
 

 

申請をお忘れなく 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 

給付対象者と思われる方へ、申請用紙を郵送してあります。必要な書類を添付して期限までに申請をお願いし

ます。該当となられる方で、申請書類が届いていない方は、役場健康福祉課地域福祉係までご連絡ください。（子

育て世帯臨時特例給付金給付対象の公務員の方には、職場から連絡があります。） 

１．臨時福祉給付金 

 ◆給付対象者 
平成２７年１月１日に高森町の住民基本台帳に登録

されている方で平成２７年度分町民税（均等割）が課

税されない方。ただし、市区町村民税が課税されて

いる方に扶養されている方や、生活保護の受給者で

ある場合などは対象外となります。 

 ◆給付額  給付対象者１人につき６，０００円 

２．子育て世帯臨時特例給付金 

 ◆給付対象者 

   平成２７年６月分の児童手当（特例給付を除く）の受給者 

 ◆対象児童 

   給付対象者の平成２７年６月分の児童手当（特例給

付を除く）の対象となる児童 

 ◆給付額  対象児童１人につき３，０００円 

※公務員の方も、職場より申請書・受給情報証明書を

もらい、期限までに役場へ申請してください。 

申請期限 平成２７年１１月２日（月） 

▼問い合わせ先 健康福祉課 地域福祉係  電話３５-９４１２ 

 １４日（金） １５日（土） １６日（日） ２３日（日） ３０日（日） 

内 科 
ささき 

２２‐００５９ 
輝山会 

２６‐８１１１ 

健和会 
２３‐３１１５ 

飯田橋木下 
２１‐６１５１ 

加 藤 
２２‐１９６４ 

小児科 
ささき 

２２‐００５９ 
さ の 

４８‐５３５１ 

健和会 
２３‐３１１５ 

飯田橋木下 
２１‐６１５１ 

健和会 
２３‐３１１５ 

外 科 
おおぎ 

２２‐１７３０ 
輝山会 

２６‐８１１１ 
健和会 

２３‐３１１５ 
市 瀬 

２７‐３３１１ 
飯田橋クリニック 

２４‐１５１１ 

産婦人科 
市 立 

２１‐１２５５ 
市 立 

２１‐１２５５ 
椎 名 

２２‐０３０４ 
市 立 

２１‐１２５５ 
市 立 

２１‐１２５５ 

薬 局  
筒井薬局 
３５‐６９９１ 

イサワ薬局 
３６‐２００９ 

大島松尾薬局 
３６‐３４３３ 

光仙閣薬局 
２２‐１４３３ 

 ◆休日夜間急患診療所 （内科・小児科） 飯田市東中央通り５－９６ 電話(０２６５)２３-３６３６ 

●休日 午前９時～午後５時 （受付は午後４時３０分まで） 
●夜間 午後７時～午後１０時３０分 （受付は午後１０時まで） 

９月の乳幼児健診日程  ▸場所 福祉センター 1 階 健康相談室 
健康福祉課 健康支援係(保健師) 電話３５‐９４１２ 

日 曜 事業名 該当者 受付時間 

８ 火 ２歳半児健診 平成２５年 ３月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

８ 火 ３歳児健診 平成２４年 ８月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１０ 木 １歳半児健診 平成２６年 ３月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

２５ 金 ７か月児健診 平成２７年 ２月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

２５ 金 ４か月児健診 平成２７年 ５月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

２９ 火 １歳児健診 平成２６年 ９月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

２９ 火 １０か月児健診 平成２６年１１月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

※平成２５年９月生まれの２歳児健診は１０月 １日(木)に行います。 

※平成２４年９月生まれの３歳児健診は１０月１４日(水)に行います。  

９月のお知らせ版でご確認ください。 

▼診察・開局時間 午前９時～午後６時 産婦人科は午前９時～正午 
 ※変更になる場合もありますので、事前に電話確認をお願いします。 ８月の休日当番医・薬局 

◎こころの相談日をご利用ください 
▼８月の相談日 ８月２１日（金） 午後１時～５時 ※希望の方は、事前にお申し込みください。 
▼内容 公認カウンセラーによるカウンセリング  ▼料 金 無料 
▼申込・問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係（保健師）  電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月１日採用予定の高森町職員（保育士

