広報

お兄ちゃん
大好き～！
たくさん
遊んでね！

やんちゃに
なりました！
また天草に
行きたいです☆

歩けるように
なったよ！
ねえね達、
お散歩行こうね♪
ます

だ

り

みや

閃李くん

告知端末 の電源は入れておきましょう！

【富岡出身／熊本市在住】

【志岐出身／千葉県在住】

令和３年３月28日生

令和３年２月14日生

令和３年２月21日生

母・朋香さん

information

父・拓さん

母・あかねさん

父・真弓さん

母・あゆみさん

４月・５月で満１歳になるお子さんの写真を募集します

申込方法 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 ５月６日
（金）まで
掲載予定 広報れいほく５月号

必要なもの ①写真、②氏名、性別、生年月
日 ③親の氏名 ④メッセージ
（20文字程度）
⑤住所
内 ２０７
総務課広報係 ☎〇
matsuura-yy@town.reihoku.lg.jp

編集好機

りました︒最初は少し緊張し
た表情で写真に写った生徒も︑
﹁この写真︑表紙でつかって
くれますか﹂と素敵な笑顔で
カメラに向かってピース︒そ
の笑顔を忘れずに︑夢に向か
って成長してほしいです︒
︵松浦 雄也︶

■ 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４年３月22日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

令和４（２０２２）年３月２２日発行［毎月２１日発行］

た

【志岐在住】

先月の編集好機に﹁オルレ
コース﹂を歩いてみようかな
と掲載しました︒有言実行と
いうことで︑家族で挑戦︒い
ざ歩いてみると キロのコー
スとアップダウンがつらく︑
途中で心が折れそうになりま
した︒ヘロヘロの私を尻目に︑
一緒に歩いた５歳の息子は一
言も弱音をはかず︑楽しそう
にゴール︒子どもの成長をひ
しひしと感じました︒▼苓北
中学校の卒業式におじゃまし
た時のこと︒今年の卒業生と
は中体連や体育大会などで取
材をし︑少しずつ距離が縮ま

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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－HAPPY BIRTHDAY－

一足早い春の訪れ

２月14日㊊、内田のＹさんの自宅
前では、カワヅザクラの花が開き、一
足早い春の訪れを告げました。これま
でも様々な品種の花を育てているＹさ
ん。「来年は何を育てようかな〜。そ
の時の気分次第です」と笑顔で話しま
した。

