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環境水道課水道係・下水道係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1600

○上下水道の使用に関する届出
　上下水道の使用に関する届出について説明します。なお、以下の届出に必要となる書類は、環境水道
課窓口に置いてあるほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。
　転入や転出・転居により上下水道の使用を○○したい場合は、お問い合わせください。

　料金のお支払いは、納付書、または口座振替のどちらかをお選びいただけます。詳しくは14ページを
ご覧ください。

※なお、水道を開栓する（開始する）場合は1,500円の手数料が必要です。
※休日等の役場閉庁時間には届出書はお受けできませんので事前のお届けをお願いします。

開栓（開始）

閉栓（休止）

使用者変更

権利者変更（上水道）

権利廃止（上水道）

希望日の
２営業日前
（役場業務時間内）

届出書を提出又は
電話連絡

届出書を提出（新旧権
利者の署名・押印が必
要です）

届出書を提出（現権利
者の署名・押印が必要
です）

本人、世帯員、代
理人、家主、不動
産会社

役場
環境水道課

○上下水道料金のお支払方法

いつまでに（期限） だれが（届出人） どこへ（届出先） どのように（方法）内容（○○）

住まい・暮らし
1 上下水道

環境水道課下水道係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

　下水道の建設には多額の費用がかかるうえ、その利益を受ける人が下水道の使用できる地域の人に限られ
ます。下水道の利益を受ける方々に建設費用の一部を負担していただく制度が受益者負担金制度です。
　高森町には公共下水道区域と農業集落排水区域があり、受益者負担金の算出方法が違います。

○受益者負担金について

高森町公共下水道下水道受益者負担金 高森町農業集落排水受益者負担金

地区名

面積割

120円／㎡1,000㎡まで

500円／㎡1,001㎡から

地区名 負担金

新田 501,000円

牛牧 451,000円

上平 456,000円

吉田 471,000円

上市田 426,000円

出原 485,000円

公共下水道

均等割 400,000円

負担金
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環境水道課下水道係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

　「我が家も下水道を使用しよう！！」と決めたら、高森町下水道排水設備指定工事店の中から依頼す
る工事店を決めます。下水道への接続工事は指定工事店以外で行うことはできません。下水道排水設備
指定工事店は町のホームページで確認できます。

○宅内排水設備工事を行うとき

環境水道課下水道係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

○浄化槽関係の補助

設置補助

修繕費補助

清掃費
（くみ取り）補助

浄化槽整備区域に浄化槽を設置する経費を補助します。

浄化槽設置補助の対象となった浄化槽の修繕費を補助します。

浄化槽区域内にある浄化槽の清掃（汚泥のくみ取り）料金を補助します。
（年１回）

建設課管理係　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

所在地名　称 施　設

やまぶき公園

丸 山 公 園

吉 田 東 公 園

城 山 公 園

高森町山吹３６２４番地 遊具（コンビネーション、中型滑り台、クライムス
テーションなど）トイレ（水洗）、展望台  等
遊具（スカイロード、ちびっこコンビネーション、
ターザンロープなど）トイレ（水洗） 等
遊具（コンビネーション遊具、ブランコ、など）
トイレ（水洗）、四阿  等

高森町山吹４３１番地３

高森町吉田２３１６番地１３

高森町吉田７００番地４

大 丸 山 公 園

遊具（コンビネーション遊具、スーパーグロ̶ブ、
ブランコなど）、トイレ（水洗）、四阿  等
遊具（コンビネーション遊具、ブランコ）、
トイレ（汲取り）、遊歩道  等高森町下市田２４０７番地１

