
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８日（日） １５日（日） ２２日（日） ２３日（月） ２９日（日） 

内 科 
健和会 

２３-３１１５ 
波多野 

２２-０６６６ 
松 尾 

２２-３９２１ 
松 村 

２３-６８２２ 
羽 生 

２４-１２５０ 

小 児 科 
健和会 

２３-３１１５ 
久 田 

２２-０３７９ 
健和会 

２３‐３１１５ 
松 村 

２３-６８２２ 
矢 野 

５２-０４５２ 

外 科 
健和会 

２３-３１１５ 
上 松 

２２-０６６０ 
慶 友 

５２-１１５２ 
飯田橋クリニック 
２４-１５１１ 

羽 場 
２８-５１５１ 

産婦人科 
羽 場 

２８-５１５１ 
平 岩 

２７-２０６７ 
市 立 

２１-１２５５ 
市 立 

２１-１２５５ 
羽 場 

２８-５１５１ 

薬 局 
光仙閣薬局 

２２-１４３３ 
びぜんや薬局 
３５-２３１４ 

はらまち薬局 
３４-３２６１ 

イサワ薬局 
３６-２００９ 

松崎薬局 
３５-６６６３ 

 ◆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） 

１２月の乳幼児健診日程 ▼場所 福祉センター１階 健康相談室 
▼問い合わせ先 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  ６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 １１月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１０ 木 ２歳児健診 平成２５年 １２月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１０ 木 １歳半児健診 平成２６年５、６月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１７ 木 １歳児健診 平成２６年 １２月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１７ 木 １０ヶ月児健診 平成２７年  ２月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１８ 金 ７ヶ月児健診 平成２７年  ５月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１８ 金 ４ヶ月児健診 平成２７年７、８月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

※平成２４年１２月生まれの３歳児健診は１月２７日(水)に行います。 １２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。 １１月の休日当番医・薬局 

募集種目 資 格 受付期間 試験日 

陸上自衛隊 

高等工科学校

（男子） 

推薦 

中卒（見込み含む） 

１５歳以上１７歳未満 

１１月１日(日) 

～１２月４日(金) 

平成２８年１月９日(土)～11 日(月) 

のうち 1 日 

一般 
１１月１日(日) 

～平成２８年１月８日(金) 

１次試験 

平成２８年１月２３日(土) 

２次試験 

平成２８年２月４日(木)～７日(日) 

のうち１日 

防衛大学校 

学生(男女) 
一般 
（後期） 

高卒（見込み含む） 

２１歳未満 

平成２８年１月２０日(水)

～１月２９日(金) 

１次試験 平成２８年２月２０日(土) 

２次試験 平成２８年３月１１日(金) 

平成２７年度冬季 自衛官等募集案内 
■問い合わせ先 自衛隊長野地方協力本部 飯田出張所 電話２２‐２６１３  

１１月２６日は「いい風呂の日」です 

～御大の館・湯ヶ洞にお越しください～ 
▼期間 １１月２６日(木)～２９日(日) 

○露天りんご風呂‥ 高森産りんごを浮かべます 

○りんごプレゼント‥ 毎日先着１００人 

○入浴回数券特売‥ いつもよりお得な回数券です。ぜひご利用ください。 

▼問い合わせ先  御大の館 電話３５-８２７０   

         産業課 商工林務係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まるごと収穫祭に伴い、役場前駐車場でテントの

設営を行うため、１１月１３日（金）～１５日（日）

は役場前駐車場に駐車することができません。中学

校グランドの桜の木の下などへ駐車していただきま

すよう、ご理解とご協力をお願いします。 
▼問い合わせ先 

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

▼日時 １１月１４日（土）・１５日（日） 

まるごと収穫祭期間中 

▼場所 中学校グラウンド(農業委員会テント内) 

▼対象 米の食味測定を希望する方 

（自作、他作は問いません） 

▼内容  

皆さんが生産、消費されているお米の「食味」を測

定します。測定を希望する方は期間中に米２合をお持

ちください。結果はその場で印刷してお渡しします。 

▼問い合わせ先 

農業委員会事務局 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

柿の里ひろば第２講座は、約１０年間で６０００

人以上に運動指導をされている能勢博（のせひろし）

先生のご講演とインターバル速歩の講習を行います。 

「早歩き３分間→ゆっくり歩き３分間」×５回（計

３０分）を週４日以上行うトレーニング法で、筋力

とスタミナ（持久力）アップに効果があります。  

ご一緒にいかがですか。 

▼日時 １１月２８日（土）午後１時００分開場 

    午後１時３０分～３時４０分  

▼会場 福祉センター ２階 大ホール 

   ・実技講習は、町民体育館で行います。 

▼講師 

能勢 博さん（信州大学大学院医学系研究科教授） 

 ※実技講習は熟年体育大学スタッフが行います。 

▼聴講料 無料 ※町外の方は５００円 

▼持ち物 体育館シューズ 

▼問い合わせ先 高森町公民館 電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町内の公園で、手綱をつけないで犬の散歩をする

