
 

 

 

 

 

 

 

 固定資産税は、毎年１月１日現在で土地・家屋等

をお持ちの方に課税されます。課税の対象になる土

地や家屋が正しく評価、登録されているかご確認い

ただくために、平成２８年度固定資産「縦覧帳簿の

縦覧」と「課税台帳（名寄帳）の閲覧」を行います。 

▼期間 ４月１日（金）～５月３１日（火） 

（土・日・祝日は除く） 

▼時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

▼場所 高森町役場 １階 町民税務課窓口 

▼縦覧・閲覧できる方  固定資産税の納税義務者、

同居の親族、納税管理人、相続人および代理人など 

※縦覧については、納税者（土地のみの納税者は土地

のみ、家屋のみの納税者は家屋のみ）が縦覧できます。 

▼必要なもの 印鑑（スタンプ式不可）、本人確認が

できるもの（運転免許証など） 

※代理人の場合は委任状と来庁する方の印鑑 

▼縦覧・閲覧手数料 無料 （名寄帳のコピーを希

望される場合は、１枚１０円必要です。６月１日以

降は閲覧手数料１件３００円がかかります。） 

▼問い合わせ先 町民税務課 税務係 

電話３５-９４１３ 

 

 

 

 軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税されま

す。オートバイや軽自動車などを廃車・譲渡した場合、

関係機関への届け出が必要です。３月３１日までに手

続きされていない場合、平成２８年度分の軽自動車

税が課税されます。届け出を他人に委任した場合は、

確実に届け出が終わっているかお確かめください。 

▼廃車・名義変更の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 町民税務課 税務係 

電話３５-９４１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６回長野県市町村対抗駅伝競走大会が開催さ

れます。高森町の代表選手として参加を希望される

方を募集します。 

▼大会日 ４月２９日（金・祝日）午前９時スタート 

▼コース 松本平広域公園陸上競技場発着の９区間 

約４２．１９５ｋｍ 

▼参加資格 

①町内に在住する人 

※日本陸上競技連盟（長野陸協）登録の有無は問

いません。 

②中学生ならびに、高校生の参加については、学

校へ届け出た上で保護者の承諾書を添付してく

ださい。 

▼チーム編成 

団長１人（町長）、監督１人、男子選手７人、女子

選手２人と男女中学生を含む補欠４人の１５人で編

成します。 

※選手選考会および練習等については申込者にご連

絡させていただきます。 

▼申込期限 ３月２２日（火） 午後５時まで 

▼申込・問い合わせ先 教育委員会 社会教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

▼日時 ３月１５日（火）午前１０時～午後１時頃 

〈料理試食後解散〉 

▼場所 福祉センター ２階調理室 

▼講師 北沢 貞子 さん 

▼今月のメニュー 

  ＊揚げ大豆とジャコの混ぜご飯 

  ＊ほうれん草ひじき、桜エビの和えもの 

  ＊簡単 炒り豆腐  ＊うぐいすきな粉団子 

  ＊豆腐カステラ 

▼募集人員 ２０人程度 

▼持ち物 食材費１人６００円（おつりのいらない

ようご協力ください）、エプロン、三角巾 

▼申込方法 ３月１１日（金）までに営農支援セン

ターゆうきへお申し込みください。 

≪参加キャンセルの受け付けは開催日前日の午前 

９時までです。それ以後のキャンセルは材料費をい

ただきます。≫ 

▼申込・問い合わせ先 

  営農支援センターゆうき 電話３５-３０４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村対抗駅伝の参加者募集 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 28年 3月 8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 

地元農畜産物を使った料理教室 

オートバイと軽自動車の 

廃車・譲渡の手続きはお早めに 

固定資産税の縦覧と名寄帳の閲覧 

①原付・小型特殊（１２５ｃｃまで） 

届け出先 ・役場 町民税務課 税務係 

手続きに 

必要なもの 

・標識（ナンバープレート） 

・印鑑 

②小型二輪（２５１ｃｃ以上） 

届け出先 ・最寄の自動車販売店 

手続きに 

必要なもの 

・標識（ナンバープレート） 

・印鑑 ・車検証 ・住民票 

③軽四輪・軽三輪・軽二輪（１２６～２５０ｃｃ） 

届け出先 ・最寄の自動車販売店 

手続きに 

必要なもの 

・標識（ナンバープレート） 

・印鑑 ・住民票 

・車検証（軽二輪は届け出済証） 

・自賠責保険証 

 