中 央 公 園 遊具（コンビネーション遊具、築山など）、トイ
レ（水洗）、パーゴラ  等高森町下市田２１５１番地６

天 白 公 園
（幼児公園含む）

遊具（コンビネーション遊具、クライムネット、
ブランコなど）、トイレ（水洗）  等高森町牛牧７８５番地３

出砂原中公園 遊具（滑り台、ジャングルハングリング、鉄棒な
ど） 、休憩所高森町下市田２９５０番地３

吉田ちびっこ広場 ベンチ２基、築山、砂場高森町吉田２１９８番地１

柿とカヌーと
祭りの広場 トイレ（水洗）、水飲み場、パーゴラ 等高森町吉田４７５番地４１

　町には、７都市公園と３公園・広場が設置されており、子どもの遊びや運動の場として、また、町民の憩い・
レクレーションの場として親しまれています。

○高森町の公園等案内

2 住宅・公園
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　町では、町営住宅として、山吹団地３０戸と駒場団地８戸の運営・維持管理を行っています。
　募集についてはお知らせ版、町ホームページ、ＣＡＴＶ、音声放送にてお知らせします。入居を希望
される方は、指定した期日までに必要な申込書類を提出していただきます。応募多数の場合は、後日抽
選にて入居者を決定します。

○町営住宅

建設課管理係　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

城山公園 吉田東公園

やまぶき公園丸山公園

大丸山公園
天白公園
（幼児公園）
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　高森町は東海地震に対する『地震防災対策強化地域』に指定されています。
　町では長野県と協力し、昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震診断を推進しています。

建設課庶務係　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

建設課庶務係　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

建設課庶務係　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

○耐震診断

　高森町内において「建築物の建築、開発行為、木竹の伐採、土石の堆積、埋立などの行為」のうち一定規模
を超える行為を行う場合は、届出が必要です。

　町道のうち主要道路（上段道路・広域農道・中央線・湯ヶ洞線・旧農業試験場から下市田保育園・別曽線・
八日市場線）の除草、支障木の処理等の維持管理は町が行います。それ以外の町道や赤線の除草等は、地域の
里道づくりをはじめ、地先の皆様のご協力をいただき行っています。今後も協働による維持管理へのご理解ご
協力をお願いします。
　なお、国道１５３号と県道（飯島飯田線・市田停上市田線・市田停線・市ノ沢山吹停線・山吹停線）は飯田
建設事務所が行います。

○土地利用の届出について

　景観形成住民協定とは、地区の住民の皆さんが建物の色彩・形態などの外観や敷地の緑化などについて、景
観づくりのルールを決めて、地区の皆さんでそれを守っていくという協定です。
　高森町内では、「上市田区」、「牛牧区」で長野県景観条例の規定による景観形成住民協定が県知事より認
定されています。
　各地区に、建築物の形態等の基準、自動販売機の規制、屋外広告物の設置基準などが定められていますの
で、その地区内で建築物、広告物等の計画をされる場合は、事前に各地区の委員会と協議してください。

○景観形成住民協定

○道路等の除草（維持管理）

建設課管理係　　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

飯田建設事務所　　☎ 23-1111　　長野県飯田市追手町2-678

3 道路・河川
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建設課庶務係　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

　官地（道路・水路）と民地（私有地）の境界を確定したい場合には、「境界確認申請書」を提出してください。
　なお、民地と民地の境界確定はできません。また、費用は申請者負担となります。

●申込方法
　建設課にある所定の用紙に必要事項を記入し、関係書類を添付して申し込んでください。

○土地境界立会の申請

道路使用許可

道路占用許可申請

道路自営工事承認申請

水路占用許可

道路・水路占用廃止
（中止）等届出

工事及び作業、催し物などの際に町道を通行止めにする場合に申
請が必要です。

宅地の雨水排水管や浄化槽排水管を道路に埋設したり、道路敷に
電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路
を占用する場合に申請が必要です。

水路敷に宅地進入路として橋（蓋掛け含む）をかけるなど、水路
に一定の施設を設置して継続して水路を占用する場合に申請が必
要です。

宅地の出入口のために歩道を切り下げたり、道路側溝を横断する
ために蓋を掛けるなど、道路管理者以外が道路の工事を行う場合
に申請が必要です。

道路・水路占用をしていたが不要になったため廃止（中止）した
い場合や使用者が変更になるため権利を承継したい場合、地位を
承継したい場合は、それぞれの届出書を提出してください。

