
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

▼浄化槽の法定検査とは・・・ 

浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上

のため、浄化槽をお使いの皆様に保守点検・清掃の

ほか、年１回の法定検査（浄化槽法第１１条検査）

を義務付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さい。 

 

▼法定検査の手数料について 

 検査手数料は現在と変更と変わりません。 

（２０人槽以下：５，０００円） 

※区域により町補助の対象となる場合があります。 

▼問い合わせ先 

（公社）長野県浄化槽協会  

電話０２６-２３４-７６３７ 

高森町役場 環境水道課 下水道係 

電話３５-９４０９ 

 

 

春に向かって風が強い時期となり、落葉や剪定枝

などが周囲に拡散することがあります。 

落葉や剪定枝を放置すると道路に散乱したり、排

水路に落葉が入り込み排水に支障をきたす場合があ

ります。このため、出来るだけ落葉や剪定枝は集め、

土中に埋めたり、枝は縛って舞わないようにしたり

するなど適切に畑等の管理をしてください。皆様の

ご理解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

産業課農政係・町農業技術者連絡協議会 

     電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スペースの都合上、本祭のみ掲載します。 

・町ホームページにて詳細を紹介しています。 

▼問い合わせ先 

教育委員会事務局 文化財保護係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

思い出のおもちゃや、動かなくなって眠ったまま

のおもちゃはございませんか？ 

 おもちゃにもう一度元気をあげようと活動してい

る皆さんによるおもちゃの修理屋さんが始まります。 

▼日時 ４月２１日（土）午前１０時～正午 

※５月以降は毎月第３土曜日を予定(変更する場

合がございます。) 

▼場所 公民館２階学習室Ａ 

▼費用 無料 

(別途部品代等が必要な場合があります) 

▼問い合わせ先   

おもちゃの修理屋さん(大沢) 電話３５‐３０００ 

 

 

 

 

「御大の館」の露天風呂で【よもぎ湯】を開催し

ます。 

▼日時 ３月２５日（日） 

午前１０時００分～午後８時３０分（受付終了） 

※回数券の特売も行います。 

３月２４日（土）、２５日（日） 

▼問い合わせ先   御大の館 電話３５-８２７０ 

産業課 商工林務係 電話３５-９４０５ 

 

 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 29年 3月 17日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

畑等の管理のお願い 
 

信州たかもり温泉 

「御大の館」からイベントのお知らせ 

おもちゃの修理屋さん（高森町会場） 

始まります 

期  日 名   称 主な場所 

３月２５日

（日） 

下市田の獅子舞 安養寺～萩山神社 

吉田神社の獅子舞 吉田神社 

４月１日

（日） 

上市田囃子屋台 上市田 伊勢神社 

竜口竜神の舞 
山吹竜口 八幡神社

他 

白髭神社の獅子舞 山吹上平 白髭神社 

４月８日

（日） 

牛牧の獅子舞 十王堂～牛牧神社 

泰山神社の獅子舞 山吹 泰山神社 

子安神社の獅子舞 山吹駒場 子安神社 

新田の虎舞 
山吹新田 

光明寺～諏訪神社 

４月１５日

（日） 
大島山の獅子舞 瑠璃寺客殿～本堂 

 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年３月１６日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
高森町キャラクター柿丸くん 

浄化槽の法定検査について 

 