３月の夜間役場は３月２５日（金）です。 

役場窓口を午後７時まで開設します。 

納税・各種証明発行にご利用ください。 

４月から毎月８日発行お知らせ版は広報高森に統合します。 
→広報高森に今までお知らせ版に載せていた情報を掲載します。（18日発行は今まで通りです。） 



 

 

 福祉センター２階「大ホール」「休憩室」「調理室」

は、土足での利用となりました。 
○履物が泥、雨水などで汚れている場合は、福祉セ

ンター入り口や２階に敷いてあるマットでよく汚

れを落としてからご利用ください。 

○調理室をご利用の際、履物の汚れが落ち切らない

場合はスリッパに履き替えてご利用ください。 

※来年度には、中央公民館・町立図書館も土足化を

実施する予定です。 

ご意見等ございましたら、教育委員会事務局まで

ご連絡ください。 

▼問い合わせ先   

教育委員会 社会教育係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

営農支援センターゆうきでは、農業体験事業とし

て、「じゃがいも」の植え付けから収穫までの栽培体

験参加者を募集します。 

▼農園の場所 中央道上り線 高森バス停駐車場南隣 

▼申込期限 ３月３１日（木）まで 

▼募集区画 ６０区画 

・申し込みは１人２区画までとし、６０区画になり

次第、募集を締め切らせていただきます。 

・１区画はうねの長さ約８ｍです。種芋を１区画に

つき２０個用意します。 

▼料金  １区画につき１,２００円 

▼栽培品種 キタアカリ、男爵、メークイン 

 申し込みの時に品種を指定してください。 

※植え付けは４月中旬、収穫は７月下旬～８月上旬

です。植え付け・土寄せ・収穫等の栽培作業は参

加者が自分で行う「栽培体験」です。詳しい作業

日程は、後日参加者に直接連絡します。 

▼申込・問い合わせ先 営農支援センターゆうき 

電話３５-３０４４ 

 

 

町では不妊治療への助成を行っています。 

 申請は年度内(平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月末)

に１回です。 

 申請の対象は、申請年度内の検査・治療に対して

支払いの済んだ医療費分で、治療に関わった金額の

半額です。(ただし、１０万円が上限です) 

 既に治療が終了している方、治療費が２０万円(補

助申請額が１０万円)を超えた方は早めに申請をお

願いします。 

▼申請・問い合わせ先 

 健康福祉課 健康支援係（保健師）  

電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町では、昨年５月に年度末年齢(平成２８年３月末

時点)が 65、70、75、80、85、90、95、100歳となる

方に「高齢者肺炎球菌ワクチン予診票」をお送りし

ました。（既に一度高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接

種を受けている方には郵送していません。） 

 まだ予防接種を受けていない方は３月３１日が期

限ですので、接種を希望される方は期限までに接種

をお願いします。４月以降に予防接種する場合は補

助の対象から外れるため、自己負担での接種となり

ます。 

 予防接種を希望する方で、やむを得ず期限までに

接種ができない方は健康福祉課 健康支援係（保健師）

までご連絡ください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係   

電話３５-９４１２ 

 

 

 

町では、昨年６月に日本脳炎Ⅱ期予防接種が未完

了の高校１年生・２年生に日本脳炎Ⅱ期の予診票を

お送りしました。 

 まだ予防接種を受けられていない方は、なるべく

早く予防接種を受けてください。 

 また、予診票を紛失してしまった方は、健康福祉

課 健康支援係（保健師）までご連絡をお願いします。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係    

電話３５-９４１２ 

 

 

 