３月号 もくじ
いきいきウォーキング

苓北中学校卒業式

みんなのひろば

地域おこし協力隊

まちのわだい

社会福祉協議会だより

おしらせ

ねんきん・こせきのまど

者も増加傾向にあり︑この取り組みを

金子館長は﹁あくまでも︑自分の楽

す︒

目標でウォーキングを楽しんでいま

記録表を配布することで︑それぞれの

数﹁１００万歩﹂を達成する猛者も︒

増えています︒中にはひと月の最高歩

マホや携帯電話に表示される１日の歩

するのみです︒

きっかけにウォーキングを始める人も

活動開始から約半年が経過し︑参加

配布されている記録書と集計表
しみの一つとして︑都合のつくタイミ

ゆたか

田中 豊さん
︵松原︶

年くら
いになりますね︒始めてから︑随

年退職してからなので︑

を始めたきっかけです︒会社を定

A．体調を崩したことがウォーキング

は？

Q．ウォーキングを始めたきっかけ

利用者の声

今月の一枚
分体調がよくなりました︒

苓北発電所内のふれあい広場での１枚で

んでいます︒

月から参加していますが︑毎月

月から３キロも体重が減りまし

が増えました︒歩く量も増えて︑

ウォーキングをする人を見る機会

もどんどん増えてきて︑地区でも

の結果報告が楽しみです︒参加者

A．

Q．公民館の事業はいかがですか︒

伺いました︒

﹁健康愛好者ウォーキング﹂について

今回は︑公民館が

月から始めた

で健康づくりや社会教育活動に取り組

た毎日を過ごすために︑さまざまな形

室︑ウォーキングなど︑いきいきとし

長︶を中心に︑四半的教室やスマホ教

坂瀬川地区では公民館︵金子孝昭館

いきいき毎日を健康に

す。広場では、遊具で楽しそうに遊ぶ子ど
たかあき

もたちの声でにぎわっていました。
スマホに表示された歩数を確認する田中さん

月

ングで︑気が向いたときに行うことか

待ちに待った富岡保育園のお別れ遠足。
10

１歳おめでとう

健康愛好者ウォーキング
金子孝昭公民館長

坂瀬川公民館では︑地区のウォーキ
ング愛好者に呼びかけを行い︑昨年
月より﹁毎日の歩数﹂を集計し︑ひと

人︒最年長が

月分の記録を参加者に配布する事業を
始めました︒
１月の参加者は
歳と幅広い年代でウォ

1 2
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日

火
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木

金

土

４月
10日 消防団辞令交付式

４

April
2022

数を記入し︑ひと月分をまとめて提出

は︑事前に配布される﹁記録書﹂にス

ーキングを実施しています︒参加方法

歳︑最年少が

45

た︒
Q．どれくらい歩きますか︒
A．多いときは１日３万５千歩です︒
１度に全部歩かずに︑休憩をとっ
てから歩いています︒

坂瀬川公民館から始まった取り組み
から︑ウォーキング愛好者が増加し︑
今後更なる展開が期待されます︒

2
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事業について話す金子館長

10

10

カレンダー（主な行事予定）
ら始めましょう﹂と話します︒

田中豊さん・早苗さんご夫妻

ウォーキング

い きい き
46
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それぞれの夢の先へ

苓北中学校卒業式が3月6日㊐︑厳
かな雰囲気のなか︑同校体育館で挙行

人︵男子

人︑女子
ひとし

人︶︒堂々

されました︒今年中学校を卒業したの
は︑
35

24
ゆうしん

きく羽ばたいていくことでしょう︒

とを生かし︑それぞれの夢に向かい大

く成長した苓中生︒中学校で学んだこ

コロナ禍で制限があるなかたくまし

の思い出を振り返っていました︒

ど︑それぞれが中学校で過ごした日々

校生活が終わるのが信じられない﹂な

徒らは﹁このクラスでよかった﹂﹁学

の熱いメッセージが伝えられると︑生

らの成長に期待しています﹂と生徒へ

なたたちと出会えて良かった︒これか

過ごした日々が本当に楽しかった︒あ

されたほか︑担任の先生から﹁ともに

間では︑卒業を記念したビデオが上映

式後に行われた各教室での学活の時

ました︒

先生︑保護者に向け感謝の思いを伝え

す﹂と答辞を行い︑在校生をはじめ︑

れず︑自立に向けて努力していきま

の道に進みますが︑感謝の気持ちを忘

さんが﹁これから︑私たちはそれぞれ

それに対し卒業生を代表して桃田大暉

だい き

を応援しています﹂と送辞を述べると︑

私たちも苓北の地から︑先輩方の活躍

さんが﹁先輩方との思い出を大切にし︑

その後︑在校生を代表して林田悠慎

贈られました︒

長から︑生徒一人ひとりに卒業証書が

とした姿で体育館に入場し︑倉田斉校

59

このクラスでよかった

お父さん、お母さん、ありがとう

4
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Photｏ reportPhoto report-

年長児 クラス のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

富岡保育園

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

卒園アルバム
作品

総務課広報係
内２０７
☎○

４月から、いよいよ１年生です。卒園アルバムの表紙に、自分の顔を描きました。
保育園での思い出がたくさんつまった、世界に１つだけのアルバムです。

チ ャレ ン ジ

小学生の作品

楽しい ボールおにごっこ
坂瀬川小学校

２年
りゅう せい

赤坂 龍星 さん
みんなでボールおにごっこをして、楽
しくあそんでいる絵をかきました。
ぼくは、おにの人においかけられて、

学校自慢

クラスの自慢

勉強ができます。また、元気で明
るくおもしろい人がいます。そし
て何でもがんばることができます。

クラスから先生へ

石井先生のいいところは、物知
りで、かっこよくて、体育が上
手で、よく食べるところです。

都呂々小学校５・６年生 （男子２人
7

広報れいほく ２０２２ ３月号

女子２人 計４人）

先生からクラスへ

残りの期間もバリバリ楽しく
やりますので、よろしくお願
いします。愛してるよ！

にげています。
足をまげて、走っているようにかくの
をがんばりました。楽しそうな絵ができ
て、よかったです。

担任：石井 勇気先生
広報れいほく ２０２２ ３月号
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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。

＝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
ロールキャベツ

１人分

今回は、秋にまいて翌春に収穫する春キャベツを使った
「ロールキャベツ」を紹介します。生野菜ではなかなか量も
食べられませんが、煮込むことで食べやすくなります。

● 作り方

①キャベツは人数分はがし、
鍋で茹でるか、電子レン
ジで加熱する。軸は削ぐ。
② を合わせ、粘りがでる
までよく混ぜる。キャベ
ツを広げ具を包み、よう
じでとめる。
③鍋にロールキャベツをす
き間なく敷き、 を入れ
て弱火で30〜40分煮込む。
④仕上げにパセリをちらす。

エネルギー 133kcal
たんぱく質 8.0g／脂質 7.9g
炭水化物 4.1ｇ／食塩相当量 0.9ｇ

地域おこし協力隊 関根

● 材料（１人分）

とし やす

写真家 錦戸俊康

キャベツ………１枚
合いびき肉…30〜40g
タマネギ……20g
ニンジン……５g
塩コショウ…適量
パン粉………適量
だし汁……………40cc
しょうゆ（薄口）…1.5cc
しょうゆ（濃口）…1.5cc
みりん……………1.5cc
パセリ……………適量

富岡保育園のおともだち

ふ れ あ い 広 場

■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

祇園橋

P

2F

銀天街

【本屋と活版印刷所の屋根裏】
「本屋と活版印刷所の屋根裏」(左下地図)は、青を基調
とした落ち着く空間。店と喫茶店、ギャラリーという多様
なスペースで来た人を心の内側へと誘う。錦戸さんは、お
店の内装が完成する前から足を運び、自身の写真展に向け
てイメージを膨らませ、展示用の壁の色塗りなどギャラリ
ースペース作りを手伝ったそうだ。
【天草への想い】
「昔は天草が好きじゃなかった」と10代の頃を振り返
る。18歳で天草を出て福岡、東京と拠点を変え、全国各
地で撮影し写真展を開催するようになる。その後、都呂々
地区にある実家の民宿錦戸を手伝う為、帰町。天草での写
真生活が始まると、子供の頃に見ていた天草が消えてしま
いつつあると感じたそうだ。記憶の断片を探すようにシャ
ッターを切る日々。天草の写真を撮るうちに天草が大好き
になったという。「天草の写真を天草の人に見てもらいた
い」という想いが芽生え、人との縁も重なり地元天草で毎
月写真展を開催することになった。
写真は誰でも簡単に撮れる時代になった。特別な技
術はなくともそれなりの写真は撮れる。その中でも残