３月の夜間役場は３月２６日(月)です。 
役場窓口を午後７時まで開設します。 

各種証明発行、納税等にご利用ください。 

女性相談窓口を毎月夜間窓口に併せて 

開設します。 

平成３０年春に行われる 

町内の民俗芸能公演について 

町制６０周年クイズＱ．町制６０周年クイズは今回何回目でしょうか？ 
 

～浄化槽法第１１条検査が 

平成３０年４月から変わります～ 
浄化槽法第１１条検査項目に新たに生物化学的

酸素要求量（ＢＯＤ）の検査を加え、より効率的 

で充実した内容とします。 

ＢＯＤとは、水の汚れを示す重要な指標で、Ｂ

ＯＤを検査することにより、皆さんが排出する生

活排水の汚れや浄化槽の調子（故障等）を知るこ

とができ、修理等早急な対応が可能になります。 

ＢＯＤ検査導入により効率的に検査を実施する

ことで、すべてのご家庭で年１回の法定検査を行

う体制を整備しました。 

今後とも法定検査の適正な実施にご協力くださ

い。 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

町有形文化財「明治の学び舎 下市田学校」を会

場に、下市田学校応援隊の皆さんによるイベントが

開催されます。学校周辺の桜を愛でつつ、抹茶を一

服いただきながら、春の１日をお楽しみください。 

▼日時 ４月８日（日） 

午前１０時～午後３時 

▼場所 旧下市田学校（下市田保育園北隣） 

    駐車場は、下市田保育園をご利用ください。 

▼内容 ①野点（下市田第一茶道クラブ、一期の会） 

     茶券３５０円・お菓子付 

    ②飯田女子高校邦楽クラブによる 

箏（こと）の演奏 

     午前１０時３０分～，午後１時３０分～ 

    ③やらまい会作陶展 

     下市田学校で陶芸の創作を行っている 

やらまい会員の作品を展示 

    ④下市田学校を知る 

     明治から現在までの歴史を知ります 

下市田学校内に展示 

▼問い合わせ先 

教育委員会事務局 文化財保護係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

土器や石器と言われる昔の道具や、住居跡の発掘

調査を行う作業員を募集しています。 

▼仕事の内容 土を丁寧に削って昔の道具や住居 

跡等の遺跡を探し出します。 

▼勤務場所 アグリ交流センター周辺（出原地区） 

▼勤務時間 午前９時～午後５時 

（子育ての都合等により変更できます） 

▼勤務期間 ４月中旬～６月までを予定 

▼賃金等  町の基準により支給されます 

▼申込締切 ３月２６日（月）午後５時 

▼問い合わせ先 

教育委員会事務局 文化財保護係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町体育協会夜間ソフトボール連盟では、平成３０

年度の夜間ソフトボールへの新規参加チームを募集

します。平成２９年度の参加チーム数は１２チーム

で、総当たり戦によるリーグ戦とトーナメント戦を

実施しました。 

▼申込方法 

 教育委員会事務局にある「参加申込書」に必要事

項を記入し、提出してください。 

なお、平成２９年度参加チームの代表者の方には、

事務局より参加申込書を送付しています。ご確認く

ださい。 

▼申込期限 ４月４日（水） 

▼提出・問い合わせ先  

 教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

身体等に障がいがある方が車を所有されている場

合は、自動車税・軽自動車税の減免が受けられます。

該当する方は、減免申請を行ってください。 

平成２９年度に軽自動車税の減免を受けている方

については、継続用の減免申請書を郵送しますので、

役場町民税務課税務係まで提出してください。 

詳細は、お問い合わせください。 

▼減免対象 一定の基準以上の障がいをお持ちの方

で、障がいのある本人の所有する普通自動車・軽

自動車 （１８歳未満の身体障がい者または、精神

障がい者で本人と生計を一にする方が所有する車

両を含む）。１人１台に限ります。 

▼申請時に持参していただく書類 

○障がい者手帳 ○免許証 ○車検証  

○印鑑 ○個人番号カードまたは通知カード 

▼申請書提出先・問い合わせ先 

・軽自動車税を減免申請する方 

町民税務課 税務係 電話３５-９４１３ 

・普通自動車税を減免申請する方 

南信県税事務所飯田事務所 電話５３-０４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パート職員を募集します 

 

平成３０年度夜間ソフトボール 
新規参加チーム募集のお知らせ 

 

「下市田学校」桜を愛で、 
抹茶に親しむ会が行われます 

 

身体等に障がいのある方が利用する 

自動車税・軽自動車税の減免について 

健康センターあさぎり休館日のお知らせ 

施設・設備保守点検のため全館休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

▼期間 ３月２６日（月）～２９日（木） 定休日：毎週月曜日・祝日 

▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 電話 ３４-２２２０ 

 

 