 平成２９年度に医師や看護職等医療関係職の就職 

を希望する方へ、飯伊地区の医療機関の人事担当者

が一堂に会した合同ガイダンスを開催します。また、

研修医や現職看護師から就職するまでの体験を聞く

こともできます。 

 事前予約不要、参加費無料です。 

▼期 日 ４月３０日（土）午後２時～４時 

▼場 所 飯田女子短期大学 看護棟 

▼対象者  

 飯伊地域の医療機関への就職に関心のある方 

・医師や看護職等医療関係職を希望する学生および

その保護者等 

・医療機関への就職に関心のある中高生およびその

保護者等 

・医療機関への復職希望者  等 

▼問い合わせ先 飯伊地区包括医療協議会 

電話２３-３６３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

不妊治療助成の申請期限は３月３１日です 

「じゃがいも」栽培体験 

参加者を募集します 

保険料の納付は便利でお得な「口座振替」や「前納」をおすすめします。また、納付が困難な場合は

「保険料の免除制度」もあります。ご相談ください。 

▼問い合わせ先  飯田年金事務所  電話２２-３６４１ 

町民税務課 戸籍住民係  電話３５-９４１７ 

平成２８年度 国民年金保険料は「月額１６,２６０円」です 

５月に高齢者肺炎球菌ワクチン 

予防接種の予診票が届いた方へ 

高校１年生・２年生の 

日本脳炎Ⅱ期予防接種について 

 

福祉センター土足化のお知らせ 

 

医療機関への就職を考えている方へ 

飯伊地区医療職合同就職ガイダンス 



 

 

長野県社会福祉事業団では、介護福祉士および社

会福祉士の養成学校に入学される学生の皆さんを対

象に、修学資金の貸付事業を行っています。 

該当の方で貸付を希望される方は、高森町または

長野県社会福祉事業団のホームページをご覧いただ

くか、直接事業団までお問い合わせください。 

▼貸付額 

・学費相当：５０,０００円以内（月額） 

・入学準備金：２００,０００円以内（初回） 

・就職準備金：２００,０００円以内（最終回） 

▼対象者 

・平成２８年４月に養成学校へ入学される方 

・卒業後県内の社会福祉施設等で介護または相談援

助の業務に従事する意思が強い方 

▼申請期間 

４月１日（金）～４月２０日（水） 

▼申請方法 

養成学校を経由して申請し、選考によって貸付が

決定されます。 

▼問い合わせ先 

社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 本部事務局 

電話０２６-２２８-０３３７ 

 

 

 町では、平和推進事業の一環として、被爆イチョ

ウの木２世の植樹を行います。この木は、恒久平和を

願い天竜川ロータリークラブより贈られたものです。 

なお、この平和推進事業には、平成２７年度「地

域発 元気づくり支援金」が活用されています。 

▼植樹日 ３月２６日（土）午前１０時 

▼場所  山吹 丸山公園 

▼植樹木 イチョウの木 １本 

▼問い合わせ先  教育委員会 社会教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の境界をめぐる紛争の解決手段についての相

談会を開設します。 

▼場所・日程 

(1) 長野地方法務局 

（長野市大字長野旭町１１０８番地） 

毎月第３木曜日（祝日の場合、翌日金曜日） 

(2) 長野地方法務局松本支局 

（松本市沢村二丁目１２番４６号） 

偶数月第４木曜日（祝日の場合、翌日金曜日） 

▼時間 午後２時～３時、午後３～４時、 

午後４時～５時の各１時間単位（予約制） 

▼相談費用 無料 

▼相談員 法務局職員、土地家屋調査士 

▼申込・問い合わせ先 

長野地方法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 

 電話０２６-２３５-６６４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎平成２９年歌会始について 
平成２９年歌会始のお題は「野」と定められました。 

（注）お題は「野」ですが、歌に詠む場合は「野」の文字が詠み込まれていればよく、「野火」、「視野」の

ような熟語にしても差し支えありません。 

詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人一首とし、未発表のものに限ります。 

※その他詠進要領等の詳細は、宮内庁のホームページをご参照ください。http://www.kunaicho.go.jp/ 

▼詠進の期間 ９月３０日（金）まで（郵送の場合は消印が９月３０日までのものを有効とします。） 

▼問い合わせ先 

宮内庁式部職（〒１００-８１１１ 東京都千代田区千代田１－１）あてに郵便番号、住所、氏名を書き、

返信用切手を貼った封筒を添えて、９月２０日（火）までに問い合わせてください。 

  

