３
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役場職員の異動について

1月 日付けで次のとおり人事異動
がありましたのでお知らせします︒
＝異動＝ ※︵ ︶内は前所属
総務課課長補佐
野田
真
︵水道環境課課長補佐︶
水道環境課課長補佐 松本 康秀
︵企画政策課課長補佐︶
＝昇進＝
企画政策課課長補佐 西川 祐一
︵企画政策課主幹︶

天草マラソン大会の中止について

１月 日㊐に予定していた﹁第 回
天草マラソン大会﹂は︑新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のため中止する
こととしました︒
天草マラソン大会事務局
☎ ︱7722

絶対にしない②飼い猫は管理できる
範囲で飼いましょう
※町では犬猫の避妊・去勢手術費の助
成を行っています︒
水道環境課 担当／田中
☎ ︱３３３5

参加しませんか
くまもと障がい者スポーツ大会
▼期日 ①４月 日㊐ ②５月 日㊐
▼競 技 ①水泳・フライングディスク
ボッチャ②陸上・ボウリング・卓球
▼参加資格 県内に住所を有する者ま
たは県内の施設︑学校などに在籍す
る者で︑令和４年４月１日現在︑
歳以上の身体︑知的︑精神に障がい
がある者
▼申込先 福祉保健課
▼受付期間 ２月２日㊌~３月４日㊎
福祉保健課 担当／川原 大
☎

県では︑食品表示のさらなる適正化
に向けて︑消費者の正確な情報提供な
どを推進する食品適正表示推進者の育
成および設置を図っています︒
▼対象者 県内の食品関連事業所の経
営者︑役員または従業員
▼実施方法 県ホームページに掲載さ
れた講習資料で学習したうえで︑同
ページ内のアンケートを提出ください︒
▼掲載期間 ２月１日㊋~ 日㊊
▼掲載場所 県ホームページ
熊本県 食品適正表示推進者講習 で
検索
▼提出方法 掲載期間中にアンケート
をＦＡＸ︑メールまたは郵送︒
▼その他 詳しくは︑お問い合わせく
ださい︒
熊本県くらしの安全推進課
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町営住宅の入居者を募集します
次の住宅の入居者を募集します︒
▼募集戸数︵１戸︶
▽志岐 衝錠団地Ｄ棟２号
▼入居資格
次の要件をすべて満たすこと︒
①同居親族がいること︵単身入居特
例あり・婚姻予定可︶②住宅に困窮
していること③世帯の所得月額が
万8千円以下④国税・地方税を滞納
していないこと⑤申込者・同居親族
が暴力団員でないこと
▼募集期間 １月 日㊊~２月２日㊌
８時 分~ 時︵土日除く︶
▼入居申込方法︑提出書類については
お問い合わせください︒
土木管理課 担当／野田
☎ ︱３３31

ペットを飼っているみなさんへ
天草高等学校定時制の生徒を
募集します
定時制高校では︑昼間はアルバイト
などの社会経験を積みながら︑夕方か
ら学習して高等学校卒業の資格を取得
することができます︒
▼出願資格 令和４年３月に中学校を
卒業見込︑または中学校を卒業した
者︑および中学校を卒業したと同等
以上の学力があると認められた者

19

85

掲載希望は総務課広報係へ

最近ペットについての苦情が多く寄
せられています︒ペットと共存できる
住みよい環境づくりを心がけましょ
う︒
▼犬の場合 ①放し飼いはしない︵首
輪などは定期的に点検︶②散歩のと
きのフンは必ず片付ける③登録およ
び狂犬病の予防接種を行う︵登録は
生涯に一度︑予防接種は年１回︶
▼猫の場合 ①野良猫へのエサやりは
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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）

住民税非課税世帯等の皆さんへ

臨時特別給付金（10万円/１世帯）のご案内
担当／長舩

☎３５−１２６３

この給付金は、住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症の影

響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。給付金を受給するためには、手続きが
必要です。

▶支給対象世帯

１世帯あたり10万円

面

所
募

①

②

令和３年１月以降収入
が減少し、
「住民税非課
税相当」となった世帯

該当世帯へ町から
確認書が送付され
ます（２月中旬頃）
福祉保健課備え付け
の申請書に必要事項
を記入し町へ提出

内容を確認
し、町へ返
送

受付後随時
指定の口座
へ振込
受付後審査し、該当す
る場合、随時指定の口
座へ振込

※住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額が町民税均等割非課税水準以下であ
ることを指します。詳しくはお尋ねください。