（敬称略）

しておきたいと思える写真は何枚あるだろうか。子供
の節句や七五三、入学式や卒業式、成人式などの人生
まと

〒863-0023 熊本県天草市中央新町19 -1
本屋と活版印刷所 2F

の節目に晴れ着を纏い、写真を撮影してもらう。プロ
にお願いしたい写真というのはそんな特別な日だろう。
残しておきたいモノや記念日はもちろん、何気ない日

HP

常も、天草をこよなく愛する写真家・錦戸俊康さんに
お願いすると特別な瞬間の記録に変わるに違いない。

▲ホームページ
広報れいほく ２０２２ ３月号

ポルト

苓北町子育て支援センタ
ーのインスタグラムを開設
しました！右記の二次元コ
ードを読み取って、ぜひの
ぞいてみてくださいね。

Ａ：ご入園おめでとうございます。子どもの成長が
嬉しい反面、寂しい気持ちにもなりますね。ま
ず、持ち物は保育園それぞれで違いますので、
面接時などに詳しく聞いておきましょう。持ち
物全てに必ず記名が必要です。お名前スタンプ
も便利ですね。入園してしばらくは不安な気持
ちになる事もあると思いますが、子どもは少し
ずつ慣れていくものです。入園前から「保育園
楽しみだね」など、お父さんやお母さんが笑顔
で前向きな言葉かけをしておくと良いですね。

諏訪神社

松美堂
田中花屋

過ごしましょう。

Ｑ：４月から保育園に入園します。初めての子ども
なので色々な事が不安です。何か気をつけてお
くことはありますか？

▲写真展「ご近所論」/ 都呂々地区の写真

セブン
イレブン

ければ上着を羽織るなど衣服の調節をしながら

ママたちのＱ＆Ａ

リッチ
ハウス

やすくなります。その日の気温に合わせ、肌寒

コ

こーえん
花よど

たね。季節の変わり目は赤ちゃんも体調を崩し

ニコニ

弁当の

少しずつ暖かくなり、春らしくなってきまし

♪
楽しいね

苓北町子育て支援センター

さん

【写真展】
天草市の本渡中央銀天街から一本外れた通りの二階にあ
る「本屋と活版印刷所の屋根裏」というお店に上がると、
写真家・錦戸俊康さんの写真展「点滅」が開催されてい
た。「これが写真?まるで絵画のようだ…」という初めて
の写真展での感動。展示された写真は携帯の画面上で見る
写真とは全く別物。毎月開催されている写真展に折を見て
足を運ぶようになった。毎回、写真の大きさや配置も絶妙
に演出された空間となっていて、コーヒーを飲みながら写
真を眺めて、一息ついてその場にいる人たちと交流する。
お店を出ると世界の見え方が変わるような気がした。