春の山火事予防運動実施中！火の取り扱いには十分注意しましょう！ 
春は空気が乾燥し、風が強いことから、山火事が発生しやすい季節です。 

火の取り扱いには十分注意するとともに、火災を見たらただちに１１９番通報してください。 

実施期間 ３月１日（木）～５月３１日（木） 

◎統一標語「小さな火 大きな森を 破壊する」 

飯田線に乗りましょう！ 
歓送迎会等の機会に車の運転の心配がいらないＪＲ飯田線を利用しましょう。 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度狂犬病予防注射（一次）を下記の日程で実施します。狂犬病予防注射は年 1回の接種が所

有者に義務付けられています。必ず受けてください。 

未登録の犬は、同じ会場で登録の手続きと予防接種を行うことができます。 

☆狂犬病予防注射☆ 

▼対象   生後３か月以上のすべての飼い犬 

▼料金   ３,５００円（おつりがいらないようにご用意ください。） 

▼持ち物  平成３０年度注射済票交付申請書兼用ハガキ（お手元に届いているハガキ） 

４月４日（水） ４月５日（木） 

会   場 時   間 会   場 時   間 

竜口龍の里会館 

午前 

９時００分～９時１５分 下５会館 

午前 

９時００分～９時１５分 

旧下平集会所前 ９時３０分～９時４５分 下市田区民会館 ９時３０分～９時５０分 

やすらぎ荘別館 １０時００分～１０時２０分 
下市田１区 

積善会館 
１０時０５分～１０時２０分 

白ひげ神社 １０時３５分～１０時５０分 下市田ライスセンター １０時３５分～１０時５０分 

新田地区館 １１時０５分～１１時１５分 出砂原児童遊園地 １１時０５分～１１時２０分 

山吹上生活改善 

センター 
１１時３０分～１１時４５分 牛牧ふれあい広場 

午後 

１時００分～１時２０分 

吉田西地区館 

午後 

１時１０分～１時２５分 
上市田原町陣屋 

区民会館 
１時３５分～１時５０分 

吉田区民会館 １時４０分～１時５５分 大島山区民会館 ２時０５分～２時２０分 

吉田南地区館 ２時１０分～２時２５分 ※訪問注射（希望者） ２時３０分～ 

町民体育館前 ２時４０分～３時００分  

【注意事項】 

○ハガキをお忘れの方・新規登録の方 

受付順に関わらず、ハガキをお持ちになった方の飼い犬へ先に注射を行う場合もありますのでご了承く

ださい。 

○犬の健康に異常のある場合、あるいは過去に狂犬病注射後異常を起こしたことのある犬は、動物病院で

接種してください。 

○訪問注射をご希望の方は４月２日（月）午後５時１５分までに役場環境水道課 環境係までお申し込み

ください。 

訪問注射は、１軒につき訪問料２,５００円を別途お支払いください。 

○第２次予防注射は５月１３日（日）に予定しています。 

☆犬の登録☆ 

▼対象 未登録の犬（最近犬を飼い始めたが、まだ登録していない犬、町外から転入し高森町の登録を

していない犬を含む）は、その場で登録を行い、続いて予防接種を行ないます。 

 ▼登録料金   ３,０００円  今までに他市町村で登録があった犬の登録料金は不要です。 

▼問い合わせ先・訪問注射の申込先      環境水道課 環境係  電話３５-９４０９ 

 

 

狂犬病予防注射（一次）の日程と犬の登録 

 

町制６０周年クイズＡ．㉗です。60周年クイズも今回最後となりました。ご愛読ありがとうございました。 
 

 

平成３０年４月から県税事務所の業務内容が変わります。 
 

南信県税事務所飯田事務所で行っている課税業務を、南信県税事務所へ移管します。 

４月以降、課税内容や減税手続きのお問い合わせは南信県税事務所へお願いします。 

【南信県税事務所】所在地：伊那市荒井３４９７ 長野県伊那合同庁舎内 課税担当係  

電話０２６５-７６-６８０７・６８０８ 

なお、各種申告書や届出書は飯田事務所へも提出できます。 

税金のお支払いや納税証明書の発行は従来どおりです。 

○移管する業務 

    ・法人県民税・事業税、個人事業税、不動産取得税の課税業務 

・各種申告書や申請書、届出書の受理   ・納税通知書の発送 など 

▼問い合わせ先 南信県税事務所飯田事務所  電話５３-０４０５ 

 

