
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会場 役場前駐車場・中学校グラウンド他 
①新たに出展（出店）を希望される団体の代表の方

は、９月３０日（水）までにお申し込みください。

なお、商工会に加盟されている方は、商工会事務

局にお申し込みください。 
②昨年度参加された団体の皆さんへは別途通知します。   
※申込者多数の場合は、抽選または調整させていた

だく場合があります。 
※食べ物の販売をご希望の新規団体の方は、露天   

営業等の許可を受けられた方に限ります。 
※専ら営利を目的とする団体は対象としません。 
 

◎参加団体代表者会議を次のとおり開催します。 

 
 

 

▼申込・問い合わせ先   
経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 
 
 
 飯田・下伊那地区の知的障がい者の皆さんが参加

する、レクリエーション大会にスタッフとして参加

してくださる「運営サポートボランティア」を募集

しています。 

 どなたでも参加できます。皆さんのサポートで大

会を盛り上げていただけませんか。 

▼日時 ９月３０日（水）  

午前８時３０分～午後３時００分 

▼場所 飯田勤労者体育センター 第１体育館 

▼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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

町では、各種スポーツ大会において優秀な成績を

収めた個人や団体と、文化芸術における各種コンク

ールにおいて優れた評価を受けた個人や団体に賞を

贈り、表彰しています。 
昨年の１０月から今年の９月の間に該当される方

がおりましたら、教育委員会までご連絡ください。 
▼対象者 町内に在住、在勤、在学し、各種スポーツ

競技大会、各種コンクールで優秀な成績を収めた個

人、団体 
【スポーツ表彰】 

(特別賞)オリンピック出場、全国大会で３位以上等 
(優秀賞)国際大会・全国大会へ出場、県大会優勝等 
【文化表彰】 

(芸術文化賞)全国規模のコンクールで上位等 
(芸術文化奨励賞)北信越、県コンクールで上位等 
▼募集期間 ９月２５日（金）まで 

※１１月の「高森まるごと収穫祭 第３５回ふるさと

祭り」の折に表彰状・記念品等を贈呈いたします。 
▼問い合わせ先     

教育委員会 社会教育係 電話３５-８２１１ 

  

 

 

今年の公民館文化祭が１１月１４日（土）～１５日（日）に

かけて行われます。 

例年、公民館他での展示発表と、高森まるごと収

穫祭メインステージでの発表会を行っています。 

参加を希望される町内団体・サークルの皆さんは、

説明会にご出席ください。 

▼日時 １０月１日（木）午後７時３０分～８時３０分 

▼場所 中央公民館２階 大会議室 

※昨年度参加された団体へは別途通知します。 

▼問い合わせ先   

中央公民館事務局 電話３５-８２１１ 

 

開始時刻は、全会場午後７時からです。大勢のご参加をお願いします。 

月 日 地区 会場 地区 会場 

０９月２８日（月） 上平 生活改善センター 下市田１区 積善会館 

０９月２９日（火） 出砂原 出砂原地区館 吉田南 吉田南地区館 

１０月０１日（木） 山吹上 生活改善センター 
  

１０月０２日（金） 下市田５区 下５会館 出原 出原区民会館 

１０月０５日（月） 吉田東 吉１会所 駒場 生活改善センター 

１０月０６日（火） 牛牧 牛牧伝承館 下市田２区 パーシモン会館 

１０月１３日（火） 山吹中 山吹中集会所 
  

１０月１４日（水） 吉田中 吉田区民会館   

１０月１５日（木） 上市田 原町陣屋区民会館 下市田３区 力行会館 

１０月１６日（金） 吉田西 吉田西地区館 
  

１０月１９日（月） 新田 新田地区館 大島山 大島山区民会館 

１０月２０日（火） 下平 下平会所 竜口 龍の里会館 

１０月２８日（水） 下市田４区 生活改善センター 
  

※今後、日程が変更になる場合がございます。ご不明な点はお問い合わせください。 
▼問い合わせ先 経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

まちづくり懇談会（旧名称「町政懇談会」）にご参加ください 

 高森まるごと収穫祭（11/14・15） 

～第３５回ふるさと祭り～ 参加団体募集 

日時 ◆１０月７日（水） 午後７時３０分～ 
会場 ◆役場３階大会議室 

町スポーツ・文化表彰 候補者募集 

文化祭展示発表・ステージ発表への 

参加希望団体説明会の開催 

レクリエーション大会  

サポートボランティア募集 

 

 

 

 