▲写真展「彼岸のもの」/ 鯨の写真と本人

9

NO.19

【写真提供：錦戸俊康】

▲Instagram

やどかり太郎
広報れいほく ２０２２ ３月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

和気あいあい グラウンドゴルフ

児童のアイデアが学校給食に

坂瀬川公民館グラウンドを拠点として活動している

坂瀬川小学校６年の赤坂風憂華さんが考えた給食

坂瀬川地区「ひまわり会」

坂瀬川小学校６年生の提案が給食に
ふ

めぐみ

う

か

グラウンドゴルフ愛好会「ひまわり会（小田恵会長）」

の献立が３月10日㊍、学校給食に提供されました。

は、会の発足から約２０年。現在は坂瀬川地区を中心

これは、同校の６年生が「１日分の献立を考えよ

に平均年齢は８０歳、最高齢は８９歳、約２０人のメン

う」の授業で、コロナ禍で調理実習もできない状況

バーで活動されています。同会は、日曜日を除く天気

のなか、自分たちにできることを考え、学校給食共

の良い日は、毎日グラウンドゴルフを行っています。

同調理場に自分たちで考えた給食の献立を提案した

大会本番で行われる規格と同じ距離の合計８ホール

ナイスショット

を午前と午後で１日４回回り、歩数としては毎日「約

田口先生が、給食の献立に取り入れても問題のない
すばらしいものと判断したことから今回提供される

和気あいあいとするから楽しかですよ」「楽しいから

こととなりました。
当日は６年生が給食調理場を訪れ、窓越しに学校

す。

給食が作られる過程を見学しました。

町内では、「ひまわり会」のほかにも各地区でグラ

献立を提案した赤坂さんの夢は栄養士。「献立を

ウンドゴルフなどの活動が活発に実施されています。

作るときに塩分や調味料のグラムを計算しながら考

楽しく生き生きした活動に参加してみませんか。

えました。自分が（栄養士）になったときに、バラ
ンスを考えて作れるようになりたいです」と話しま
休憩時間も大切です

丹精込めて作った梅干し

宮本 昭雄さん

広報れいほく ２０２２ ３月号

３月10日㊍の献立
コーンクリームスープ

茶道を初体験

九州電力㈱苓北発電所

ちりめんの酢の物

坂瀬川小学校６年生

坂瀬川小学校の６年生11人が３月８日㊋、中公

お

宮本昭雄さん（都呂々）が造る梅干しが、東京銀座

民館で茶道体験を行いました。これは、同校の「地

にある熊本のアンテナショップ「銀座熊本館」からの

域交流活動」の一環で、卒業前に心を落ち着け、穏

注文や各雑誌などに掲載されています。

やかな気持ちで中学校に進学してほしいとの思いか
ら初めて計画されたものです。
や

え

こ

都呂々で茶道教室を開く中野八重子さんを講師に

ら、梅干しをはじめとする漬け物づくりなどを行い、

11

❹

①窓越しに給食が作られる過程を見守ります
②献立を提案した赤坂風憂華さん
③おいしくいただきました
④田口栄養教諭の説明を熱心に聞きます

花とみどりあふれる町に

宮本さんは、運送業や建設業などに勤めるかたわ

一つ一つ丁寧にパックに詰めます

❸

ちくわの磯辺揚げ

した。

昔ながらのなつかしい酸味･･･。
あき

❷

ことから始まったものです。提案を見た栄養教諭の

２，
５００歩」を歩いています。会員からは「みんなで
いくらでも（グランドゴルフ）ができます」と話しま

❶

て まえ

４０年になります。今回は、銀座熊本館から、Ａコー

招き行われたこの体験会では、「お点前頂戴いたし

プ苓北に「宮本さんの梅干しを送ってもらえないか」

ます」など茶道における作法を学びながら抹茶やお

と相談がきたそうで、Aコープによると、都心部で販

九州電力の職員および町の花いっぱい運動に参加

売されている梅干しは甘い味付けのものが多く、宮本

している皆さんが３月８日㊋、苓北発電所内のふれ

さんが作られる梅干しのような、酸味のあるものはあ

あい広場に、ペチュニアの花を飾りました。

菓子を味わいました。
体験会に参加した
ふみ や

伊藤史哉さんは「初

まりないとのことです。注文の話がきたときは、「び

これは、苓北発電所が「第38回全国都市緑化く

めての体験で難しか

っくりしました」と話す宮本さん。梅干しづくりのこ

まもとフェア」のパートナー会場の１つとして実施

ったけれど楽しかっ

だわりは「シソをたくさんいれること」と話します。

されたもので、当日は関係者ら60人が参加。同イ

たです。礼の仕方な

「体の続く限りがんばりたい」と話す宮本さんが手が

ベントは３月19日㊏から約２カ月間、熊本市の花

どの作法を学べてよ

ける丹精込めて造った梅干し、皆さんにもぜひ一度味

畑広場などをメイン会場に、県内すべての市町村が

かったです」と笑顔

わってほしいものです。

花とみどりに彩られます。

で話しました。

広報れいほく ２０２２ ３月号

10

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・㈱
シープル・宮崎薬品・㈲渡辺自動車
【富岡地区】

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

福祉機器リサイクルコーナー

シルバー人材センター会員募集

このコーナーは、不要になった福祉機器などを寄

苓北町シルバー人材センターでは、作業を担当し

付していただき、必要な人に利用していただくため

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

皆さんの力を地域貢献へ！！

ていただく会員を募集しています。

のリサイクルコーナーです。

ベビーシート…１台

【作業の種類】
・植木の剪定、伐採（機械、手作業）

り・㈲本川海産食品・㈲三英マーク・㈱苓北薬

・除草作業（機械、手作業）

局・植田工務店㈲・熊日天草西販売センター・大

・海岸清掃作業（漂着物の収集、運搬処理）

協モーター・㈲ミヤザキ・吉田工務店

・軽作業（家の片付け・清掃・墓掃除・農作業な
ど）

【都呂々地区】
【入会方法】

都呂々保育園・㈱光製作所・㈲木山陶石鉱業所・

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３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。

新光商事㈲

苓北町シルバー人材センター【苓北町社会福祉協

ベビーラック…１台

【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・

【内訳】
戸別募金

１，１３６，５００円

法人募金

３５５，２７０円

街頭募金など

１０１，１２２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・宮原保育園・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・猪口医院・㈲苓北プロパ
ン・㈲ハヤシ住建・田尻建設㈲
【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

ださい。
※シルバー会員になるためには登録が必要です。

都呂々）・坂瀬川郵便局・苓北町保健センター・
会員資格

▼

麟泉の湯・苓北町温泉プール・㈱シープル・苓北

１，
５９２，
８９２円

議会・（苓北町保健センター内）】へお申し込みく

苓北町内に居住している、概ね６０歳以

郵便局・志岐集会所・苓北町老人福祉センター・

上の人

苓北医師会病院・富岡郵便局・富岡ビジターセン

健康で自分の労働能力を活用し、生き

ター・都呂々郵便局・苓北町新ふれあい館・ＪＡ

がいの充実や社会参加を希望する人

れいほく金融本店

ベビー・チャイルドシート
…１台

【職域募金】

会

▼

赤い羽根共同募金のお礼

募金額（令和３年度）

無料でお譲りします。

【申込受付期限】
希望する人は、４月１１日
（月）までに苓北町社会福

【学校募金】

祉協議会へお申し込みください。希望者多数の場合

富岡小学校・志岐小学校・苓北中学校・都呂々小

は、抽選になります。

学校・坂瀬川小学校・天草拓心高校マリン校舎

＊抽選は、４月１２日
（火）午前９時に苓北町保健セン

（令和４年３月４日現在）
※今年度ご協力いただいた募金は、令和４年度に地

年額１，
０００円

【仕事の登録】

九州電力㈱苓北発電所・苓北町役場・苓北町土地
改良区

費

ターで行います。

会員はあらかじめ希望する職種を登録しておき、
当センターから連絡を受け、自分が出来る仕事をし
ていただき作業報告書を提出して頂きます。
就業中、万一けがや事故などが発生した場合は、
シルバー傷害保険などで対応します。（保険料は当
センターが負担）

【問い合わせ先】TEL ３５−１２７０

詳細は苓北町社会福祉協議会まで（☎３５−１２７０）

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

人ホーム楽洋の里・青砥歯科医院・㈱安田屋苓北

苓北町社会福祉協議会では３月４日㊎に、ひとり親家庭

給油所・ＪＡれいほく・天草信用金庫苓北支店・

で令和４年度に小学校へ入学する子どもを養育する６世帯

あらき歯科医院・㈲坂西商店・㈱長井商事・西日

に「小学校入学準備金」を、令和３年度に中学校を卒業す

本プラント工業㈱・㈲苓北浄化槽管理センター・

る子どもを養育する９世帯に「中学校卒業祝い金」を苓北

㈱天草みらいコンクリート苓北工場・綜合環境保

町保健センターにて贈呈しました。

全㈲・㈱苓北グリーンサービス・㈱ボンディーヌ
13
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12

