
 
 
 
 

〒〒339999--33119933 長長野野県県下下伊伊那那郡郡高高森森町町下下市市田田 22118833 番番地地 11  
            高高森森町町役役場場  00226655－－3355－－33111111（（代代表表））  
  

総務課    0265-35-9402    経営企画室 0265-35-9441 
建設課   0265-35-9407    町民税務課 0265-35-9413 
産業課   0265-35-9405    健康福祉課 0265-35-9412 
環境水道課 0265-35-9409    教育委員会 0265-35-9416 

  

女性対象♡まちづくり懇談会 

◆平成 27 年 4 月から、女性の視点からまちづくりの取組みを充実させるため、役場の女性職員に

より「チーム！ほっ♡たかもり」を結成しました。役場職員としてのスキルを活かし地域の皆さん

と一緒に活動を進めます。お気軽に声をかけてください。 
 
◆平成 27 年度活動経過  
  ・5 月  講演会 「行政職員として働くこととは～女性らしさのエッセンスの加え方～」 

講師 寝屋川市役所女性部長 荒木 和美氏  
  ・8 月  長野県 中島副知事との意見交換会 
  ・11 月 女性対象♡まちづくり懇談会 

◆こどもの預かりだけでなく「地域の

つながりの拠点」・「親同士のつながる」

場です。 
・じ～じば～ば交流 
  さつまいもの生長を一緒に見守り 

収穫まで関わっていただきます。世 
代間の交流により、地域の子どもと 
して育ちます。 

・ひよこクラブ（未就園児対象・園解放） 
  保護者同士の学び合い、交流の場 

です。 

11 月 18 日（水）午後 7 時～ 中央公民館 2 階大会議室 

11 月 19 日（木）午後 7 時～ やすらぎ荘 2 階大ホール 

11 月 24 日（火）午前 11 時～ 中央公民館 2 階大会議室 

日時・場所 

日時・場所 

日時・場所 

▼次第 

  1、開会 

  2、まちづくりの話題と課題 ご紹介 

  3、懇談・意見交換 

  4、閉会（１時間程度を予定しています。） 

「チーム！ほっ♥たかもり」です！ 
 

◆平成 27 年 4 月から女性の相談窓口を開設しまし

た。 
こちらの窓口では、女性の皆さんの悩み事はもちろ

ん、活動などに対するチャレンジ相談、就職相談等

どんなことでも大丈夫です。関係機関への連携など

丁寧に対応します。 

フフリリーーダダイイヤヤルル：：00112200--881100--444455 

EE--MMaaiill：：tt..wwoommaann@@ttoowwnn..ttaakkaammoorrii..nnaaggaannoo..jjpp  
（（女女性性相相談談専専用用アアドドレレスス））  

※ 安心してご相談ください。 

相談窓口を開設しました。 
 

保育園 ～地域のつながりの拠点～ 
 

◆子育ては、家庭での育ち・見守りがとても大切です。家庭の中で、喜びや楽しさを感じ家族全

員で子どもの成長を支えていきましょう。 
 町、地域も「高森町の子ども」が心も身体も大きく成長していくことを願っています。 
 子育て家庭の、困ったな？どうしよう？を一緒に考え、支えていきます。 
 
・ふれあいスクール（南北小学校） 
 放課後の児童の安全な居場所を提供します。 
・ファミリーサポートセンター 
 地域で子育てをサポートします。会員登録制で、育児の手助けが出来る人と手助けしてほしい人を

対象とする組織です。 
・病児・病後児保育 
 健和会「おひさまはるる」でお預かりします。今年から小学 6 年生まで拡大されました。 
・子育て短期支援事業【NEW】平成 27 年 11 月から始まりました。 
  家庭で子育てが一時的に困難になった場合に、子ども（18 歳未満）をお預かりする事業です。 
※ 子育て応援ガイド【通常版・支援センター版】をご覧ください。 

子育て家庭を応援します！ 
 

今年 4 月に役場女性職員による「チーム！ほっ♡たかもり」が結成され

ました。まちづくりに女性の視点を活かすため、地域の皆さんの声を聞き、

一緒に活動を進めていくためのチームです。 

 今回は女性対象♡まちづくり懇談会を計画しました。 

是非、女性の視点からまちづくりへのご意見をお聞かせいただきますよ

うお願いいたします。 

         高森町長 熊谷 元尋 

担当 教育委員会 

担当 教育委員会 
担当 経営企画室 



                       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆窓口開設時間 
月曜日～金曜日 通常（8：30～17：15） 
月曜日夕方（17：15～19：00） 
土曜日午前中（8：30～12：00） 
証明書の取得や印鑑登録をご利用いただけるようにしています。 

◆夜間役場 毎月 25 日（休日の場合は翌平日）19：00 まで 
平日昼間と同じように各種手続きや税金等の支払いもしていただ

けます。 
◆役場は、宿直・日直があり祝日・休日・夜間の際も連絡いただけ

ます。戸籍の受付、税金等の支払も出来ます。 

◆女性特有のがんとして、子宮頸がん・乳がんがあります。 
特に、子宮頸がんの発症は若年化が進み、20、30 代から発見されています。定

期的にがん検診を受けていただくことをお勧めします。3 月頃、次年度の検診

申し込み票を各家庭にお渡ししますので、お申し込みをお願いします。 
＊検診受診時期 
・子宮頸がん検診       20 歳以上：1 年に 1 回、60 歳以上：2 年に 1 回 
・乳がん検診（超音波）    30 歳から 39 歳：1 年に 1 回 
・乳がん検診（マンモグラフィ）40 歳以上：2 年に 1 回 
◆年１回は自分の体と向き合う機会を作りましょう。 