！ 取」にご注意ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾

自宅や職場などに都道府県・市町村や国などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警
察または警察相談専用窓口（＃9110）にご連絡ください。

令和３年度

在

①１階：128㎡ ２階：45㎡ 合計：173㎡

②152㎡

各１者

数

施設使用料

②苓北町物産館（その２）

苓北町上津深江4535番地１

地
積

集

①苓北町物産館（その１）

①１階、２階とも利用する場合
月額88,230円（税込）

②月額77,520円（税込）

１階のみ利用する場合
月額65,280円（税込）

※初期投資に費用を要すること等を考慮し、苓北町物産館条例第７条の規定により、利用開始
月から２年間は半額減免とします。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、感染
症が収束するまでの期間、さらに半額減免とする場合もあります。

※電気水道料など施設の維持管理に必要な費用は全て利用者の負担となります。
※（その１）１階のみ利用する場合でも、２階の管理をしていただきます。

２．応募資格

町内外の事業者(個人・法人)とし、業種は指定しません。

３．募集期間

２月１８日㊎

※応募が多数の場合は、担当課にて書類審査を行い、利用者を選定します。
※土日・祝日を除く。

●募集要項・提出書類の配布先
アドレス：https://www.reihoku-kumamoto.jp
４．質問の受付期間

日時：２月13日㊐ 11時から正午まで
※インターネットでの開催です。空港での開催ではありません。
内容：動画配信サービスを利用しての生配信です。
◆バーチャルツアー
みぞか号からの風景や離着陸映像を配信します。
（二次元コード）
◆航空教室・パイロットなどとのオンラインチャット
航空機の解説など。わからないことがあればその場でお答えします。
◆制服紹介
パイロットやCAの制服、空港消防隊員の隊服などを紹介。
◆プレゼント企画
イベント中に発表するキーワードを応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。
その他：詳しくは「天草空港」「天草エアライン」ホームページをご覧ください。
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称

商工観光課窓口で受け取り、または町ＨＰからダウンロードできます。

天草空港オンラインイベント

天草空港「空の日・空の旬間」実行委員会事務局

☎３５−３３３２

苓北町物産館（その１およびその２）の施設利用者を募集します。
名

世帯全員の令和３
年度「住民税均等
割非課税」の世帯

担当／規矩

１．募集施設概要

②令和３年１月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し、

▶申請の流れ
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商工観光課

利用を希望する人は、次の方法で応募してください。

①世帯全員の令和３年度「住民税均等割が非課税」の世帯

「住民税非課税相当」の収入となった世帯（家計急変世帯）

▶給付金支給額

施設利用者を募集します

☎57−6111

２月１０日㊍

随時受付

※土日・祝日を除く。

募集要項に添付している所定の質問書を商工観光課まで提出してください。

●質問方法

※電子メール可
５．提出場所

商工観光課まで、郵送または持参により提出してください。

６．施設見学希望者には、施設の見学を受け付けます。ただし、見学を希望する場合は、希望す
る日の２日前までに申し込んでください。

７．問い合わせ

商工観光課

担当／規矩

☎35-3332

E-mail:kankou@town.reihoku.lg.jp
●募集施設 苓北町物産館（その1）
国道324号

至志岐

至二江

ＷＣ
駐車場
苓北町商工会

電気自動車の充電ステ
ーション等の整備あり

▲

福祉保健課

苓北町物産館

●募集施設
苓北町物産館（その2）

広報れいほく ２０２２ １月号
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ており、天草管内でも感染者が増加しています。感染の急拡大に伴い、1月19日㊌に熊本県を含

①出張所会計年度任用職員（募集人員：１人）

む１都12県に「まん延防止等重点措置」が適用が決定しました。（１月19日㊌現在１都15県が

▼応募要件 町に住所を有し、募集内容に定める
職務を行うことができる人。
▼試
験 面接試験
▼試験日時 ２月１３日㊐ 午前９時
▼試験会場 苓北町役場
▼募集締切 ２月４日㊎ 午後５時まで
▼申込方法 総務課および各出張所備え付けの申
込書に必要事項を記入し、３カ月以内に撮影し
た写真を貼り付け、履歴書（JIS様式、写真貼付
不要）を添付のうえ総務課へ持参してください。