・転入・転居・転出の際は、町への届出が必要です。

・家庭ごみの出し方

○ごみについて

転　　入

転　　居

転　　出

環境水道課窓口で必要なものをお渡しし、ごみの出し方を説明します。
届出用紙は環境水道課窓口にあります。

環境水道課窓口で必要なものをお渡しします。

電話連絡でも結構です。転出される日を環境水道課へお申し出ください。

　ごみの出し方は、「環境カレンダー」や「家庭ごみ分別の手引き（保存版）」のとおりに分別してくださ
い。地区ごと決められた収集日と収集時間を守って出してください。転入・転居された方、カレンダーがお
手元にない方には、環境水道課窓口でお配りしています。また、町のホームページからも確認できます。
　※地区によってはカレンダーにかかれている収集時間と異なりますので、ご注意ください。
　※町の指定袋が使われていない、きちんと分別されていないごみは、収集できません。

4 環境・ごみ
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環境水道課環境係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

環境水道課環境係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

場　　所

受け入れ時間

出せるごみ ・資源ごみ（缶類、金物類、古紙類、ペットボトル、ビン類、紙製容器包装）
※古紙類の＜新聞・チラシ＞、＜本・紙・封筒＞は、ヒモで縛って出してください。
・埋立ごみ
・プラスチックごみ（容器包装、その他）

町民体育館下駐車場奥

毎週火曜日・金曜日　午前９時～１２時まで（平日のみ）

・環境ステーション
　町では、『環境ステーション』を設け、ごみの受け入れをしています。
　地区の収集日に予定があり出せない、出せなかったという方は、『環境ステーション』をご利用ください。

※指定袋があるものは、
普段と同じように分別
してください。

　町内にお住いの方で、生ごみ処理機器を購入された方に、購入費用の一部を補助します。

・し尿のくみ取り
　し尿のくみ取りは下記業者にお問い合わせください。

・事業所のごみ
　事業所から出たごみは、家庭のごみと一緒に出すこと、家庭ごみのステーションに出すことができません。
高森町の一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
　※許可業者については、環境水道課環境係にお問い合わせください。

対象機器

補助金額

必要なもの

注意事項

生ごみ処理機（１台まで）
コンポスター（２台まで）
ボカシ容器（２台まで）

購入金額の３０％（上限３万円）

領収書（コピー・レシート不可）

補助を受けられてから、５年間はこの補助を再度受けられません。

○株式会社 南信サービス豊丘支店　　☎：0265-35-2412
○北部衛生 有限会社　　　　　　　　☎：0265-35-2706

《くみ取り業者》

○生ごみ処理容器購入補助
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環境水道課環境係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

環境水道課環境係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

環境水道課環境係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

　申請方法・必要書類・詳細は、環境水道課環境係までお問い合わせください。

○自然エネルギー各種補助金

対　　　象

太陽光発電システム設置補助金

太陽熱温水器設置補助金
※平成27年3月31日まで

バイオマスエネルギー利用推進
事業補助金

（薪ストーブ・ボイラー
　ペレットストーブ・ボイラー）

（１） 自ら居住する、または居住する予定の町内の住宅に対象　
　　システムを設置する者
（２） 自ら所有し、事業用に供する建築物で対象システムを設置
　　しようとする者

（１）自ら居住する、または居住する予定の町内の住宅
　　もしくは敷地内に対象システムを設置する者
（２） 自ら所有し、事業用に供する建築物で
　　対象システムを設置しようとする者

自ら居住する、または居住する予定の町内の住宅
もしくは敷地内に対象システムを設置する者

○吉田霊園墓地

　町営墓地を使用されたい方は、町への申込と『吉田霊園墓地組合』への加入が必要です。区画の所有
は１世帯１区画が原則です。（１区画６.６㎡）
　墓地使用料、維持管理費、区画空き状況など詳しいことは、環境水道課環境係までお問い合わせくだ
さい。