介護福祉士等修学資金貸付制度のお知らせ 「筆界特定・境界ＡＤＲ合同相談会」 

の開設について 

◎国勢調査へのご協力ありがとうございました！ 
平成２７年国勢調査の結果速報をお知らせします。 

（平成２７年１０月１日現在） 

▼長野県 

人 口  ２,０９９,７５９人（全国で１６番目） 

世帯数     ８０６,４４７世帯 

▼高森町 

 人 口 １３,０８４人 

（県内の町村で１０番目） 

 世帯数   ４,２４４世帯 

 人口増減率 △１.０％（平成２２年～２７年） 

※高森町は飯田下伊那地域で人口減少率が１番少な

かったです。なお、県内で人口が増加しているのは３

市町村（南箕輪村、御代田町、松本市）のみでした。 

▼問い合わせ先 

 経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 
「南信交通災害共済」加入申込関係書類をお送りしました。「南信交通災害共済」加入手続きは下記申

込先へ個人個人での申し込み となっています。パンフレットの補償内容等をご確認いただき、万が一の

交通事故に備え、ご加入手続きをお願いします。 

○掛金は３月３１日（木）までに納入してください。 

（※４月以降も納入できますが、納入月の翌月からの加入扱いとなりますので、ご注意ください。） 

○申込先（納入取扱機関） 

・高森町役場会計局  ・みなみ信州農協高森支所または山吹事業所 

※ご不明な点はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先  総務課 防災安全係 電話３５-９４０２ 

  

 南信交通災害共済加入申込について 

 

被爆イチョウの木２世の植樹をします 



 

 

 １３日（日） ２０日（日） ２１日（月） ２７日（日） 

内 科 
加 藤 

２２-１９６４ 
すきがら 
５３-１０００ 

源 田 
２４-１５５０ 

のむら 
２３-７０００ 

小児科 
久 田 

２２-０３７９ 

矢 野 

５２-０４５２ 

健和会 

２３‐３１１５ 

のむら 

２３-７０００ 

外 科 
市 瀬 

２７-３３１１ 
慶 友 

５２-１１５２ 
飯田橋クリニック 
２４-１５１１ 

羽 場 
２８-５１５１ 

産婦人科 
平 岩 

２７-２０６７ 
椎 名 

２２-０３０４ 
市 立 

２１-１２５５ 
羽 場 

２８‐５１５１ 

薬 局 
アップル薬局 
３４-１３７２ 

つばさ薬局 
３５-９０４０ 

キクリン堂ピカイチ薬局 
３３-４５４５ 

筒井薬局 
３５-６９９１ 

 
◆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。 

４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 

１２ 火 ２歳半児健診 平成２５年 ９，１０月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１２ 火 ３歳児健診 平成２５年 ３月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

２１ 木 １歳児健診 平成２７年 ４月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

２１ 木 １０か月児健診 平成２７年 ６月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

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

２２ 金 ４か月児健診 平成２７年 １２月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

２６ 火 ２歳児健診 平成２６年 ４月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

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

※平成２５年４月生の３歳児健診は平成２８年５月１９日（木）に行います。４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。 ３月の休日当番医・薬局 

 

 

人事院では、平成２８年度中に次の採用試験を行います。受験案内等は、人事院ホームページ内で確認

できます。詳しくは、人事院関東事務局までお問い合わせください。 

◆総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験） 
 ○受付期間 ４月１日（金）～４月１１日（月） ○第１次試験日 ５月２２日（日） 

◆一般職試験（大卒程度試験） 

 ○受付期間 ４月８日（金）～４月２０日（水） ○第１次試験日 ６月１２日（日） 

※各試験の申し込みは、インターネットにより行ってください。 

◆一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級）） 
 ○受験案内等の配布開始日 ５月９日（月） 

 ○受付期間 インターネットによる申し込み  ６月２０日（月）～６月２９日（水） 

郵送または、持参による申し込み ６月２０日（月）～６月２２日（水） 

▼問い合わせ先  人事院関東事務局 

 電話０４８-７４０-２００６ ホームページ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm 

 

 

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！ 
◎実施期間３月１日（火）～５月３１日（火） ◎統一標語「誓います 森の安全 火の始末」 