および社会福祉士）を次のとおり募集します。 

▼採用職種等 保育士（中級）   ７人 

       社会福祉士（上級） １人 

▼受験資格  ※詳細はお問い合わせください。 

〔保育士〕昭和５７年４月２日から平成８年４月１日

までに生まれた短期大学卒業程度の学力を有する方

で、現に保育士の資格を有するか平成２８年３月３１日

までに取得見込みの心身健康な方 

〔社会福祉士〕昭和４６年４月２日以降に生まれた大

学卒業程度の学力を有する方で、現に社会福祉士およ

び介護支援専門員の資格を有する心身健康な方 

▼申込期限 ８月１９日（水）午後５時１５分必着 

▼第１次試験日 ９月２０日（日） 

 高森町役場にて実施 

▼試験の内容 

○筆記試験（専門試験・適性検査） 

○面接試験（集団面接） ○作文試験 

▼応募書類  

①受験申込書 ※総務課行政係で入手してください。

（町ホームページよりダウンロード可） 

② 終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

③ 終学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

④資格免許証の写しまたは取得見込証明書 

▼申込・問い合わせ先  

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

 

 

▼運休日 ８月１３日(木)～１６日（日） 

※１７日(月)より通常運行します。 

▼問い合わせ先   

 北部タクシー（福祉バス運行受託者） 電話３５-９３３２ 

健康福祉課 長寿支援係   電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

毎年恒例の煙火大会開催に伴い、出砂原周辺では

交通規制を実施します。ご迷惑をおかけしますが、

町民の皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 

▼交通規制日時 ８月１８日（火） 

午後６時～規制解除まで 

▼場所 出砂原周辺の県道および町道 

◎安全に煙火大会を楽しんでいただくために、出砂

原および周辺地区では警備員等の指示、誘導に必

ず従っていただきますようお願いします。車は指

定の駐車場に駐車しましょう。 

▼問い合わせ先 

市田灯ろう流し実行委員会  電話３５-６８５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済み乾電池、蛍光管、水銀を使用した有害物

（水銀の入った体温計など）の収集を行います。 

▼収集日時 ８月３０日（日）午前８時～９時 

（雨天決行） 

▼収集品目と出し方・注意事項 

【乾電池】収集場所にあるドラム缶の中へ乾電池のみ

を入れてください。（電池を持参される際の袋や入れ

物はお持ち帰りください。） 

 また、ボタン電池は別に分けてお持ちください。 

※充電式電池・バッテリー等は収集できません。販

売店舗のリサイクルボックス等をご利用ください。 

【蛍光管等】収集場所にある袋へ入れてください。

その際、割れてしまわないようご注意ください。 

 やむを得ず割れてしまった物も回収しますので、

お持ちください。電球は、中に蛍光管が入っている

タイプの物のみ収集します。その他の電球は「埋立

ごみ（黒）」へ入れてください。 

【水銀使用品】水銀を使用している体温計や温度計、

朱肉、鏡等は、品目ごとに袋に入れてお持ちくださ

い。袋はどのようなものでも構いません。 

▼収集場所 

【下市田区】 町民体育館下駐車場、１区積善会館、 
下２会館、下市田区民会館、４区生活

改善センター、下５会館、出砂原地区館 

【吉田区】 吉田西地区館、吉田区民会館、 

      吉田南地区館 
【牛牧区】 牛牧ふれあい広場 
【上市田区】 ごまどう広場 
【大島山区】 大島山区民会館 
【出原区】 出原区民会館 
【山吹区】 新田地区館、山吹上生活改善センター、

下町ポンプ小屋前広場、駒場生活改善

センター、白ひげ神社、山吹町住東、

竜口龍の里会館、下平集会所 
▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係  電話３５-９４０９ 

 

 

▼ごみ 通常どおり収集します。 

    日中でなく夕方に出すよう、ご協力ください。 

▼し尿の汲み取り 

〇(株)南信サービス豊丘支店（電話３５-２４１２） 

 ８月１４日（金）～１６日（日）がお休みです。 

〇北部衛生(有)（電話３５-２７０６） 

 ８月１５日（土）・１６日（日）がお休みです。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係  電話３５-９４０９ 

 

 

 

乾電池・蛍光管等の収集について 

８月の夜間役場は８月２５日（火）です。 
納税、各種証明発行等にご利用ください。 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 高森町キャラクター柿丸くん 

平成 27 年８月 10日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
高森町職員（保育士、社会福祉士）を 

募集します 

お盆中のごみ収集・し尿の汲み取り 
第９２回市田灯ろう流し大煙火大会 

交通規制へのご協力のお願い 

福祉バス お盆の運休について 



資料館ミニ平和展開催のお知らせ 
 『戦後７０年 戦争一色であった 

生活を振り返る』 

 

 

 

 

お盆に地元に帰省された独身者を対象に、結婚相

談を実施します 

▼日時 ８月１４日（金）・１６日（日） 

    午前９時～午後６時 

▼場所 愛ねっと北部（下伊那北部地区結婚相談所） 

    （豊丘村交流学習センターゆめあるて北隣） 

▼対象 飯田下伊那出身者で結婚を希望される方 

    女性は、県内出身の独身者 

▼相談員 愛ねっと北部職員 

▼相談手順 希望される方は、事前に電話で予約し

てください。本人確認を行うため、運転免許証と健

康保険証をお持ちください。 

▼その他 相談や登録の費用は無料です。 

▼問い合わせ先 

 愛ねっと北部 北部地区結婚相談所 

電話３４-２３２２（平日午後１時～６時） 

 

