
 

 

 

 

 

 

 

 

 いつまでも健康で元気に暮らし続けるために大

切とされている社会参加。今回の地域ケア会議では

『男性の社会参加』について考えます。お弁当を食

べながら皆さんのご意見、アイデアを聞かせてくだ

さい。男性の方どなたでもご参加いただけますので、

ぜひお気軽にご参加ください。 

▼日 時 １２月１５日（土） 

午後０時３０分～２時００分（受付：正午～） 

▼場 所 福祉センター 大ホール 

▼参加費 ５００円（お弁当代） 

▼申込期限 １１月２９日（木） 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 地域包括支援センター 

電話３５-９４１２ 

 

 

 
 

飯田税務署では、消費税の一般的な決算の仕方、経

理処理、課税売上の判定、申告書の書き方などについ

て、消費税説明会を次の日程により開催します。 

▼日時 １２月１８日（火） 午後２時～４時 

※消費税軽減税率制度についての説明時間（おおむね

３０分程度）を含みます。 

▼場所 飯田税務署 ２階会議室 

▼問い合わせ先 飯田税務署 個人課税第１部門  

電話０２６５-２２-１１６５ 

 自動音声案内が流れますので「２」をお選びくだ

さい。担当部署におつなぎします。 

 

 

 
 

高校・専門学校・短大・大学に通うお子さんのい

る保護者を対象とした「保護者向け南信州就活セミ

ナー」を開催します。保護者が知っておくべき地元

「南信州」の情報などについて長野県労働市場の専

門家が解説します。 

▼日 時 １２月１日（土）午前９時３０分～正午 

▼場 所 南信州・飯田産業センター 

（飯田市上郷別府） 

▼参加費 無料     ▼定 員 ５０名 

▼対 象 高校・専門学校・短大・大学に通うお子

さんのいる保護者 

▼主 催  長野県南信州地域振興局 

▼申込・問い合わせ先 

 イーキュア株式会社（受託企業） 

電話０１２０-６４０-２３４ 

ホームページ https://minamis.jp 

 

 

 

 

 

 

 

全町を対象とした古着・古布の収集を行います。当町

では、収集した古着類は工業用ウエスに加工しています。 

▼日 時 １２月１日（土）午前７時～９時 

▼収集場所 町民体育館下駐車場 

▼出 し 方 

○中が見えるビニール袋に入れて出してください。 

○「その他プラスチック専用袋」（赤プラ袋）も利用できます。 

▲！ 注意▲！ 中が見えない袋、肥料袋、紙袋、「その他プ

ラスチック専用袋」以外の指定ゴミ袋では出せません。 

▼収集できないもの 

○汚れ、破損が著しいもの 

○学生服、ユニホーム、作業服、下着、靴下、和服、中綿

入り衣類、プラスチック素材の衣類、帽子、ぬいぐるみ、

敷パット、こたつ敷、玄関マット ➔ 燃やすごみ 

○毛布、布団類 ➔ ①燃やすごみ または ②粗大ごみ 

①燃やすごみに出す場合…切断して「燃やすごみ

袋」に入れて出すか、稲葉クリーンセンターに

直接搬入する。（料金１０ｋｇあたり１８０円） 

②粗大ごみに出す場合…有料収集 

次の収集日は３月９日（土） 

▼そ の 他 

○収集時間内に持ち込んでください。上記時間以外

の受け取りはお断りします。 

○収集場所、付近の道路は混雑が予想されます。係

の誘導に従い、通行には十分ご注意ください。 

○悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期を決定した時は音声放送で告知します。 

※役場宿直でもご確認いただけます。（電話３５-３１１１） 

▼事前受け入れ 

○収集日当日に都合の悪い方はご利用ください。 

受入日：１１月２７日（火）、３０日（金） 

場 所：リサイクルステーション（町民体育館下） 

時 間：両日とも午前９時～正午（時間厳守） 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 第３回高森町地域ケア会議 

男☆ランチ会 開催 

１１月の夜間役場は１１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、納税などができます。 

女性相談窓口を毎月夜間窓口に併せて開設します。 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年１１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 