 

 

 

漫画家 やくみつるさんをお招きし、パネルディ

スカッション（公開討論会）を開催します。どなた

でもご参加いただけます。ぜひ多くの若者の皆さん

のご参加をお待ちしております。 

▼日時 ９月１９日(土)午後１時３０分～ 

▼場所 高森町福祉センター２階大ホール 

▼テーマ 若者を地元に呼び戻すために 

▼入場 無料 

▼パネリスト 漫画家 やくみつるさん 

 高森町出身中学生・高校生・大学生（予定） 

※パネリストは予告なく変更になる場合がござい

ます。ご了承ください。 

▼進行役 

元長野朝日放送アナウンサー 江村 裕子さん 

▼問い合わせ先   

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

 

 

現在、井戸水・地元水道等をご使用されている方

を対象に、水質検査を実施します。 

 先月、長野県の実施する地下水検査において、町

内の井戸から基準値を超えるヒ素が検出されました。

特に飲用水としてご使用されている方はこの機会に

水質検査を受け、井戸水および地元水道が適正かど

うかご確認ください。なお、今回は通常検査項目に

加え希望によりヒ素の検査も可能です。 

①受付・容器配布 

水質検査申込書と採水用容器を持ち帰ってください。 

▼日時 ９月２９日（火）午前１０時～正午 

▼場所 町民体育館前 

②検査水提出 

水質検査申込書と採水した容器を提出してください。 

▼日時 ９月３０日（水）午前１０時～正午 

▼場所 町民体育館前 

③後日、（財）中部公衆医学研究所より結果書と、振

込用紙が郵送されます。 

□その他 

・検査料金は自己負担となります。 

・検査の種類別に検査料金は異なります。（全て税込） 

①１１項目（基準項目） ７，８００円  

②１１項目（基準項目）＋ヒ素 ９，４００円  

③ヒ素のみ ２，８００円   

・当日都合が悪い方につきましては、随時(財)中部

公衆医学研究所（電話：２４-１７７７）にて、水質

検査の受付を行っておりますので、ご利用ください。 

▼問い合わせ先   

環境水道課 水道係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月の健診を次の日程で行います。すでに申し込

みをされた方には通知をしましたが、申し込みをさ

れていない方で、健診を希望される方は、健康福祉

課健康支援係までお申し込みください。 

▼９月実施  場所：福祉センター  

日(曜日) 受付時間 

１５日(火) 
午前９時００分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

１６日(水)

１７日(木)

１８日(金) 

午前８時３０分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

※時間を変更して受けられる方は、午前・午後とも

受付開始から１時間は混雑します。時間に余裕を持

って受けるようにしてください。 

〇全国健康保険協会「協会けんぽ」加入の被扶養者

の方について 

全国健康保険協会「協会けんぽ」加入の被扶養者

のうち４０歳～７４歳の皆さんで、高森町の集団健

診を希望される場合は受けることができます。 

厚生連健康管理センター(電話０２６７-８２-２

６７７)に申し込みすると受診の予約ができます。申

し込みの際、特定健診受診券と、保険証をご用意く

ださい。後日健康管理センターから問診票が届き、

受診することができます。 

 ご不明な点は、全国健康保険協会「協会けんぽ」 

長野支部（電話０２６-２３８-１２５３）へお問い

合わせください。 

▼問い合わせ先  

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 ４０歳（昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１

日生まれ)の方を対象に、特定健診・ヘルススクリー

ニングに合わせて肝炎ウイルス検査を実施します。 

これまでにＢ型肝炎ウイルス・Ｃ型肝炎ウイルス

検査を受けられていない方は、検査を受けるように

しましょう。希望される方は、９～１０月に実施さ

れる特定健診・ヘルススクリーニング健診会場へお

出かけください。 

▼検査料 無料 

▼健診日 ９月１５日（火）～１８日（金） 

※受付時間については、上記「特定健診・ヘルスス

クリーニング日程」をご覧ください。 

 １０月 ５日（月）～ ８日（木） 

 １０月１９日（月）～２２日（木） 

※１０月の詳細は次回以降のお知らせ版をご覧くだ

さい。 

▼問い合わせ先  

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

特定健診・ヘルススクリーニング日程 

肝炎ウイルス検査 

 
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９月８日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
ゆるキャラ©グランプ