町では、ヘルススクリーニング・特定健診・大腸がん検診・胃がん検診・肺

がん検診・結核検診を受けられます。健康でいきいき暮らせるように検診を受

診しましょう。※ 別紙検診申込み用紙をご覧ください。 

 

◆町内 21 地区で「防災計画」づくりを進行中です。 
  平成 27 年度中に全地区完成を目指します。 
  （完了 8 地区／策定中 9 地区／準備中 4 地区） 
◆家族みんなで備えましょう。 
 1、土砂災害ハザードマップを確認して自分の住んでい 

る地域の状況を知りましょう。 
 2、避難方法、安否確認を家族で話し合いましょう。 

女性検診を受診しましょう 

防災について考えましょう。 

◆不妊治療への補助があります。 
 1 年間につき、治療の半額、上限 10 万円を補助します。 
 
◆こころの相談日をご利用ください。 

気分がすぐれず憂うつ、少しのことでイライラしたり、悲

しくなったり、なんとなく元気が出ない、意欲がわかないと

いう方のために、こころの相談を行います。 

・相談日  毎月２回 (要予約) 

・内 容  公認カウンセラーによるカウンセリング 

・料 金  無料 

※ 希望の方は事前にご連絡ください。 

 

◆ゾーン 30 
 ゾーンを決めその区域内全体に 30 キロの速度制限規制をか

け、歩行者などの安全を確保します。 
  H24 吉田南  H27 出砂原・下市田 2 区・吉田東 
◆グリーンベルト 
 道路の路側帯を緑色に着色して、通学中の児童生徒等の安全

を確保します。 
◆青色防犯パトロール 
 下校時に通学路付近を中心としたパトロールを実施します。 

◆産業課は、「農業」「商工業」「林業」に関して仕事をしてい

ます。 
・地元の食材を利用した料理教室が開催されます。 
①ゆうき（営農支援センター）主催 月 1 回実施 
②えだまめクラブ 年 4 回実施 

・女性農業者同士の交流を深めます。（農業委員会主催） 
①女性学習会 ②女性農業者交流会 

・起業支援も行います。 
①ホビット（商工会） ②起業相談窓口（役場・産業課） 

幅広い時間帯の窓口開設 

 

◆建設課は、「道路管理」「公園管理」などの仕事をしています。 
・公園を気持ちよく使ってもらえるように、遊具の改修・ 
トイレの改修を計画的に行っています。 
・道路わきの草刈り、公園の芝の管理を行います。 

◆環境水道課は、「環境」「上水道」「下水道」に関して仕事

をしています。 
・環境について 
  ごみの分別指導・犬の登録・墓地管理・環境学習 
・上水道 

安全安心な水道水の提供 
・下水道 
  公共下水道・農集排の管理など 

◆保健・介護・福祉の 3 分野の専門職（社会福祉士・ケア

マネージャ等）が連携し、町、地域医療機関、介護サービ

ス事業者、ボランティアなどと協力しながら高齢者に関す

る様々な相談に対応します。ご家族の相談などがありまし

たら、気軽にご相談ください。 
・自立した生活ができるように介護予防を進めます。 
・介護に関する様々な相談に対応します。 
・高齢者の権利を守ります。 

◆町のニュース、通信員による地域の話題、保育園・小学校の行事等、地域に根ざした

放送をしています。 
◆番組のご案内 

【市田柿の里からこんにちは】 町のニュースや地域の話題をお届けする週刊ニュース 

【みんなの広場】 町のホットな情報や町民ディレクタ―による番組 

【ふれあい情報局】 JA タイム、商工会フラッシュ、議会ホット情報便、 

ほんの森通信、時の駅からこんにちは 

【しあわせタウン高森】 役場からのお知らせ 

町民参加型のテレビ局  ケーブル TV 

 

◆女性消防 
 予防啓発活動に取り組んでいます。 
◆高森町赤十字奉仕団 
 赤十字のボランティア活動を通じて、地域社会を住みよく

しようと活動している団体です。 
 
※ 後継者不足など女性団体のあり方が問われています。地

域で女性の力を活かしていく方法を考えていきます。 

こころとからだの健康支援 

地域包括支援センターのご紹介 

交通安全・防犯対策を実施します。 

産業課のご紹介 

環境水道課のご紹介 

建設課のご紹介 

女性が活躍しています！ 

◆元気もりもりチャレンジ支援金 
5 人以上の集まりで、何か新しい活動を始めようとするとき、最初

の 3 年間、活動資金を補助します。（町補助） 
◆地域の元気につながる交付金 
 各区へ上限 5 万円で交付金を支払います。使い方は、各区・自治

会で決めていただきます。 
◆地域発 元気づくり支援金（県補助） 
 長野県が交付する支援金です。 

女性の活動を支援します！ 

担当 経営企画室 

担当 総務課 

担当 総務課 

担当 健康福祉課 

担当 健康福祉課 

担当 町民税務課 

担当 経営企画室 

担当 健康福祉課 