朝︑薄暮時の歩行中に多く発生してい
ます︒道路を横断する際は︑安全確認
をしっかり行い︑横断歩道や信号機が
あるところを渡りましょう︒また︑車
の運転手に自分の存在を知らせるため
に︑明るい服装や反射材用品を着用し
ましょう︒
車を運転する人は︑シートベルトの
着用や早めのライト点灯︑ながら運転
をしないなど安全運転に努めましょ
う︒また︑横断歩道手前では減速し歩
行者が待っている場合は停止し歩行者
を優先しましょう︒
▼期間 ４月６日㊌〜 日㊎
▼運動の重点 ①子どもを始めとする
歩行者の安全確保 ②歩行者保護や
飲酒運転根絶などの安全運転意識の
向上 ③自転車の交通ルール遵守の
徹底と安全確保
総務課 担当／田口 ☎〇内２0８

﹁花いっぱい運動﹂
参加団体募集

▼支給する材料 花の種や苗︑肥料な
どの資材を︑予算の範囲内で支給し
ます︵プランター・植木鉢などの資
材は支給しません︶︒
▼支給する時期 ６月︑ 月︵年２回︶
▼申込方法 商工観光課または各出張
所備え付けの申込用紙に必要事項を
記入のうえ︑提出してください︒申
込書は︑町ホームページからも取得
できます︒
▼申込期限 ４月５日㊋
商工観光課 担当／規矩
☎ ︱３３３２

第

回特別弔慰金請求書 受付

漢字検定 受検者募集
▼期日 ６月 日㊐
▼時間 クラスに応じ開始時間が違い
ます︒左記へお尋ねください︒
▼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

苓北支援学校介助員 募集
▼雇用期間
令和４年４月１日〜翌３月 日
▼勤務日等
月 日以内かつ週 時間以内
▼採用人員 ２人︵予定︶
▼試験方法 個別面接による口述試験
▼試
験 随時実施
▼試験会場 苓北支援学校
▼申込場所 支援学校事務室まで持参
▼応募書類 ハローワーク紹介状
履歴書︵写真添付︶
▼その他 採用者が採用予定人数に達
するまで︑募集を継続します︒
苓北支援学校
担当／一寶
︵いっぽう︶
☎ ︱１７８０

▼

住所の異動手続きは忘れずに

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︒
住民票の異動届︵転出届・転入届・
転居届など︶は︑国民健康保険および
国民年金の資格確認や︑選挙人名簿の
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﹂の﹁住所﹂などは最新
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

春の全国交通安全運動

23

14
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内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

▼支給対象 戦没者等の死亡当時のご
遺族で︑令和２年４月１日︵基準
日︶において︑﹁恩給法による公務
扶助料﹂や﹁戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金﹂等を受ける
人︵戦没者等の妻子等︶︒なお前述
の人がいない場合は︑優先順位の高
い遺族お一人に支給されますので︑
順位等については︑左記までお尋ね
ください︒
▼請求期限 令和５年３月 日まで
※請求期間を過ぎると弔慰金を受ける
ことができなくなります︒
▼支給内容 額面 万円︑５年償還の
記名国債︵年額５万円︶
福祉保健課 担当／長船
☎ ︱１２６３

税務住民課からのお知らせ

令和４年度 固定資産税課税台帳
の閲覧・写しの取得ができます
苓北発電所

町では︑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︒
道路沿いや川沿いなどの公共性が高
い場所で︑植栽と維持管理を希望する
団体は︑ぜひお申し込みください︒
▼募集条件 ①国・県道または町道沿
い︑河川沿いなど公共性の高い場所
を確保し︑花の植栽ができる団体
②３人以上で︑植栽後も年間を通じ
維持管理ができる団体

税務住民課からのお知らせ

令和４年度 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

31

11

31

22

29

全国都市緑化フェアが３６年ぶりに熊本市で開催されます。
花畑広場や熊本市動植物園には県産の花で彩る大花壇を設置するとともに、
多彩な体験イベントを実施します。町内でもパートナー会場を設け、花とみ
どりに彩られます。
苓北町のパートナー会場 九州電力㈱苓北発電所
https://kumaryokkafair.com/

20

35

35

固定資産税課税台帳︵名寄帳︶の閲覧
と︑写しの取得ができます︒
▼申請できる人 ①納税義務者︵また
は代理人︶︑納税管理人 ②土地・
家屋を借りている人で賃借料などを
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
▼期
間 ４月１日㊎〜
８時 分から 時 分まで︒
※土日祝日を除く
▼場
所 苓北町役場 税務住民課
▼持参するもの 本人確認ができる身
分証明書︵マイナンバーカードな
ど︶※代理人の場合は委任状
②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︑法人の場合は法人印を押した委
任状︒
税務住民課 税務班
担当／山本・福田
☎ ︱１１１５
15

19
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25

17

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︑高齢者の交通死亡事故は︑依
然として多発しており︑特に夜間︑早

60
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5
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☎
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申 …申し込み先
□
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掲載希望は総務課広報係へ

﹁天草さわやか大学﹂学生募集

19

30

35

お知らせ

あらゆる業界の著名な先生をお招き
し︑講座を開設します︒
▼対象 天草に在住する 歳以上の人
▼受講期間 4月から翌年3月まで
▼講座予定 毎月第４火曜日
▼時間
時 分〜 時
▼場所 天草市民センター2階
大会議室
▼募集人員 先着 名程度
▼入学金 1︐
000円
▼受講料 前期・後期各2︐
500円
▼締切 3月 日㊍
▼申込方法 左記に電話・FAXでお
申し込みください︒
天草さわやか大学 担当／梅川
☎ ︱２２７０
17

