
 

 

 
 

【高森町支障木伐採除去事業】 

▼概要 地域で困っている支障木・危険木の伐採処分費

に対して補助金が交付されます。 

▼補助額 対象経費の３分の１（上限５万円） 

▼期間 平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 

▼条件 ・町内にある樹木で通行の妨げになる、または、

妨げになる恐れがあるもの 

・町内にある樹木で他人の財産に直接被害を及ぼす、ま

たはその恐れがあるもの 

・区長または地区長が承認したもの 

【高森地域で行う竹林整備事業】 

▼概要 伐採から粉砕または焼却までのすべてを、自ら

（個人・団体）もしくは業者委託して行う竹林整備に対

して補助金が交付されます。 

▼補助額 [自ら行う]１㎡あたり２００円 

（上限２０万円＝１，０００㎡） 

 [業者委託]対象経費の３分の２（上限１５万円） 

▼期間 平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 

▼条件 ・整備後５年間は整備後の状態を維持管理でき

ること ・区長または地区長が承認したもの 

※自ら行う竹林整備への補助金は商品券となります。 

※竹林伐採後の刈払等への補助もあります。（２年目以降）  

▼問い合わせ先 産業課 林務係 電話３５-９４０５ 

 

 

 
 

 

動物病院で接種する予定の犬を除き、４月の集団注射

を受けられなかった犬は、必ず接種してください。 

１ 狂犬病予防注射 

▼対 象  生後３か月以上の飼い犬 

▼料 金  一頭 ３，５００円 

※おつりがいらないようご準備ください。 

▼持 ち 物  ①案内はがき 

※ハガキが届いている方は必ずお持ちください 

②注射を受ける犬の頭数分の料金 

▼注 意  平成３０年２月以降に登録された犬は、

案内はがきが送られていませんが、狂犬病注射を受ける

ことはできます。 

▼訪問注射の申し込み ご希望の方は５月１１日（金）

午後５時までに、下記へお申込みください。 

訪問注射は注射手数料と別に訪問料金を申し受けます。

１軒につき２，５００円 

２ 新規登録 

狂犬病注射と同じ会場で新規登録ができます。 

▼対  象  未登録の犬、新しく飼い始めた犬  

▼料 金   １頭 ３，０００円 

※登録される方は、登録料金と注射料金を合せてご用意く

ださい。（登録と予防接種 ６，５００円） 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 
 

▼期日 ６月２日（土） ※荒天時は式典のみ 

▼場所 南信州広域公園及び隣接村 ▼内容 植樹作業、自然観察会 

▼日程 午前１０時００分～午前１０時５０分 アトラクション、植樹祭 

    午前１１時００分～正 午 植樹作業 

    正 午～正午１２時５０分 昼食、アトラクション  

※昼食は各自持参 

    午 後 １ 時～午 後 ３ 時 自然観察会 

▼参加費 大人（高校生以上）１，５００円 / 中学生 １，０００円 

※当日参加者は無料（バスを利用せず自力で会場入りする方） 

▼募集人数 先着２００名 

▼バス行程 松川町役場（行 午前７時４０分）（帰 午後５時５５分） 

高森町役場（行 午前８時００分）（帰 午後５時３０分） 

飯田市役所（行 午前８時３０分）（帰 午後５時００分） 

※申込者が２０名に達しない場合はバスの運行はありません。 

▼募集期間 ４月２０日（金）～５月１８日（月） 

▼その他 ハガキまたはメールによる受付 ※電話での受付は行いません。 

（住所、氏名、電話番号、バス乗車場所、希望コースを明記） 

▼申込・問い合わせ先 

 〒３８０ -０８０５ 長野市柳町２０５６ 柳町ビル１Ｆ 

（株）信毎観光「森林教室係」 電話０２６-２３４-００１７ 

メール info@shinmaikanko.co.jp 

 

 
 

春となり、農作業の忙しい時期を迎えています。農薬

の使用も増えてくる時期ですが、使用にあたっては、農

作物への飛散や、周辺住民の健康など周辺環境全体へ配

慮した散布を心掛けていただくようお願いします。 

＜農薬使用の注意点＞ 

・風が弱い時に風向に気を付けて散布する。 

・散布の位置や方向に注意する。 

・適切なノズルを用いて適正な圧力で散布する。 

・ドリフト低減ノズルの使用。 

・飛散防止のためシートで覆う。       など 

＜農薬散布前の周辺への呼びかけ＞ 

・農薬以外の対応が困難であり、必要不可欠であるこ

とを伝え、住民に理解を求める。 

・近隣に学校、通学路等がある場合には周知とともに、

散布の時間帯に最大限配慮する。 

・住宅地付近では、窓を閉め洗濯物を屋外に干さない

こと、乗用車を付近に駐車しないようあらかじめ要

請するとともに、散布時にも確認する。 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 電話３５-９４０５ 

 

 
 

資料館「時の駅」では企画展「五月人形と武具」を開

催します。 

 町内の方から寄贈された五月人形、座敷幟、甲冑、鎧、

兜、刀剣類などを展示してあります。この機会に、ぜひ

多くの町民の皆さんのご来館をお待ちしています。 

▼期  間  ４月２４日（火）～６月３日（日） 

▼開館時間  午前９時００分～午後４時３０分 

▼会  場  高森町歴史民俗資料館 「時の駅」 

▼展 示 物  五月人形、座敷幟、水戸浪士の遺刀、 

座光寺氏初代為真の甲冑、座光寺氏第４代為治の刀、 

座光寺家家老の片桐家寄贈の甲冑  他 

▼休 館 日  ５月１，７，１４，２１，２８日 

▼問い合わせ先  高森町歴史民俗資料館 電話３５-７０８３ 

狂犬病予防接種（第二次）日程 ５月 1３日（日曜日） 

会場 時間 

町民体育館前 午前８時３０分～９時００分 

牛牧ふれあい広場 午前９時１５分～９時３５分 

吉田区民会館 午前９時５０分～１０時１０分 

山吹やすらぎ荘別館 午前１０時２５分～１０時４５分 

訪問注射（希望者） 午前１０時５５分～ 

支障木伐採や竹林整備に補助金を 

ご活用ください 

 