 

 

町では町営住宅山吹団地の入居者を募集します。 
▼募集戸数 ２ 戸  
（山吹４６６６番地 町営住宅山吹団地１８号／２６号） 
１８号：昭和５４年度建設 ３ＤＫ簡易耐火平屋建て

世帯用（単身入居も可／条件有り） 
家賃１２，４００円～ 
（所得により変更になります。） 

２６号：昭和５７年度建設 ３ＤＫ簡易耐火２階建て

世帯用（単身入居も可／条件有り） 
家賃１８，２００円～ 
（所得により変更になります。） 

▼申込期限 ８月２１日（金）  
▼申込方法 役場建設課に申込用紙がありますので、

必要事項を記入の上、申込期限までにご提出くださ

い。申込多数の場合は抽選となります。 
（申込用紙は町ホームページからダウンロード可） 
▼その他 入居に関しては、世帯の収入が基準の範

囲内である等、一定の条件があります。詳細はお問

い合わせください。 
▼申込・問い合わせ先 

建設課 管理係  電話３５-９４０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多くの皆さまのご来館をお待ちしています。 

▼期間 ８月１３日（木）～３０日（日） 

    （休館日：１７日（月）、２４日（月）） 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

新館１階 町民ギャラリー 

▼開館時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼内容 満州事変から日中戦争、そして太平洋戦争

へと続いた長く、苦しい時代。生活も徐々に戦争一

色になっていきました。戦地ではない高森の地で行

われた生活の中の戦争を ①「欲しがりません、勝

つまでは」の生活 ②身近な人の無事を願った人々

の祈り ③国防精神の育成を第一に行われた教育  

の３つの視点から、当時の物品や写真を展示して振

り返ります。 

なお、８月１３日（木）～１７日（月）までの期

間は、一部の展示品が飯田市鼎で行われる『平和の

ための信州・戦争展』に貸し出されます。 

▼問い合わせ先 

高森町歴史民俗資料館  電話３５-７０８３ 

 

 

 

今年は戦後７０年となります。実際に戦争を経験

された方のお話を直接お聞きできる機会も限られて

きています。戦争が起きたときに高森町（当時は市

田村、山吹村）、飯田下伊那地域ではどのような状

況であったかを学び、私たちの身にふりかかる現実

を知り、平和の尊さを未来へつないでいきましょう。 

▼日時 ８月２９日（土）午前１０時１５分～正午 

▼場所 福祉センター 大ホール 

▼内容 

【第１部】実体験のお話 

 ①木村貞好さん（牛牧） ②榊原まつ子さん（下市田） 

【第２部】講演会 

演題：「戦時中の高森町～満州の実情から～」 

 講師：青木隆幸さん（長野県立歴史館 学芸部長） 

※詳細については、隣組回覧のチラシをご覧ください。 

▼問い合わせ先 

教育委員会 社会教育係  電話３５-８２１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月は、平和推進月間です。 
町では、下記の事業を行います。 

◆１３日～ 資料館ミニ平和展（３０日まで） 

◆１５日  戦没者追悼・平和祈念式典（午前１１時～）

◆２１日  戦後７０年特別企画コンサート 

（京都大学交響楽団演奏会） 

◆２９日  広島平和バス報告会、平和学習会 

平和の尊さを学びましょう。 

▼問い合わせ先  

教育委員会 社会教育係  電話３５-８２１１ 

健康福祉課 地域福祉係  電話３５-９４１２ 

お盆の帰省をチャンスに！ 
婚活相談の開催について 

８月２３日(日）午前１０時３０分スタート 

第４４回全日本天竜川カヌー競技大会 
今年はコースが変更され、中川村 
天竜橋スタート～市田港ゴールの 
約９km を、選手たちがパドルを 
駆使して激流に挑みます。 
※午前１１時頃から、選手たちが 

市田港に続々と集まってきます。 

熱い声援をよろしくお願いします！ 
■問い合わせ先  

経営企画室 協働推進係  電話３５-９４４１ 

平成２７年度 高森町平和学習会 
～戦争が起きたとき、故郷では～ 

町営住宅入居者を募集します 

 

 

 

 