方が見受けられます。小さな子どもや散歩している

人を追いかけたりほえたりして、恐怖を感じる方も

います。 

公園は多くの方が利用する場であり、犬が苦手な

方もいますので、散歩の際は必ず手綱をつけるよう、

ご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

 建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 高森町では、平成２８年４月、大学・短期大学・

専修学校に入学を予定し、経済的に困難なご家庭に、

４０万円を上限に入学金の一部をお貸しします。 

▼募集期限  平成２８年３月３１日（木） 

▼応募資格 

①世帯の収入額が、町の定める基準以下であること 

②保護者が町に引き続き１年以上住所があること 

③翌年度に大学・短期大学・専修学校に入学を予定

している方がいること 

④保護者および同一世帯の方が、町税・町の料金等

を完納していること 

⑤連帯保証人が１人以上いること 
※詳細はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 

教育委員会 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

▼新しい電話番号 ３５－９４１７ 
戸籍住民係の業務は、住民票・戸籍の発行等です。 

高森町くらしのガイドブックに掲載されている、戸

籍住民係の電話番号の修正をお願いします。 

○５ページ １０行目 

○７ページ 一番下 

○８ページ １０行目 一番下 

○９ページ 一番下 

○１０ページ 一番下 

○１１ページ 一番下 

○１２ページ 一番下 

○１７ページ 下から３行目 

▼問い合わせ先 

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

 

 

 

 

 

 

 

高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 27 年 11 月 6 日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 

米の食味（おいしさ）測定について 

入学準備金貸付希望者を募集 

役場前駐車場の進入制限ついて 

役場町民税務課戸籍住民係の 
電話番号が変わりました。 

◎高森まるごと収穫祭２０１5 
～第 35 回ふるさと祭り～ 

11 月 14 日(土)・15 日(日) 開催 
場所 役場前駐車場・中学校グラウンド ほか 

 

町内の公園では、手綱をつけない犬の

散歩を禁止しています 

柿の里ひろば 第２講座 
 講演と講習 インターバル速歩のすすめ 

１１月の夜間役場は１１月２５日（水） 
納税、各種証明発行等にご利用ください 

１１月１４日・２１日土曜窓口休止 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いします。 

▼問い合わせ先 

町民税務課 戸籍住民係 電話３５-９４１７ 

「スポーツの秋」 

高森町キャラクター 
柿丸くん 



 

  

 

 戦後７０周年にあたり、戦没者のご遺族に特別弔

慰金（記名国債）が支給されます。 

 第十回の弔慰金については、ご遺族に一層の弔意

を表すため、償還金を年５万円に増額するとともに、

５年ごとに国債を交付することとしています。 

▼支給対象者 

 次の順番による先順位のご遺族１人に支給します。 

①平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等

援護法による弔慰金の受給権を取得した方。 

②戦没者等の子 

③戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること

等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入

れ替わります。 

④上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、

姪等） 

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関

係を有していた方に限ります。 

▼支給内容 額面２５万円 ５年償還の記名国債 

▼請求期限 平成３０年４月２日 

※請求期間をすぎると第十回特別弔慰金を受けるこ

とができなくなりますので、ご注意ください。 

※事前に予約をしてお出かけください。 

▼相談・請求窓口・問い合わせ先 

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申

請期限を、１１月３０日まで延長します。 

 各給付金の対象となると思われる方に申請用紙を

郵送しています。必要書類を添付して期限までに申

請してください。 

 対象とな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。 

※子育て世帯臨時給付金対象者のうち公務員の方は、

職場から申請書・受給情報証明書を受け取り、期

限までに役場へ申請してください。（郵送で提出し

ていただいても結構です。） 

▼臨時福祉給付金 

・給付対象者 平成２７年度分町民税（均等割）非

課税の方。ただし、ご自身を扶養している方が課税

されている場合、生活保護制度の受給者となってい

る場合などは対象外です。  

・給付額 支給対象者１人につき ６,０００円  

▼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 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  

▼申請・問い合わせ先  

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 幕末の世直しのあらしが吹き荒

れる中、山吹に本学神社が創建さ

れます。そこには世の中を変えて

いこうとする人々の力がありまし

た。この人々が明治の新しい世の

中になってどんな思いでどのよう

に生きたのでしょうか。 

 神社創建に関わった人々をとりあげ、その生き方を

探ってみようと思います。 

 年３回の講座で、 後の講座となります。多くの皆

さんのご来館をお待ちしております。（同じテーマで

の特別展も開催中です） 

▼日時 １１月２１日（土） 

午後１時３０分～３時００分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼講師 資料館長 松上 清志 

▼受講料 年間５００円  

※今回のみ受講の場合は ２００円 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５-７０８３ 

 

 

▼日時 １１月１７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 ＪＡみなみ信州 総務部 組織広報課長 