平成 30 年度狂犬病注射（二次）と 

犬の新規登録 

農薬散布時の周辺環境への配慮について  

第６９回長野県植樹祭が開催されます 

企画展『五月人形と武具』のご案内 
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最近、枯草など焼却する火が周辺に延焼し、山林等へ

燃え広がる事故が発生しています。空気の乾燥や、気温

の上下に伴い急に風が強くなるなど、焼却作業には大き

な危険が伴います。焼却をできる限り回避しましょう。 

▼畦草や剪定枝等の処分は、焼却によらない処分方法

（堆肥化、土壌改良資材や敷わら等としての活用）を

優先して下さい。 

▼焼却作業は、他の手段のない場合に限り、少量とする

ように努めて下さい。 

※やむを得ず焼却する場合の注意 

（１）一人では絶対に行わず必ず複数人で行いましょう。 

（２）水を入れたバケツ等を用意し、すぐに消火できる

ようにし、消防へ連絡できる手段を確保しておきま

しょう。 

（３）焼却作業中は、絶対にその場を離れなれず、風が 

  でてきたらすぐに作業を中止しましょう。 

（４）作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを

確認しましょう。 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

平成３０年度の農振除外・編入申し出の受付を行いま

す。申出を希望する方は、受付期間内に必要書類をご提

出下さい。 

▼受付期間（土・日・祝日は除く） 

第１期 ６月１日～ ６月２９日 

第２期 １０月１日～１０月３１日 

第３期 平成３１年２月１日～ ２月２８日 

※なお、農振軽微変更申し出及び農振除外後の計画変更

届け出については、前記の期間によらず、毎月（１５日

締め）受付を行います。 

▼受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

▼申し出書の配布及び提出場所 役場産業課窓口 

▼注意事項（※必ずお読みください） 

◎申し出書等の提出は、期間に余裕を持って行ってください。  

◎農振除外の申し出は、法律に定められた要件を全て

満たす場合に限り認められます。このため、全ての申し

出が認められるわけではありませんのでご注意くださ

い。要件の詳細は、下記までお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結核検診（胸部レントゲン検査）のお知らせ 結核の早期発見のために結核検診を実施いたします。 
近年の日本では抵抗力が衰えた高齢者が結核を発病することが多く、結核にかかった人の半数以上が７０歳代以

上の方です。１年以内に胸部レントゲン検査を受けたことが無い人は必ず検診を受けましょう。 

▼対象者 ６５歳以上の方  ▼検査料金 無料  ▼服装 金具・プラスチックのついていない肌着または Tシャツ 

注意事項 ・問診票は検診会場で記入していただきます。 ・異常がなかった方には、結果通知をいたしません。 

・結核レントゲン検診と肺がん検診(胸部 CT検査)は両方受ける事ができません。  

日にち 受付時間 会場 

５月２３日(水) 

午前 

９時００分～ ９時２０分 龍の里会館 

９時３０分～１０時１０分 吉田南地区館 

１０時２０分～１０時５０分 出砂原地区館 

１１時００分～１１時２０分 下 5会館 

１１時３０分～１１時５０分 下 2パーシモン会館 

午後 

１時００分～ １時３０分 下市田区民会館 

１時４０分～ ２時１０分 積善会館 

２時３０分～ ２時５０分 原町陣屋区民会館 

３時００分～ ３時３０分  牛牧伝承館 

５月２４日(木) 

午前 

９時００分～ ９時２０分 大島山区民会館 

９時３０分～ ９時５０分 出原区民会館 

１０時００分～１０時２０分 山吹上生活改善センター 

１０時３０分～１０時５０分 新田地区館 

１１時００分～１１時２０分 上平地区館（白髭の杜） 

午後 

１時００分～ １時３０分 やすらぎ荘 別館 

１時４０分～ ２時００分 山吹中生活改善センター 

２時１０分～ ２時４０分 吉田区民会館 

２時５０分～ ３時３０分 役場 

▼問い合わせ先  健康福祉課 健康係（保健師）  電話３５‐９４１２ 

農作業に起因する火災防止について 農振除外・編入申し出の受付について 

「第３２回伊那谷文化芸術祭」参加団体の募集について 
伊那谷文化芸術祭は、飯田下伊那郡の文化芸術団体が、そのジャンルや団体の性格を超え、一堂に会して発表

会を開催する場です。つきましては、生涯学習の成果を発表したい団体を募集します。 
▼日程 １１月４・１１・１８・２５日 ▼会場 飯田文化会館ホール・飯田人形劇場 ▼主催 飯田文化協会、飯田文化会館 

▼ジャンル 人形劇・演劇・合唱・器楽・吹奏楽・邦楽・民謡・ダンス等々舞台芸術全 般 

▼申込方法 ①出演申込書へ記入のうえ郵送にて提出（申込用紙等は高森町公民館 電話３５-９４１６にあります。 ） 

②飯田市ホームページより電子申請も可能です。 

▼申込期限 平成３０年６月８日（金） ▼問い合わせ先 飯田文化会館 電話２３-３５５２ 