リに今年も立候補しま

した！応援よろしくお

願いします。 

ゆるキャラＧＰ 検索 

９月の夜間役場は９月２５日（金）です。 

井戸水・地元水道等の水質検査 
－町内でヒ素の値が基準値を超える井戸が確認されて

います。この機会に検査をしましょう！－ 

やくみつるさんと語ろう 
～地方創生パネルディスカッション～ 



 

 

 

 

長野県による「多子世帯応援クーポン券･プレミア

ムパスポート」の案内を、対象世帯の世帯主宛てに

お送りしました。 

「多子世帯応援クーポン券」はながの子育て家庭

優待パスポート協賛店舗で、商品購入などの際に利

用できます。また、「多子世帯プレミアムパスポート」

はながの子育て優待パスポート協賛店舗でご提示い

ただくと更なるサービスを受けることができます。 

▼対象世帯 ２０１５年５月３１日現在で、年度末

年齢１８歳以下の子どもが３人以上いる世帯 

▼申請方法 申請書を同封の返信用封筒に入れ、事

業サービスセンターへお送りください。 

▼申込期限 ９月３０日(水)当日消印有効  

▼申込・問い合わせ先  

高森町教育委員会 電話３５-８２１１ 

事業サービスセンター（株式会社電算内） 

電話０２６-２２５-８８８８（内線：１１１１） 

 

 

▼勤務内容 

町内の不法投棄パトロール、不法投棄ごみ等の回

収、ごみ分別作業および指導 

▼募集人員 ごみ監視員２人 

▼募集条件 ①高森町在住６５歳以下の健康な方 

      ②普通自動車運転免許のある方 

▼雇用期間 １０月１日～平成２８年３月３１日  

※勤務良好な場合は、更新雇用可能 

▼勤務時間 午前８時～正午までの４時間勤務 

      週１～２日程度 

▼賃金 時給１,０３０円  

▼募集期限 ９月１６日(水)午後５時１５分(必着)  

▼提出書類 高森町臨時職員用 履歴書・申込書 

（高森町ＨＰ・環境係窓口にて入手してください） 

▼選考方法 面接試験  

９月２４日（木）午後１時３０分～ 高森町役場 

▼提出・問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

長野県弁護士会飯田在住会に所属する弁護士によ

る、出張無料法律相談会を開催します。 

▼日時 ９月１２日(土) 午後１時～４時 

▼場所 福祉センター ▼費用 無料 

※予約は不要です。当日会場へお越しください。 

▼問い合わせ先  

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

 

 

 リフォームクーポン事業につきまして、予定額に

達しましたので終了しました。多くの皆さんにご利

用いただき誠にありがとうございました。 

 なお、水洗化工事事業は継続中ですのでご利用く

ださい。 

▼問い合わせ先 高森町商工会 電話３５-２２５４ 

 

 

 

 

 

「１０年の後納制度」は９月末で終了 
 「１０年の後納制度」は、過去１０年間に納め忘

れた国民年金保険料を納付することができる仕組み

です（本来、国民年金保険料は２年を経過すると時

効により納付することができません）。この制度を利

用すれば、将来の年金額を増やすことができます。 

１０月１日からは「５年の後納制度」が始まります 

平成２７年１０月１日から３年間に限り、過去５

年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することが

できる「５年の後納制度」が始まりますが、「１０年

の後納制度」よりも納付できる期間が短く、保険料

の加算額が高くなります。 

※老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度

の利用はできません。 

※後納制度を利用するには、申し込みが必要です。 

▼問い合わせ先 

「国民年金保険料専用ダイヤル」 

０５７０-０１１-０５０ 

飯田年金事務所 国民年金課 電話２２-３６７０    

お客様相談室 電話５３-６３７７ 

 

 

 町営住宅山吹団地の入居者を募集します。先着順

で申し込みを受け付け、入居者が決定し次第、募集

を終了します。希望される方はお申し込みください。 

▼募集戸数 １ 戸  【町営住宅山吹団地２６号】  

山吹４６６６番地 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）       

家賃１８，２００円～（所得により変更になります。） 

▼申込受付期間 ９月８日（火）～先着順で申し込

みを受け付け、決定し次第募集を終了します。 

▼申込方法 役場建設課に申込用紙がありますので、

必要事項を記入し、ご提出ください。（申込用紙は

町ホームページからダウンロード可能です。） 

▼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。 

▼申込・問い合わせ先  

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 
 

 

 

 