久保田 愛子さん 
▼今月のメニュー 
・大根のしょうゆカレー ・白菜ステーキ 
・えのき団子のスープ  ・きのこと卵のソテー 
・りんごと水菜の白和え ・りんごの蒸しカステラ 
▼定員 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 １１月１２日（木）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付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 

高森町営農支援センター「ゆうき」 

電話３５-３０４４・FAX３５-５７８４ 

 

 

 飯田人権擁護委員協議会では「女性のための悩み

ごと相談所」を開設します。 

 虐待、差別待遇、セクハラなど女性に関わる問題

でお困りの方はお気軽にご相談ください。 

▼日時 １１月１５日（日）午前１０時～午後３時 

▼場所 飯田市役所３階 

▼問い合わせ先 

法務局 飯田支局 電話２２-００１４ 

 

女性のための悩みごと相談所を開設 

戦没者等の遺族に対する 
特別弔慰金が支給されます 

手続きはお済みですか？ 
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時給付金 

地元農産物を使った料理教室 

第 3 回「時の駅」講座開催のお知らせ 

「本学神社をつくった人たちの明治 

～新しい世の中をどう生きたのか～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～日本年金機構からのお知らせ～ 

◎「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」をお送りします 
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告の際に控除の適用を受け

る場合、納付したことを証明する書類を申告書に添付する必要があります。そのため、１１月上旬に日

本年金機構から、その年に納めた保険料額が記された「控除証明書」が送付されます。 
大切に保管し、申告の際にご使用ください。 

１０月１日以降に今年初めて保険料を納付された方には、平成２８年２月に送付されます。 
【問い合わせ窓口】 

ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル 電話 ０５７０-０５８-５５５ 
・月～金曜日 午前９時～午後７時  ・第２土曜日 午前９時～午後５時 
※土日祝日(第２土曜日は除く)、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。 

◎年金受給者の皆さんへ 

「扶養親族等申告書」は期限までに提出しましょう！ 
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。（障がい年金・

遺族年金は課税されません。）課税対象となる受給者の方には、毎年１１月上旬に日本年金機構から扶養

親族等申告書が送付されますので、１２月１日(火)の提出期限までに必ず提出してください。 

 この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収額が決まります。もし提出を忘

れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。 

●平成２８年分「扶養親族等申告書」が送付される方 

・年齢６５歳未満 年金額が１０８万円以上  ・年齢６５歳以上 年金額が１５８万円以上 

▼問い合わせ先 飯田年金事務所  電話２２-３６４１ 
 

◎１１(いい)月３０（みらい）日は「年金の日」です！ ねんきんネットをご利用ください 
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。 

 「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受

給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。 

 「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、ねんきん定期便・

ねんきんネット等専用ダイヤルにお問い合わせください。 
▼問い合わせ先 電話０５７０-０５８-５５５（ナビダイヤル） 

※０５０から始まる電話でおかけになる場合は 電話０３-６７００-１１４４ へお願いします。 

◎町民運動会あり方アンケートのご協力をお願いします。 
町では２年に一度、町民運動会を開催しています。今後の開催に向けて、町民の皆さんよりご意見等を

お伺いしたいので、ご協力をお願いします。皆さんのご意見、今後の運動会や公民館事業に向けて検討し

た結果につきましては、ホームページ等を通じてお知らせします。 

■回答期限 １２月２５日（金） 

■回答用紙 役場ホームページ「注目情報」内の「町民運動会アンケート」より、アンケート用紙をダウ

ンロードしてください。※公民館にもアンケート用紙をご用意しております。 

■提出方法 公民館（教育委員会）へ直接提出、またはＦＡＸ（３５-２９７３）での提出 

※ご不明な点はお問い合わせください。     

▼問い合わせ先 高森町公民館 電話３５-９４１６ 

◎運転免許自主返納者支援制度をご存知ですか？ 
運転免許証を平成２６年２月３日以降に自主返納された皆さんに、バスまたは乗合タクシーいずれかの

回数券を交付します。希望者は役場総務課防災安全係まで申請をお願いします。 
▼対象者 町内に住所を有する方 
▼利用金額 ○年齢６５歳未満の方 ３，６００円(１，２００円券×３回) 

○年齢６５歳以上の方 ３，９００円(１，３００円券×３回) 
※回数券は、バス共通または乗合タクシー共通の二種類から選択できます。 

※申請回数は一人一回限りとなります。 

▼申請書 警察署において、運転免許を自主返納された対象者に申請書が配布されます。 
※役場ホームページの「運転免許自主返納者制度について」からもダウンロードできます。 

▼町内対象路線 
上市田線（乗合タクシー路線）※上市田線の時刻表等につきましてはお問い合わせください。 
※町内以外の路線（飯田市内の循環線など）も利用できます。 

▼申請・問い合わせ先 総務課 防災安全係 電話３５-９４０２ 