②農業委員会会計年度任用職員（募集人員：１人）
▼職務内容
農地利用状況調査結果の集計・入力作業
農地情報公開システムの入力作業
▼任用期間・勤務時間
１年（人事評価に基づき最長３年間更新）
８：３０～17：00まで
※月１４日程度勤務
▼報 酬 額 ９８，
９７０円／月
▼通勤手当 自宅から役場までの片道距離に応じ
て支給（２㎞以上より）

熊本県内の新型コロナウイルスの感染者数は年明けから過去最多を更新するなど急激に増加し

▼応募要件 町に住所を有し、募集内容に定める
職務を行うことができる人。
▼試
験 面接試験
▼試験日時 ２月１４日㊊ 午前９時
▼試験会場 苓北町役場
▼募集締切 ２月４日㊎ 午後５時まで
▼申込方法 農業委員会備え付けの申込書に必要
事項を記入し、３カ月以内に撮影した写真を貼
り付け、履歴書（JIS様式、写真貼付不要）を
添付のうえ農業委員会へ持参してください。

適用）期間は１月21日㊎から２月13日㊐までで、県下全域が対象地域となっています。

町民皆さまにおかれましては、改めて県内外を問わず感染が拡大している地域への不要不急の

外出や移動を控えるようご協力をお願いします。また、ワクチンを接種した人も含め、マスク着
用、こまめな換気と手洗い、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保など基本的な感染防止対
策の徹底をお願いします。

町では１月14日㊎から町有施設および観光施設の利用を次のとおり制限しています。

１

町有施設（体育館・グラウンド・温泉など）の利用制限について

施設名
体育館・グラウンド
温泉センター
温泉プール
老人福祉センター
２

利用制限
苓北町内の人のみ
苓北町内の人および会員券利用者のみ
苓北町内の人および会員券利用者のみ
苓北町内の人のみ

施設名
白岩崎キャンプ場
苓北町歴史資料館
熊本県富岡ビジターセンター

利用制限
苓北町内の人のみ

※利用制限は熊本県内のリスクレベルおよび天草管内の感染状況により決定しています。

新型コロナワクチン接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます
利用手順１

▼募集内容
医療的
01 ケア
看護師

内容

任用期間

報酬

必要な資格・要件

医療的ケアを必要と
○月～金曜日
する児童のたんの吸 令和４年４月 ○８：１５～１6：４５のうち５時間４５分 （日額） 看護師免許または
７，
２５２円 准看護師免許
引や緊急時の対応 から半年間
○月１７日程度

学校給食
学校給食の調理業
02 調理場調
務
理員

１年（人事評価 ○月～金曜日 ○８：００～１６：３０ （日額） 調理師免許を持つ
に 基 づ き 最 長 ○月２０日程度
７，
０６９円 人を優先します
３年間更新） ※夏休みなどで変動する場合有

03 公民館長 公民館事業の企画
運営・管理

社会教育および公
１年（人事評価
○月～金曜日 ○８：３０～１４：１５ （日額）
民館活動に関心が
に基づき最長
７，
１３４円
○月２０日程度
ある人
３年間更新）

▼通勤手当 自宅からそれぞれの勤務場所までの
片道距離に応じて支給（２km以上より）
▼試
験 面接試験
▼試験日時 ２月11日㊎ 午前９時
▼試験会場 苓北町役場
▼募集締切 ２月７日㊊ 午後５時まで
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主な就労形態

広報れいほく ２０２２ １月号

原則２時間以内

観光施設の利用制限について

③教育委員会会計年度任用職員（募集人員：各１人）
職種

利用時間

▼申込方法 教育委員会および学校給食調理場備
え付けの申込書に必要事項を記入し、３カ月以
内に撮影した写真を貼り付け、履歴書（JIS様
式、写真貼付不要）を添付のうえ教育委員会へ
持参してください。
※資格のある職種については、あわせて資格を証
明する書類を添付してください。