▼日時 ９月１６日（水）  

午後６時３０分～８時００分 

▼会場 高森町商工会２階会議室  

▼講師 島田洋治さん（環境コンサルタント） 

▼講座内容 美しい景観を創る植栽技術等（室内講

座） 

※平成２７年度長野県地域発元気づくり支援金事業 

▼問い合わせ先 

高森町商工会「地球温暖化対策地域協議会」 

（通称：エコプロ高森） 電話３５-２２５４ 

「多子世帯応援クーポン券・プレミアム

パスポート」事業についてのご案内 

町営住宅入居者の随時募集 

国民年金保険料の 

納め忘れのある皆さんへ 
～年金額アップ・受給資格を得られます～ 

 

臨時職員（ごみ監視員）を募集します 

出張無料法律相談会 

住宅リフォームクーポン事業終了 

『美植・たかもりプロジェクト』 

リーダー養成講座 

 

 

 

 

 

 

◎こころの相談日をご利用ください 
▼相談日（毎月２回） ９月２８日(月)午後１時～５時 ※このほか希望により実施 

▼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 

 １３日（日） ２０日（日） ２１日（月） ２２日（火） ２３日（水） ２７日（日） 

内 科 
波多野 

２２-０６６６ 
羽 生 

２４-１２５０ 

健和会 
２３‐３１１５ 

西澤 
２４-３８００ 

まるやま 
３２-１６６６ 

すきがら 
５３-１０００ 

小児科 
久 田 

２２-０３７９ 

矢 野 
５２-０４５２ 

健和会 
２３‐３１１５ 

日 赤 

３６-２２５５ 

まるやま 
３２-１６６６ 

さ の 
４８-５３５１ 

外 科 
市 瀬 

２７-３３１１ 
慶 友 

５２-１１５２ 
健和会 

２３‐３１１５ 
おおぎ 

２２-１７３０ 
羽 場 

２８‐５１５１ 
飯田橋クリニック 
２４‐１５１１ 

産婦人科 
平 岩 

２７‐２０６７ 
椎 名 

２２-０３０４ 
市 立 

２１‐１２５５ 
市 立 

２１‐１２５５ 
羽 場 

２８‐５１５１ 
市 立 

２１‐１２５５ 

薬 局 
はらまち薬局 

３４-３２６１ 
イサワ薬局 
３６‐２００９ 

松崎薬局 
３５-６６６３ 

アップル薬局 
３４-１３７２ 

あおぞら薬局 
３４-２１５７ 

岩口薬局 
３５-２８１７ 

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

●休日 午前９時００分～午後 ５時００分 （受付は午後 ４時３０分まで） 
●夜間 午後７時００分～午後１０時３０分 （受付は午後１０時００分まで） 
※上記時間以外は、電話の自動音声で診察可能な病院をご案内します。 

１０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 

１ 木 ２歳児健診 平成２５年 ９月 １０月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１ 木 １歳半児健診 平成２６年 ４月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１４ 水 ２歳半児健診 平成２５年 ４月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１４ 水 ３歳児健診 平成２４年 ９月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

２３ 金 ７か月児健診 平成２７年 ３月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

２３ 金 ４か月児健診 平成２７年 ６月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

３０ 金 １歳児健診 平成２６年１０月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

３０ 金 １０か月児健診 平成２６年１２月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

※平成２４年１０月生まれの３歳児健診は１１月５日に行います。１０月のお知らせ版をご覧ください。 

▼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。 ９月の休日当番医・薬局 

今年もアルプスサーモン丼が出場！～全国ご当地どんぶり選手権予選～ 
 全国ご当地どんぶり選手権予選に高森アルプスサーモン丼が今年も出場することになりました。東京ド

ームで１月に開催される全国ご当地どんぶり選手権本選出場を懸けた闘いに挑みます。ぜひ、会場へお越

しいただき応援をお願いします。 

▼開催期間 ９月２６日(土)～２７日(日) 

▼開催時間 ２６日(土)午前１０時～午後６時 

      ２７日(日)午前１０時～午後５時 

▼会場 東京ビックサイト 東展示棟３ホール  

    「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」会場内 

▼問い合わせ先 

ツーリズムＥＸＰＯジャパン推進室 電話０３-５５１０-２００４ 

アルプスサーモン丼はこちらの

お店で食べることができます。 

○美好 ○おさかな亭 庵 

○葵 ○米っ子寿司・龍巳  

○湯ヶ洞・御大の館 

◎健康センターあさぎり休館日（施設・設備保守点検のため全館休館します） 

▼休館日 ９月２２日(火)～２４日(木) ▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 電話３４-２２２０ 

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、使用停止になります。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ん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 