INFORMATION
30

31

危険物取扱者試験

15

令和４年度の固定資産税の課税対象
となる土地・家屋の評価額などを記し
た﹁土地および家屋価格等縦覧帳簿﹂
を縦覧︵見ることが︶できます︒
▼縦覧できる人 町内に所有する土地
ま た は 家 屋 の 納 税 義 務 者︵ ま た は 代
理人︶︑納税管理人︒
▼期間 ４月１日㊎〜６月 日㊍
※土日祝日を除く８時 分から 時
分まで︒
▼縦覧内容
▽土地価格など︵所在︑地番︑地目︑
地積︑評価額︶
▽家屋評価など︵所在︑家屋番号︑
種類︑構造︑床面積︑評価額︶
※所有者の住所や氏名または名称︑非
課税物件等は記載されていません︒
▼場 所 苓北町役場 税務住民課
▼持参するもの 本人確認ができる身
分証明書︵マイナンバーカードな
ど︶※代理人の場合は委任状
税務住民課 税務班
担当／山本・福田
☎ ︱１１１５
30

35

13

66

22

15

30

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

▼期日 ６月 日㊐
▼場所 天草市︵天草工業高校を予
定︶ほか県内３カ所
▼種類 甲種︑乙種︵１〜６類︶︑丙種
▼申込方法・期間
▽電子申請 ４月 日㊎〜 日㊎
▽書面申請 ４月 日㊊〜 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︒
天草広域連合消防本部予防課
☎ ︱３３０５

35

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）

国保のお知らせーinformation

コロナワクチン接種（３回目）のお知らせ

忘れずに届出を！

おしらせ

国民健康保険の加入と脱退

その１

３回目接種のご案内（接種券など）が届いたら予約できます。
ただし、接種できるのは、２回目接種から

春は就学、就職、退職などで、人の動きが多い季節です。保険証に変更があるときは、期限までに
届出を行いましょう。
※必要書類が事業所から発行されていないなどの特別な
事情がある場合は、書類が揃い次第、手続きください。

加入例

準備する物

職場の健康保険をやめたとき

離職票（被扶養者が加入する場合、被扶養者の資格喪失証明書）

他の市町村から転入したとき

転出証明書

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

脱退例

職場の健康保険証

生活保護を受給開始したとき

保護開始決定通知書

他の市町村へ転出するとき

６か月を経過する日以降です。
863‑2503

371

苓北

太郎

接種年月日
メーカー
Lot No.

宛名の右横に８か月後の

自 治 体 コ ー ド ： 435317

苓北町志岐660番地

様

接 種 券 番 号 ： 0000000000

接種可能日が記載されて

３回目の接種は2022年〇月〇日
以降で接種可能です。

接種できます。

新型コロナワクチン１、２回目接種記録

準備する物

職場の健康保険に加入したとき

予約ができる時期

原則１４日以内

届出期限

１回目
2021年７月30日
ファイザー
000000

いますが、６か月以降に

２回目
2021年８月20日
ファイザー
000000

（例）２回目接種から
６か月を経過する２月
20日から接種可能です。

国民健康保険証

接種済証が交付できます

死亡したとき

新型コロナウイルスワクチンを３回接種した人は、医療機関が発行した接種済
証以外に、町が作成する接種済証（名刺サイズ）を交付できます。希望する人は
おしらせ

その２

対策室まで連絡ください。

４月１日
（２月診療分）から

高額療養費支給申請手続きを簡素化

ワクチンの接種状況（３回目）について
３月14日㊊現在、対象者６，
０６０人のうち、３回目の

これまで

接種を行った人が３，
６４５人です。（接種率６０．
１％）

高額療養費
支給申請書
領収証を提出

医療費が
高額に

各年代別の接種率は下図のとおりとなっています。

指定口座に
振り込み

接種率３回目

90
80
４月１日から

ポイント※

１回のみ

簡素化の
申請

支給対象と
なった場合
指定口座に
振り込み

83.6
70.3

60
※一度申請をいただければ
今後申請は不要

国保に加入している全世帯主へ３月下旬に申請書を配布します。簡素化を希望される場合は必要事項を
記入のうえ、健康増進室または各出張所へ提出してください。なお、簡素化の要件・対象者などは同封し
ている要綱をご確認ください。
※入院などで医療費が高額になる場合はあらかじめ「限度額適用認定証」をご利用ください。

健康増進室
広報れいほく ２０２２ ３月号

85.7

71.1

70

▼申請方法

17

ワクチン接種後も３密を避け、う
がい、手洗いやマスク着用の徹底
についてご協力をお願いします。

担当／宮﨑

☎３５‑３３３０

50
40
30
20
10
0

24.9

30.2

34.0

46.2

41.2

14.5
10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

90歳代 100歳代

新型コロナウイルスに関する相談は、ワクチン接種対策室（福祉保健課健康増進室）までご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

☎３５‑３３３０

広報れいほく ２０２２ ３月号
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一般廃棄物処理対策推進活動