飯田税務署よりお知らせ 

消費税説明会のお知らせ 

南信州地域振興局よりお知らせ 

「保護者向け南信州就活セミナー」を開催します 

古着・古布を収集します 

学校の制服・園児服などは 

学用品リユース（再利用）へ 

不要になった学用品、まだ使えるのに捨てるなんてもったい

ない。中古品でもいいから欲しい。そんな思いをつなげます。 

▼問い合わせ先 高森町ボランティアセンター 

電話３４-３００１ 

http://volinteer.takamori-syakyo.com/use.html 

 

 

https://minamis.jp/
http://volinteer.takamori-syakyo.com/use.html


 

 

 

家族の介護を行う、労働者の仕事と生活との両立

を支援するための介護休業制度をご存じですか。就

業規則になくても取得できます。 

○介護休業は、対象家族１人につき、通算９３日、

３回まで取得可能。 

○介護のための所定外・時間外労働および深夜業の

制限並びに所定労働時間短縮などの制度があり、

事業主は労働者から求められた場合、これらの支

援措置を講ずる必要があります。 

○通院、デイケアなどへの送り迎えに利用できる介

護休暇も年間５日間取れます。 

※詳しくはお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 長野労働局雇用環境・均等室 

電話０２６-２２７-０１２５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１．インターンシップ・業界研究フェア 

学生を対象に県内企業・自治体が６０社程度集

まり、会社概要やインターンシップの内容などを

説明するフェアを開催します。 

参加費は無料で、事前の申し込みは不要です。 

▼日 時 １２月２８日（金）午後１時～５時 

▼場 所 ホテル国際２１（長野市） 

▼対象者 ２０２０年・２０２１年・２０２２年卒業予定者 

▼その他 新宿・松本・上田から無料バスを運行します 

（要予約） 
２．シューカツＮＡＧＡＮＯ応援隊との交流会 

県内企業で働く若手社員と学生との交流会を

開催します。就職に関する疑問や悩みに先輩たち

がお答えします。 

参加費は無料ですが、事前申込制です。 

会 場 日 時 

銀座ＮＡＧＡＮＯ（東京） 
１１月２５日（日） 

１月１４日（月・祝） 

信濃毎日新聞本社（長野市） １２月２６日（水） 

梅風閣（松本市） １２月２７日（木） 

烏丸御池ラボ（京都市） ２月１１日（月・祝） 
 

▼その他 詳しくは、シューカツＮＡＧＡＮＯのホー

ムページをご覧ください。 

▼問い合わせ先 長野県 労働雇用課 

電話０２６-２３５-７２０１ 

ホームページ https://www.shukatsu-nagano.jp/ 

 

 

 

 
 

 

飯田労働基準監督署管内における休業４日以上

の労働災害による被災者数を近年（平成２４年度～

平成３０年度）の季節ごとに各年度平均で分析する

と、冬季は他の季節と比べて約１０人増加している

状況です。特に冬季は凍結や積雪など他の季節と働

く環境が変化することを踏まえて、労働災害防止を

進めることが重要です。 

▼ 通路、作業床の凍結、積雪による転倒災害防止 

１．通路や作業面の除雪を励行し、転倒の恐れのな

い通路などを確保する。 

２．建物の入り口には雪や水分を除去するためのマ

ットやブラシなどを備え、凍結の要因となる水分

を不用意に持ち込ませないようにする。 

３．凍結により滑りやすい通路や作業面には、滑り

止めの措置をする。 

４．スパイク靴などの滑りにくく安定した履物を着

用させる。また、靴底がすり減っていないか点検

する。 

５．服やズボンのポケットに手を入れたまま歩行さ

せない。 

▼ 交通労働災害防止 

１．冬用タイヤについては摩耗状態を点検し、降雪

前に早めに装着する。 

２．無理のない走行計画により時間に余裕を持って

運行し、速度は控えめに、安全車間距離は十分に

確保する。 

３．スリップ防止のため、急ハンドル、急ブレーキ、

急発進は行わせないなど、安全運転に関する教育

を実施する。業務で社用車を使用する者（送迎用

マイクロバス運転者などを含む。）については、

特に配慮し、定期健康診断の実施状況および健康

状態を確認し健康管理を行う。 

４．「交通労働災害防止のためのガイドライン」に

基づく睡眠時間の確保や適正な労働時間などの

管理などの走行管理をする。 

▼問い合わせ先 

飯田労働基準監督署 安全衛生係 

電話０２６５-２２-２６３５ 
 

 