新型コロナワクチン接種証明書
（英語名：COVID-19 Vacation Certiﬁcate）
・2021年12月20日からApp StoreおよびGoogle
Playで公開されています。
・日本政府公式の新型コロナワクチン接種証明書
アプリです。
・日本国内用、海外用の接種証明書をアプリで発
行できます。

こちらをご用意ください

スマートフォン
・マイナンバーカードが読み取れる端末
・IOS13.7以上
・Android OS 8.0以上
そのほか必要なもの
・マイナンバーカードと暗証番号４桁
※カード受取の際に設定した券面入力補助用の
暗証番号
・（海外用のみ）パスポート

利用手順２

スマホでアプリをインストール

↓こちらの二次元コードからダウンロード↓

App Store
（IOS）

Google Play
（Android）

▲

会計年度任用職員
▼職務内容
窓口での各種証明書等の交付／地域の相談窓口
／本庁との連絡調整／建物および備品などの維
持管理／公民館業務との連絡調整
▼任用期間・勤務時間
１年（人事評価に基づき最長３年間更新）
８：３０～17：１５まで
※月１０日程度勤務 ※２名による交代勤務
▼報 酬 額 ７，
３０５円／日
▼通勤手当 自宅から出張所までの片道距離に応
じて支給（２㎞以上より）

新型コロナのお知らせ

内 216
①総務課
担当／永野 ☎〇
②農業委員会 担当／松野 ☎35 - 1245
③教育委員会 担当／平野 ☎35 - 2111

▲

募集します

アプリの情報はデジタル庁のウェブサイトでご案内しています。
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
広報れいほく ２０２２ １月号

26

こせきの窓

１２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

馬 場
内 田
二丁目
狸河内
上

氏

（敬称略）

名

年齢

宮﨑ヨシミ
櫻井キミヱ
山城 賢
江口ヨシエ
山口ミサエ

103歳
94歳
95歳
89歳
87歳

善意の寄附

男3,202人（０） 女3,556人（△８） 世帯数3,088戸（△４）

２月休館日のお知らせ
麟泉の湯
３日㈭・17日㈭
苓北町歴史資料館
毎週木曜日
温泉プール
毎週水曜日
富岡ビジターセンター
毎週水曜日

清和さん
孝さん

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ3.12.16〜Ｒ４.１.14）
磯野たえ子さん
（兵庫県） 吉本 洋八さん
（東京都）
雨森 雅子さん
（神奈川県） 勝木 秀子さん
（千葉県）
西嶋 義輝さん
（埼玉県） 福田しのぶさん
（兵庫県）
川口 春幸さん
（東京都） 迫頭 満雄さん
（神奈川県）
塩崎 正人さん
（福岡県） 藤川万里子さん
（兵庫県）
宮﨑 経大さん
（大阪府） 角岡 重豊さん
（千葉県）
沢辺 直枝さん
（千葉県） 長谷川トキ子さん
（千葉県）

マイナンバーカード情報
休日 令和４年２月から３月は
開庁 月２回に拡大します

※１月は開庁しません

２月13日㈰・２月27日㈰
３月13日㈰・３月27日㈰
※受付時間はすべて９時〜12時まで

場所：役場ロビー
新型コロナウイルス感染症の状況により、中止また
は日程を変更する場合があります。

２月休日当番医
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
苓北クリニック
（内）☎35−1119
11日
（金・祝） 天草慈恵病院
☎37−1111
（内・泌・整・耳・
リハ）
13日
（日）
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
20日
（日）
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
23日
（水・祝） 天草慈恵病院
☎37−1111
（午前：内・泌・整・
リハ／午後：内・泌・小・
リハ）
27日
（日）
苓北医師会病院
（内）☎35−1133

２月６日
（日）

※内
（内科）
、泌
（泌尿器科）
、整
（整形外科）
、耳
（耳鼻いんこう科）
、
リハ
（リハビリテーション科）
、小
（小児科）
広報れいほく ２０２２ １月号

令和３年12月末現在

６，
７５８人（△８） ※（ ）は前月比

ありがとうございました

●社協寄付（12月受付分）
臼井 治久さん
山田
山城 亮善さん
宮﨑
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動き