ごみ の減量化へ のご協力ありがとうございます
町では、ごみの資源化や減量化に向けて各区に
一般廃棄物処理対策推進委員を１名お願いしてお

あまくさ苓北観光協会公式ホームページ開設
あまくさ苓北観光協会では、観光、イベン

また、今年度の一般廃棄物処理対策の優良地区
を選出しましたのでご紹介します。

り、区の先頭に立って環境美化推進に尽力されて
います。

表彰
関係

トなどの情報を発信するため、ホームページ

今後も他の区の模範となり、ごみの減量化や収

を開設しました。

集場所の適正管理に努めていただきますよう願い

今回、３月３１日をもって退任される委員が２７

名産品情報など苓北町にまつわる情報が満

します。

人。中でも４年以上の長きにわたりご尽力いただ

載ですので、観光協会のフェイスブックやイ

いた９人の委員の皆さんをご紹介します。

ンスタグラムとあわせてご覧ください。
▼一般廃棄物処理対策優良地区

−坂瀬川地区−
（小路）宮﨑

伸一郎さん 10年・（中）田尻

直恵さん ４年

−志岐地区−
（明神山）長井

伸治さん ４年・（平山）臼井

−坂瀬川地区−

−志岐地区−

浦

天神木

−富岡地区−

−都呂々地区−

五丁目

上

亨さん 10年

▼あまくさ苓北
観光協会公式HP

▼公式facebook

▼公式Instagram

−富岡地区−
（新町）柴田

彰子さん ４年・（出来町）森

昭久さん ５年

−都呂々地区−
（萱の木）松原
（中村）濱田

綱一さん ４年・（上）野田

勝廣さん 14年

幸さん ６年

あまくさ苓北観光協会事務局（苓北町役場商工観光課内） ☎３５‑３３３２
水道環境課

☎３５−３３３５

一人で悩まず相談してみませんか？

野外焼却 は禁止です

精神保健相談のお知らせ
こころが疲れると「夜眠れない」「不安で仕方が

近年、全国で野外焼却（野焼き）が原因の大

ない」「他の人が言っていることや態度がとても気

規模な山林火災が発生しています。野外焼却は、

す。このようなときは、一人で悩まず早めに相談を

に危害を及ぼします。また、煙や臭いによる健

天草保健所（天草市今釜新町３５３０）
▼相談日程

することが解決の第一歩です。

康被害の恐れや「窓を開けられない」、「洗濯

月

６月 １６日㊍

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

野外焼却は、法律で原則禁止されており、違

ありませんので安心してご相談ください。

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。

令和４年
（2022年）

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。

総務課 ☎３５−１１１１
水道環境課 環境衛生係

受け付けています。

☎３５−３３３５

９月 ８日㊍、
１５日㊍

14時～

１２月 １５日㊍

※相談は予約が必要ですので事前に天草保健所ま
※保健師による相談は、右記日程に関わらず随時

８月 １８日㊍

１１月 １０日㊍、
１７日㊍

精神科嘱託医による相談を右記日程で実施します。
でお問い合わせください。

７月 １４日㊍、
２１日㊍

１０月 ２０日㊍

▼相談

※農業に係る野外焼却の場合でも、事前に苓北分署へ届出をし、周辺に連絡するなど責任を持って行っ

時間

５月 １２日㊍、
１９日㊍

けしていますので、お気軽にご相談ください。

に支障をきたします。

相談日

４月 ２１日㊍

天草保健所では、専門医による相談を無料でお受

物に臭いがついて困る」など、近隣の生活環境

広報れいほく ２０２２ ３月号

▼場所

になる」など体調や気持ちに危険信号が表れてきま

火災へ繋がる危険性が高く、他人の生命や財産

19

眠れない。
不安だ。

令和５年
（2023年）

１月 １２日㊍、
１９日㊍
２月 １６日㊍

３月 ９日㊍、
１６日㊍

天草保健所

保健予防課

☎２３−０１７２

広報れいほく ２０２２ ３月号
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物産館利用者を
再募集します

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 ☎２２−４２５６
役場農林水産課 ☎３５−１２４５

商工観光課 担当／規矩
☎３５‑３３３２
Mail：kankou@town.reihoku.lg.jp

農作業中の死亡事故は他業種に比べ発生率が高

苓北町物産館（その１およびその２）の利用者を再募集します。

く、天草地域では過去１６年間（H１５〜H３０）
で２４
▶所在地

普通車…２０台

件の死亡事故が発生し、その発生率は全国平均の

※国道３２４号線沿い

大型車…２台

約２倍となっています。

各１者

身障者…１台

苓北町上津深江４５３５番地１

▶募集者数

▶駐車可能台数

▶整備

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や転倒によるもの

ＥＶ充電スタンド・公衆トイレ

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

▶募集施設の概要
名称
面積

苓北町物産館（その１）

名称

苓北町物産館（その２）

１階：128㎡

面積

１階：152㎡

２階：45㎡

合計：173㎡

①１階、２階利用する場合
月額 ２２，
０５７円（税込）
施設使用料

※通常 ８８，
２３０円（税込）
①１階のみ利用する場合
月額 １６，
３２０円（税込）
※通常 ６５，
２８０円（税込）

施設使用料

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。

月額 １９，
３８０円（税込）
※通常 ７７，
５２０円（税込）

※初期投資に費用を要することなどを考慮し、
利用開始月から２年間は半額減免。
※新型コロナウイルス感染症が収束するまで
の期間、さらに半額減免。
※電気水道料など施設の維持管理に必要な費
用は全て利用者負担。
※（その１）１階のみの利用でも、２階の管
理をしていただきます。

安全
フレーム

安全キャブ

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・
振興課または農林水
産課までお問い合わ
せください。

町内外の事業者（個人・法人）とし、業種指定無し。

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。

▶募集期間

●募集施設 苓北町物産館（その1）
国道324号

至志岐

４月１２日㊋まで

ＷＣ
駐車場

商工観光課窓口、町ＨＰからダウンロード可。
▶提出場所

商工観光課まで郵送または持参。

▶質問の受付期間
▷質問方法

４月５日㊋まで

●募集施設
苓北町物産館（その2）

※随時受付

募集要項に添付している質問書を商工観光課へ提出。※電子メール可

施設見学希望者には、見学を受け付けます。希望日の２日前までにご連絡ください。

件数

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

ひかれる

1

軽トラックのブレーキ不十分

転落や転倒によるもの

5

乗用型トラクター③、歩行型トラクター➀、トレーラー➀

刃部によるもの

1

歩行型トラクターの立て直し時に負傷

草刈り中の転落

3

崖や斜面から転落

作業中の病気

2

熱中症など

作業中の酸素欠乏

1

ハウスでの木炭燃焼による一酸化炭素中毒

木の下敷き

1

伐採で倒れた樹木の下敷き

他車との衝突事故

1

小型特殊車両での衝突

不明

3

※表中の○内は件数を表しています。
広報れいほく ２０２２ ３月号

詳

5

苓北町商工会

町ＨＰ：http://www.reihoku-kumamoto.jp

因

挟まれる

械

▷募集要項・提出書類の配布先

原

至二江

機

※応募多数の場合は書類審査を行い、利用者を選定。

21

０

▼農作業中の死亡事故原因など（H15〜H30）

▶応募資格

▶その他

安全キャブの効果

安全な農作業を行う

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

【出典】天草広域本部農業普及・振興課
広報れいほく ２０２２ 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