 
 

灯油などを不正に混ぜた軽油の製造、販売、使用は

悪質な脱税行為で、環境にも悪影響を与えます。「灯

油や重油を自動車に給油している」、「見知らぬ業者か

ら安い軽油の売り込みがあった」などの情報がありま

したら不正軽油ホットラインへご連絡ください。 

▼不正軽油ホットライン 

フリーダイヤル０１２０-９４０-０５０ 

▼問い合わせ先 長野県 総務部 税務課 

電話０２６-２３５-７０４８  

長野労働局雇用環境・均等室よりお知らせ 

介護休業制度をご存じですか？ 

飯田労働基準監督署よりお知らせ 

冬季は労働災害が多発します 

冬季労働災害防止対策などに取り組みましょう 

◎行政相談をご利用ください。 

▼日時 １２月１８日（火） 

午後１時３０分～４時００分 

▼場所 中央公民館第３会議室 

▼問い合わせ先 

総務課 行政係  電話３５-９４０２ 

長野県労働雇用課よりお知らせ 

就活イベント参加者募集 

長野県総務部税務課よりお知らせ 

不正軽油ホットラインへご連絡ください 

https://www.shukatsu-nagano.jp/


 

 

 

分割されていない全形を保持した一本牙の象牙は、所持

しているだけであれば違法ではありませんが、登録されて

いない象牙を売ったりあげたりするのは違法になります。 

近年、資産処分や相続者が遺品を整理する際に、所有し

ている象牙を登録せずに古物商やリサイクルショップな

どに売却し、警察に摘発される事例が全国的に増加してい

ます。未登録の象牙をお持ちの方は、ご連絡ください。 

※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリ

ーなどの象牙製品は登録対象外です。 

※所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただ

し、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。 

▼問い合わせ先 象牙在庫把握キャンペーン事務局 

電話０３-６６５９-４６６０ 

（土日祝日を除く午前１０時～午後５時） 

ホームページ 

https://www.env.go.jp/press/uplode/upfile/104480/106754.pdf 

 

 

▼裁判員候補者名簿ができるまで 

 裁判員候補者名簿は、市町村の選挙管理委員会が選

挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全国

の地方裁判所で作成されます。平成３１年（２０１９

年）の名簿に登録される人数は、全国で約２３万３３

００人です（選挙人名簿登録者全体に占める割合は、

約４５５人に１人）。 

▼裁判員候補者名簿記載通知について 

 平成３１年（２０１９年）の裁判員候補者名簿に登

録された方には、本年１１月中旬に名簿に登録された

ことの通知（名簿記載通知）をお送りします。この通

知は、来年２月ころからの約１年間に裁判所にお越し

いただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前

にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくため

のものです。この段階では、まだ具体的な事件の裁判

員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに

裁判所にお越しいただく必要はありません。 

また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。

この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握

し、調査票のご回答の内容により、１年を通じて明ら

かに辞退が認められる場合などには裁判所にお越し

いただくことのないようにして、裁判員候補者の方々

の負担を軽減するためにお送りするものですので、お

尋ねする項目にあてはまらない方は、返送していただ

く必要はありません。 

辞退の申し出ができる時期や期間などに何らの制

限を設けているわけではありません。 

この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際

の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質

問票で辞退を申し出ていただくことも、裁判所で行わ

れる選任手続きの際に辞退を申し出ていただくこと

も可能です。 

▼問い合わせ先 長野地方裁判所事務局 総務課 庶務係 

電話０２６-４０３-２００８ 

 

 

 
 