　生まれてから９１日以上経過した犬を飼うときは、登録と年１回の狂犬病予防注射を受けることが義
務となります。
【新規登録】　　　　新規登録料　３,０００円
　登録は、環境水道課環境係窓口・動物病院で行うことができます。
　※生涯一度の登録です。
【狂犬病予防注射】　　　注射料　２,７６０円　＋　手数料　５５０円　（平成２６年４月より）
　集合注射は、毎年４月・５月に行っています。
　獣医師会より事前に届く『予防注射ハガキ』を忘れずお持ちください。
　この時期に受けられなかった方は、ハガキ持参のうえ、動物病院での注射をお願いします。また、狂
犬病予防注射と併せて新規登録もできます。

6 犬の登録

5 墓地
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焚火・煙火等の届出はこちらへお問い合わせください。

火事・救急

事件・事故

安否の確認

気象情報の確認

雨量、水位、
土砂災害情報

災害に関する異常現象

ＮＴＴ「災害用伝言ダイヤル」

携帯電話「災害用伝言板」

気象庁

気象庁長野地方気象台

(財) 日本気象協会

長野県河川砂防情報ステーション

天竜川上流河川事務所

飯田警察署

高森消防署

飯田広域消防本部

高森駐在所

消防 ☎　１１９

☎　１１０

☎　２２ー０１１０

☎　３５ー２２２５

☎　３５ー０１１９

☎　２３ー０１１９

☎　１７１

携帯各社の案内

http://www.jma.go.jp/jma/index.html

http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/index.htm

http://www.jwa.or.jp/

http://www.sabo-nagano.jp/

☎　177
自動応答電話026-232-2037
http://www.jma-net.go.jp/nagano/

警察

緊急時の連絡・確認

　町では洪水・土砂災害ハザードマップを作成し
ています。このハザードマップは、天竜川・田沢
川・大島川の洪水浸水想定区域と町内の土砂災害
警戒区域や指定避難所を表示してあります。ハ
ザードマップは総務課防災安全係でお渡ししてい
ます。また、町のホームページからもダウンロー
ドできます。
　避難場所については50ページをご覧ください。

○洪水・土砂災害ハザードマップ、指定避難所

総務課防災安全係　　☎ 35-9402　　FAX 35-8294　　有線 89-2100

○高森消防署

高森町山吹5920-1　　☎・FAX 35-0119

7 消防・防災
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総務課防災安全係　　☎ 35-9402　　FAX 35-8294　　有線 89-2100

総務課防災安全係　　☎ 35-9402　　FAX 35-8294　　有線 89-2100

総務課防災安全係　　☎ 35-9402　　FAX 35-8294　　有線 89-2100

高森町上市田535-2　　☎・有線 35-2225

入団資格
　高森町内に在住する、年令１８歳以上３３歳未満の健康な男女
入団希望の方は、お近くの消防団員または総務課防災安全係までお問い合わせください。

●高森町駐在所

●高森町消防団

　消防団員は地域防災で重要な役割を担っています。消火活動だけでなく、水害や震災などから地域を
守る活動をしていますが、消防団員の多くがサラリーマンであることから、事業所等の協力を得ながら
消防団活動をしやすい環境をつくることが重要となっています。
　消防団活動に積極的に協力する事業所を町が「消防団協力事業所」として認定することにより、事業
所と消防団の連携強化体制を一層強化するとともに、事業所の地域防災への社会的貢献を公表するもの
です。

○消防団協力事業所制度

8 防犯・交通安全

・南信交通災害共済
　南信地域の町村で運営する人身事故に対する見舞金制度です。年間３５０円の掛け金で、万が
一交通事故にあわれた場合には、最高１２０万円の見舞金が支払われます。詳しくはお問い合わ
せください。

・防犯ボランティア
　町では地域の安全を守り、町民が安心して生活できる環境をつくるため、地域パトロールや小
中学生の登下校時の見守り等の活動を自主的に行っていただく防犯ボランティアがあります。

・高森町交通防犯指導員会
　町の防犯・交通安全の推進のため組織されています。町長から委嘱を受け、任期は2年です。

・高森町交通安全協会
　町の交通安全推進のための組織で、各常会から代議員が選出されます。任期は2年です。
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町内の交通安全施設や防犯灯について修理・要望は次のところへお問い合わせください。