町の

☎３５−３７７０
☎３５−０７１２
☎３５−３３０１
☎３５−０１７０

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
やむを得ず施設を休館する場合があります。

カレンダー（主な行事予定）
2022
日

２
月

February
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

件数
０件
０件
１件
０件
１件
０件
０件
０件
２件

27日 マイナンバー申請・交付
窓口開設

忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう〜

国民年金は、老後の所得保障だけではなく、病気やけがで重い障がいが残ったときなど、思いがけない
人生の「万が一」もサポートする公的年金制度です。
○義務と権利
日本国内にお住まいの２０歳から６０歳までのすべての人は、国民年金に加入して保険料を納付する義
務があり、年金を受け取る権利があります。
○加入の手続き
学生や自営業者などの「第１号被保険者」は、役場で直接手続きをしてください。サラリーマンや公
務員の「第２号被保険者」や、その第２号被保険者に扶養される配偶者の「第３号被保険者」は、勤務
先の事業所が加入手続きを行いますので、個別の手続きは必要ありません。
○保険料の猶予・免除
学生や失業者など、収入が少ないために国民年金保険料の納付ができない場合は、申請により保険料
の納付を猶予・免除できる制度があります。
そのうち「学生納付特例制度」は、所得がない学生ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制
度です。
そのほかに経済的な理由などにより保険料の納付が困難な人のために、「保険料免除制度」や「保険
料納付猶予制度」があります。
これらの申請を行わないまま、国民年金保険料が未納となっていると、老後に年金を受けられなくな
ったり、年金額が低くなったりする恐れがあります。また、「万が一」のときに障害年金が受け取れな
いなどの思わぬ事態を招きますのでご注意ください。
役場税務住民課

【常用一般分抜粋】12月28日現在

職

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、行事が中止にな
る可能性があります。

金

額
0円
0円
10,000円
0円
10,000円
0円
0円
0円
20,000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

〜新成人の皆さん

２月
13日 マイナンバー申請・交付
窓口開設

（令和３年12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

２０歳になったら国民年金

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

求 人 情 報
種

工場内作業及び配達
介護員［生活支援員］
（養護老人ホーム寿康園）
介護福祉士［生活支援員］
（養護老人ホーム寿康園）
清掃業務及び土木・造園作業
介護職（グループホーム ひまわり２）
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
給食調理員（天草更生園）／正社員
准看護師（日勤のみ）
介護職（日勤のみ）
准看護師
介護福祉士
栄養士
理学療法士
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）
製品の仕上げ
海藻の加工及びその他
森林整備員
看護師（天草慈恵病院）
訪問看護師
准看護師（天草慈恵病院）
介護福祉士（天草慈恵病院）
診療情報管理士（天草慈恵病院）
医療事務（天草慈恵病院）
看護師【夜勤専従】
（天草慈恵病院）
（障）警備課警備係／天草本渡地区

人数

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

担当／髙戸

☎35-1115

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

年 齢

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

賃

金
（単位：円）

求人番号

144,000円～158,400円 43060- 5101211
164,400円～176,400円 43060- 5103411
171,500円～184,500円 43060- 5105311
163,800円～187,200円 43060- 5084911
148,000円～190,000円 43060- 5074311
157,200円～211,330円 43060- 5052811
143,000円～209,900円 43060- 5053211
143,000円～209,900円 43060- 5054511
145,000円～185,000円 43060- 5012511
146,000円～212,000円 43060- 5013411
145,000円～185,000円 43060- 5015311
146,000円～212,000円 43060- 5017911
158,000円～178,000円 43060- 5019711
203,000円～270,000円 43060- 5021411
141,000円～146,000円 43060- 4968311
153,000円～200,000円 43060- 4969611
180,000円～225,000円 43060- 4970811
141,868円～146,880円 43060- 4979711
134,190円～134,190円 43060- 4927611
192,000円～192,000円 43060- 4930211
233,000円～253,000円 43060- 4874711
177,500円～243,000円 43060- 4875811
192,500円～207,500円 43060- 4876211
178,200円～219,700円 43060- 4877511
192,000円～220,200円 43060- 4878411
172,000円～221,200円 43060- 4879011
149,100円～163,100円 43060- 4880911
153,202円～203,849円 43010-36219411
広報れいほく ２０２２ １月号
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