 カラス、猿などの野生鳥獣による農作物への被害

防止のため、爆音器が使用されています。爆音器を

使用する場合は、騒音被害を未然に防ぐため、次の

点にご注意ください。 

１ 住居から直線距離にして２００ｍ未満の位置で

使用しない。 

２ 早朝および夜間には使用しない。 

３ 爆音器に代えて、防鳥網などの使用を心掛ける。 

※住居から２００ｍ以上離れた位置に設置する場合

でも、設置期間を収穫期等に限定し、必要 低限

の使用にとどめてください。また、設置する際は、

事前に近隣住民に知らせるなど、周辺環境に十分

配慮して使用するよう心掛けてください。 

▼問い合わせ先 

   産業課 農政係  電話３５-９４０５ 

 

 

 わな・網・銃の狩猟免許試験を実施します。 

▼申込期限 ８月２１日（金） 

◎狩猟免許試験 

▼試験日 ９月１３日（日）午前８時～午後４時 

▼場 所 長野県飯田合同庁舎 ３階講堂 

▼受験料 免許１件につき５，２００円 

◎狩猟免許初心者講習会（受験対象者の講習会） 

▼講習日 ９月５日(土) 午前８時～午後５時 

▼場 所 長野県飯田合同庁舎 ３階講堂 

▼受講料 無料 

（ただし、テキスト代２，４４０円が別途必要） 

▼申込・問い合わせ先  

下伊那地方事務所 林務課 電話５３-０４２３ 

 

 

 

「町民ゴルフ大会」を開催します。奮ってご参加く

ださい。先着２００人で締め切らせていただきます

ので、お早めにお申し込みください。 

▼期日 ９月１３日（日） 午前６時１０分 開会式 

▼場所 高森カントリークラブ （雨天決行） 

▼表彰式・祝賀会 午後５時３０分～(福祉センター) 

▼参加料 １３，０００円(プレー、祝賀会、賞品代) 

▼競技方法 １８ホールストロークプレイ 

      ハンディキャップはダブルペリア方式

です。 

▼申込期限 ８月２８日（金） 

▼申込・問い合わせ先 

教育委員会内 町民ゴルフ大会事務局 

  電話３５-８２１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいサポート運動は、誰もが、多様な障がいの特

性、障がいのある方への必要な配慮、障がいの有無

にかかわらず共に生きる社会のあり方などを理解し、

障がいのある方に対してちょっとした手助けや配慮

を実践することにより、障がいのある方が暮らしや

すい地域社会（共生社会）をつくっていく運動です。 

参加希望の方は、下記へお問い合わせください。 

▼日時 ８月２２日（土）午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 あさぎりの郷 杉の木ホール 

▼講師 長野県健康福祉部障がい者支援課 

     信州あいサポート推進員 岩波明子さん 

▼内容・信州あいサポート運動について 

   ・障がいについて理解しましょう    

   ・簡単な手話（日常で使う簡単な手話を学ぶ） 

▼申込期限 ８月１８日（火） 

▼申込・問い合わせ先 

高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 

 

 

 

後期高齢者医療保険被保険者の方の口腔機能の維

持・改善を図るため、長野県後期高齢者医療広域連

合が歯科健診事業を行います。 

▼対象者 昭和１４年４月１日～昭和１５年３月３１日

生まれの後期高齢者医療保険被保険者 

▼健診期間 平成２７年９月１日（火）～ 

１１月３０日（月） 

※自己負担は無料。受診回数は１回です。 

※対象の方へ８月中に広域連合から案内状が送付さ

れます。希望者は歯科医院（長野県歯科医師会加

入歯科医院）に直接予約し、受診をお願いします。 

▼問い合わせ先 

長野県後期高齢者医療広域連合 

電話０２６-２２９-５３２０ 

健康福祉課 健康支援係  電話３５-９４１２ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

町民ゴルフ大会参加者募集 

◎行政相談をご利用ください。 
▼日時 ８月２０日（木）午後１時３０分～４時００分 
▼場所 福祉センター ３階 中ホール 
▼問い合わせ先 

総務課 行政係  電話３５-９４０２ 

狩猟免許試験の実施について 後期高齢者医療保険被保険者の方を 
対象とした歯科検診事業のお知らせ 

ＪＲ東海からのお知らせ 

下市田駅の施設工事を行います 
▼工事期間 ９月～１０月（予定） 
▼工事内容 ①待合所の建て替え ②トイレの撤去 
※既存の待合所とトイレは、８月末より使用停止

となります。また、工事期間中はご不便をおか

けしますが、地元ならびに利用者の皆さまのご

理解とご協力をお願いします。 
▼問い合わせ先 ＪＲ東海（お客様テレフォンセンター） 

電話０５０-３７７２-３９１０ 

８月は「電気使用安全月間」です 
電気設備の安全点検をして 

正しく安全に使いましょう。 

電気のご相談は 

 

飯田営業所 電話２３-３４５２ 

あいサポート運動研修会を開催します 鳥獣害防止用爆音器による 
騒音防止にご協力ください 