※管理者が不明の場合は総務課防災安全係または建設課管理係へお問い合わせください。

○交通安全施設（カーブミラー、標識等）・防犯灯について

交通規制関係（信号機・横断歩道・一時停止・速度規制・追い越
し禁止など）

飯田警察署交通課
☎ 22-0110

飯田建設事務所
☎ 23-1111（国道・県道の場合）

（町道の場合） 総務課防災安全係
建設課管理係

各　区

各　区

総務課防災安全係

商店の設置者や個人

カーブミラー（個人所有除く）

防犯灯（各区管理のもの）

防犯灯（町の管理のもの）

道路照明・防犯灯以外の街灯（商店灯・個人設置など）

道路標識（交差点・案内標識など）
防護柵（ガードレールなど）
道路照明（防犯灯・商店灯除く）
区画線（センターライン・外側線）

総務課防災安全係　　☎ 35-9402　　FAX 35-8294　　有線 89-2100

建設課管理係　　　　☎ 35-9407　　FAX 35-8294　　有線 89-2500

　農業を始める際の就農相談は、産業課農政係及び
営農支援センターゆうきが窓口になります。

○農業を始めたい

営農支援センターゆうき　　☎ 35-3044　　FAX 35-5784　　有線 45-3011

　耕作するために農地を売り買い、貸し借りをするときには、事前に申請が必要となります。
・農地の売り買い、貸し借りには複数の条件があります。申請された内容について審査されます。
・所有権の取得には、下限面積（耕作する面積）が５０ａ以上あることが、基準となっています。
　詳細についてはお問い合わせください。

○耕作するために農地を売買・貸借する

産業課農政係　農業委員会　　☎ 35-9405　　FAX 35-8294　　有線 89-2300

産業課農政係　　　　　　　☎ 35-9405　　FAX 35-8294　　有線 89-2300

問い合わせ内容 問い合わせ先

農地の売り買い 高森町農業委員会(役場産業課内)

農地の貸し借り 高森町役場産業課農政係

9 農林業
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産業課農政係　農業委員会　　☎ 35-9405　　FAX 35-8294　　有線 89-2300

　農地を貸したい希望があるとき、農地を借りたいときには、営農支援センターゆうきか地区担当の農
業委員までご相談ください。貸したい農地の情報を登録しておき、農地を借りたい方に紹介します。

○農地を貸したい・借りたい

営農支援センターゆうき　　☎ 35-3044　　FAX 35-5784　　有線 45-3011

○農地を宅地等に利用するとき

○有害鳥獣対策

農地を農業以外のこと（住宅、駐車場等）に利用する場合には、事前に申請が必要です。
必要な申請は以下のとおりです。
（１）農業振興地域整備計画で指定された農振農用地からの除外（いわゆる「農振除外」）
　　　受付時期　毎年５月、１１月
※農振除外をするためには法律に基づく複数の条件があり、全てを満たした場合に限り除外が認
められます。
※手続きには半年程度の期間を要します。
（２）農地転用
　　　受付時期　毎月１５日締め（１５日が休日の場合はその前日）
※（１）の手続きが必要な農地については（１）の手続き終了後に農地転用申請が可能になりま
す。
※１０ha以上のまとまった農地や過去に構造改善事業が実施された農地（いわゆる「１種農
地」）は、原則農地転用出来ません。
※手続きには２カ月程度の期間を要します。

（１）の指定の有無、農地転用可能な農地か否か等、手続きの詳細についてはお問い合わせ下さい。

　サル・クマ・イノシシ・ハクビシン等の被害でお困りの方はお問い合わせください。

○蜂の巣・アメリカシロヒトリ等の害虫の駆除について
　蜂の巣・アメリカシロヒトリ等の害虫の駆除は、その土地(建物)の所有者・管理者で対応して
頂きますようお願いします。町では個人住宅の駆除は行っていません。

産業課商工林務係　　☎ 35-9405　　FAX 35-8294　　有線 89-2400

○松くい虫について
　松くい虫の被害・相談については産業課商工林務係までお問い合わせください。

産業課商工林務係　　☎ 35-9405　　FAX 35-8294　　有線 89-2400
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