                               

 

 

 



 
 
 

 

NO、２８６        ４ 月 生 涯 学 習 情 報     平成３０年 

どなたでも参加できます。詳しくは中央公民館へお問い合わせください。 

クラブ名 開 催 日 場 所 時 間 学習内容 

高森囲碁クラブ 毎週日曜日 やすらぎ荘別館 午前９時～ 初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

津軽三味線 毎月第４土曜日 やすらぎ荘別館 午後７時～ 民謡･津軽三味線 小野寺講師に学ぶ 

図書館おたのしみ会 毎週土曜日 福祉センター 午後２時～ 本の読み聞かせや工作など 

ＰＰＫクラブ 毎月第１・３火曜日 町民体育館 午前９時～ 高齢者対象の健康体操（ﾗー ｼ゙ ﾎ゙ ﾙー） 

木鶏の会 毎月第３火曜日 福祉センター 午後２時～ 月刊誌「致知」をﾃｷｽﾄに人間学を学ぶ 

柿の里 SC スポーツ教

室 
毎週金曜日 中学校体育館 午後７時３０分～ いろいろなスポーツを楽しもう 

ぐりとぐら ４月９日 図書館 午前１０時３０分～ 読み聞かせボランティア研修会 

自分史講座 ４月２８日 中央公民館 午後１時～ 文章講座 講師：後藤たづるさん 

ずく農（自然農法を学ぶ

会） 
随時開催 下市田学校 未定 自然農法による野菜づくり 

たんころりん 毎月第２木曜日 中央公民館 午後７時３０分～ お話の語り 

パッション高森 毎月第１・３水曜日 やすらぎ荘 午後７時～ 健康体操 

アコーディオン教室 

やまなみ 
４月３・１７日 中央公民館 午後４時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

牛牧短歌会 ４月１１日 福祉センター 午後１時～ 短歌の勉強 

カラオケクラブ 

音和の会 
４月８日 福祉センター 午後１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
４月６・２０日 

４月４・１８日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 ４月６日 福祉センター 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 ４月１３・２７日 福祉センター 午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教

室 
４月１２・２６日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
４月３・１０・１７・ 

２４日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

高森コーラス ４月１２・２６日 中央公民館 午後７時３０分～ 楽しく発声と合唱練習をする 

高森美人画教室 ４月２３日 福祉センター 午後１時３０分～ 美人画の勉強。美しさ表現する勉強 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

４月７・１４・２１・ 

２８日 
中央公民館 午前９時～ 

心と体のバランスを整えたり、呼吸法などに

より生きる力を育てるヨガ 

公 民 館 教 室 (中央公民館)    それぞれの計画ですすめられています。 

◆公民館教室を募集しています。対象は１０人以上の町内団体です。月２回までの講師謝礼を公民館にてお支

払いします。申請が必要ですので、詳しくは中央公民館までお問い合わせください。 

◆生涯学習情報は、前月２回目（毎月１８日頃発行）のお知らせ版に掲載いたします。 

生涯学習情報の掲載を希望される団体は、前月１０日までに予約をお願いします。 

   予約のない場合は、掲載できませんのでご了承ください。詳しくは中央公民館へお尋ねください。 

◆生涯学習人材バンク登録者の募集 

※自分の知識や特技を活かせるよう、生涯学習の各分野で得意とする方を広く募集しています。登録され

た方には、学校等からの依頼分野に基づき、ご連絡させていただきます。詳しくは、高森町ホームページを

ご覧いただくか、公民館事務局へお問い合わせください。 

◎学習活動を始めたい方など、お気軽に中央公民館へご相談ください。 

 

高  森  町  中  央  公  民  館 （TEL ３５‐９４１６） 

 教 室 名 開 催 日 時 間 

英会話教室 第１・第３火曜日（中央公民館） 午後７時３０分～ 

ウォーク＆スローランニング 

 運動健康講座 

４月８日：お別れ桜見ウォーキング 

高森南小学校南側駐車場集合 

萩山神社→桜堂→座光寺麻績の里 

昼食:「カフェいるもんで」バイキングランチ(先着 20 人) 

※桜の開花状況によって変更する場合があります。 

午前９時３０分～ 