下伊那土木技術センター組合では平成３１年４

月１日採用予定の一般行政職（土木職・社会人枠）

を募集します。 

当組合は地方自治法に基づき、下伊那郡内１３町

村が事務の一部を共同で処理するために設けた特

別地方公共団体（一部事務組合）です。職員は「地

方公務員」の身分を有することとなります。 

▼業務内容 下伊那郡内の１３町村が施工する土

木工事（道路、橋梁、河川、公園、上下水道、災

害復旧など）の調査、測量、設計、製図、積算、

発注、工事の指導監督に関する事務 

▼試験区分 一般土木（初級） 

 ※採用時は条件付き採用とし、成績優秀の職員は

６か月後に正規職員に採用 

▼採用予定人員 ２人 

▼受験資格 下記の条件をすべて満たす者であること 

１．高校土木関係の専門課程卒業程度の学力を有する者 

２．昭和４９年４月２日～平成７年４月１日までの出生者 

３．国、都道府県、市区町村などの地方公共団体ま

たは民間企業などにおける職務を５年以上経験

し、土木・建築・上下水道関係の測量・設計・積

算・工事監督などの業務に携わった経験のある者 

４．普通自動車運転免許を取得し心身ともに健康な者 

５．飯田市もしくは下伊那郡内に居住する者 

（平成３１年４月１日までに居住する者を含む） 

６．日本国籍を有する者 

▼選考方法 第１次試験 小論文 

      第２次試験 個別面接（１次合格者のみ） 

▼１次試験日時 １２月１６日（日）午前９時～ 

▼試験場所 飯田合同庁舎５階５０１号会議室 

▼申込方法 

下記の書類を期日までに郵送または持ち込みに

より提出してください。 

１．職員採用試験受験申込書（本人自筆のもの。） 

 ※申込書は下伊那郡土木技術センター組合（飯田

合同庁舎内）でお渡しします。 

２．最終学校の卒業証明書または卒業証書の写し 

３．健康診断書（病院機関などの診察によるもの。） 

４．資格証明書の写し（土木・建設に関する資格に限る。） 

▼提出締切 １２月７日（金）※消印有効 

 ※郵送による申し込みの場合は封筒の表に「職員

採用試験」と朱書きをしてください。 

▼受験票交付 受付終了後、本人宛に郵送します。

１２月１１日（火）までに受験票が届かない場合

は、お問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

〒３９５-００３４ 

長野県飯田市追手町２-６７８番地 

飯田合同庁舎５階 

下伊那郡土木技術センター組合 庶務課 

電話２３-２５４２ 

象牙在庫把握キャンペーン事務局よりお知らせ 

登録していない象牙を売ることは違法です！ 

長野地方裁判所事務局よりお知らせ 

裁判員制度 まもなく名簿記載通知を発送します 

下伊那郡土木技術センター組合 

平成３１年採用 土木・上下水道技術員募集 

https://www.env.go.jp/press/uplode/upfile/104480/106754.pdf


NO、２９４        １２ 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 ｼー ﾎ゙ﾞー ﾙ） 

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 

瀧里歌会 毎月第１金曜日 時の駅 午後１時～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら １２月３日 図書館 午前１０時３０分～ 読み聞かせボランティア研修会 

高森コーラス １２月６・２０日 中央公民館 午後７時～ 楽しく発声と合唱練習をする 

自分史講座 １２月１０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） 不定期 下市田学校 午前７時～ 自然農法による野菜づくり 

たんころりん 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 

牛牧短歌会 １２月１２日 中央公民館 午後１時～ 短歌の勉強 

アコーディオン教室 １２月４・１８日 中央公民館 午後１６時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

カラオケクラブ 

音和の会 
１２月９日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
１２月７・２１日 

１２月５・１９日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

オカリナ愛好会 １２月１１・２５日 福祉センター 午後７時～ オカリナを楽しもう 

手まりの会 １２月１８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 
１２月６・２０日 

１２月２７日 

福祉センター 

中央公民館 
午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
１２月４・１１ 

  １８・２５日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

１２月 1・15・22 日 

１２月８日 
中央公民館 
福祉センター 

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 

大人のサークル・ベガ 
１２月５日 

１２月１９日 

やすらぎ荘別館 

中央公民館 
午前７時４５分～ セルフケア教室（ストレッチ・ピラティス） 

 

公 民 館 教 室 (中央公民館) 

 

◆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～ 