西川内
本 郷

氏

田尻
前田

名

保

お悔やみ申し上げます
区 名

和

田

浦
釜の下
白木尾
釜
五丁目

氏

者

名

６，
７３１人（△９） ※（ ）は前月比

男3,193人（△４） 女3,538人（△5） 世帯数3,087戸（△５）

茂人さん
浩二さん
啓子さん

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ４.２.15〜Ｒ４.３.14）
松浦 福雄さん・三千代さん
（千葉県）
田尻ミネ子さん
（神奈川県） 福田 末美さん
（埼玉県）
古川はるみさん
（東京都） 中山 安夫さん
（天草市）

４月休日当番医
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
10日
（日）
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
17日
（日）
天草慈恵病院
（内）☎37−1111
苓北クリニック
（内）☎35−1119
24日
（日）
苓北医師会病院
（泌）☎35−1133
29日
（金・祝） 天草慈恵病院
（内・整・耳・泌・
リハ）☎37−1111

４月３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）
お詫び 職員の道路交通法違反（酒気帯び運転による事故）

３月13日㊐午前11時ごろ、本町職員（令和３年４
月から休職中）が国道324号・苓北町志岐の交差点に
おいて、信号待ちで停車中の乗用車に軽乗用車で追
突事故を起こし、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕
されました。
職員の綱紀粛正につきましては、常々から指導し
てきたところではありますが、今回、このような重
大な事件が発生してしまったことを重く受け止め、
更なる綱紀粛正に努めて参ります。
模範となるべき公務員が、このような事件を起こ
してしまいましたことを、あらためて深くお詫び申
し上げます。
総務課 ☎３５‑１１１１
広報れいほく ２０２２ ３月号

令和４年４月分から令和５年３月分までの国民年金保険料は、月額１６，
５９０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
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

年齢

ありがとうございました

■ 国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

座振替もあります。

94歳
84歳
100歳
75歳
74歳
83歳

善意の寄附
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令和４年２月末現在

（敬称略）

錦戸 吉
茄計
溝上 勵一
木村 又義
福田 満男
小野 順市
草野チヅ子

●社協寄付（２月受付分）
松本 住子さん
木村
溝上クニ子さん
錦戸
小野 光子さん
福田

護

一成・朋美
優 ・桃華

蒼大（そうた）
佳心（かこ）

動き

町の

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てください。

■ 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基

礎年金を受けられない場合があります。

４月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
７日（木）・21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
※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。

（令和４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

件数
０件
１件
１件
０件
０件
０件
０件
０件
２件

金

額
0円
26,800円
10,000円
0円
0円
0円
0円
0円
36,800円

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

用語解説
・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 ○

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）」がありますので、住民登録をしている本渡年金事務所また
は役場国民年金窓口で手続きをしてください。申請書は、窓口に備え付けてあります。

令和４年度分（令和４年７月分から令和５年６月分まで）の免除等の受付は令和４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、

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。
本渡年金事務所

【常用一般分抜粋】 ３月２日現在

職

☎２４‑２１１２

税務住民課

求 人 情 報
種

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）
看護補助者（天草慈恵病院）
薬剤師（天草慈恵病院）
理学療法士（天草慈恵病院）
作業療法士（天草慈恵病院）
社会福祉士（天草慈恵病院）
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）
介護職（介護老人保健施設 慈恵苑）
森林整備員
土木現場監督
現場作業員
准看護師または正看護師（天草更生園）
給食調理員（天草更生園）／正社員
生活支援員：介護職（天草更生園）／正社員
福祉理容師 福祉美容師（正）
警備係／天草市地区
販売・店舗運営職（リージョナル社員）
訪問介護（ホームヘルパー）

人数

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

担当／髙戸

☎３５‑１１１５

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

年 齢

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

賃

金
（単位：円）

233,000円～253,000円
177,500円～243,000円
192,500円～207,500円
185,700円～227,200円
192,000円～220,200円
172,000円～221,200円
149,100円～163,100円
168,800円～196,200円
429,800円～489,400円
205,000円～250,000円
205,000円～250,000円
201,000円～249,500円
164,400円～176,400円
171,500円～184,500円
168,800円～196,200円
192,000円～192,000円
220,000円～310,000円
171,750円～194,650円
157,200円～211,330円
143,000円～209,900円
143,000円～209,900円
180,000円～500,000円
153,202円～203,849円
180,000円～232,000円
168,800円～193,800円

求人番号

43060- 1007821
43060- 1008221
43060- 1009521
43060- 1011621
43060- 1012921
43060- 1013121
43060- 1014021
43060- 655621
43060- 659721
43060- 660521
43060- 661421
43060- 662321
43060- 866121
43060- 867021
43060- 656921
43060- 1037621
43060- 1050521
43060- 1054921
43060- 977421
43060- 984521
43060- 986321
40010-12104921
43010- 6497621
15070- 1766421
43060- 657121

広報れいほく ２０２２ ３月号
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