
 

★掲載している行事等は新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら、

町立４園（吉田・下市田・山吹・みつば保育園）の運

動会を１０月３日（土）に開催します。 

 例年多くの皆さまにご声援・ご来場をいただいてい

ますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

本年度は参加人数・種目を縮小して実施します。 

 地域の皆さま、来賓の皆さまへのご案内は控えさせ

ていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。 

▼種目について 未就園児参加種目は行いません。 

▼問い合わせ先 

 吉 田保育園 電話３５‐３３３０ 

 下市田保育園 電話３５‐３３２４ 

 山 吹保育園 電話３５‐５１４７ 

 みつば保育園 電話３５‐３３２６ 
 

 

 

 
 

令和３（２０２１）年４月以降に、保育所へお子さんの

入所を希望する保護者の方は、都合をつけてご出席くださ

い。町の「保育園整備計画」等についてもお話します。 

▼日程 ※受付は開始時間の１５分前～ 
 

期日 場所 開始時間（※） 

１０月１５日（木） みつば保育園 午後２時３０分～ 

   １６日（金） 山吹保育園 午後２時３０分～ 

   ２０日（火） 吉田保育園 午後２時３０分～ 

   ２１日（水） 吉田河原保育園 午後２時３０分～ 

   ２２日（木） 下市田保育園 午後２時３０分～ 

   ２３日（金） 
公民館２階 

大会議室 
午後７時００分～ 

 

▼持ち物 筆記用具、上履き（各保育園会場のみ） 

▼その他 

○希望する保育所または、都合の良い日時の会場へ

お出掛けください。 

○年度途中（令和３年５月から令和４年３月までの間）

の入所を希望される場合もご出席ください。 

○高森町外の保育園、認定こども園への入所を希望さ

れる方もご出席ください。 

○入所に際し、心配事等がある方はお気軽にご相談ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
 

蔵書点検のため、下記の期間は図書館を休館します。

移動図書館と宅配もお休みとなります。ご理解とご協

力をお願いします。 

▼休館期間 １０月１９日（月）～２４日（土） 

▼問い合わせ先  高森町立図書館 

電話３５‐９４３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の経済対策として発行して

いる「高森町プレミアム商品券」は９月３０日（水）で販

売を終了します。まだ購入されていない方は、購入引換券

をご用意の上、以下の販売場所でお買い求めください。 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 
 

 

 
 

システムのメンテナンス作業のため、コンビニ交付

サービスの運用を停止します。ご不便をお掛けします

が、ご理解とご協力をお願いします。 

▼停止範囲 戸籍のみ（戸籍謄抄本、附票、本籍地交付） 

▼停止日時  

○１０月 ６日（火）午後６時以降 

○１０月３１日（土）～１１月１日（日）終日 

○１１月２０日（金）午後６時～１１月２３日（月）終日 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５‐９４１７ 

 

 

 
 

町では６５歳以上の方に「インフルエンザ予防接種 予診

票」をお送りします。本年度は、新型コロナウイルス感染症

とインフルエンザの同時流行が懸念されます。接種を希望さ

れる方は、早めの接種をご検討ください。医療機関によりワ

クチンの入荷状況が異なりますので、ご確認ください。 

▼接種期間 令和２年１０月１日（木）～ 

令和３年１月１５日（金） 

▼接種料金 自己負担 ２，０００円 

▲！ 高森町発行の予診票を使用した場合に限ります。 

▼そ の 他 この予防接種は任意です。 

希望する方のみ接種してください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

販売場所 販売時間 

高森町役場 午前９時～午後５時 

高森町商工会 午前９時～午後５時 

八十二銀行市田支店 午前９時～午後３時 

飯田信用金庫高森支店 午前９時～午後３時 

みなみ信州農協高森支所組合員課 午前９時～午後３時 

セブンイレブン高森上市田店 
２４時間 

９月３０日は午後５時まで 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和２年９月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
町立４園運動会 参加人数縮小と 

未就園児参加種目の中止 

令和３（2021）年度入所希望者のための 
 保育所入所説明会 

戸籍謄本等証明発行 

コンビニ交付サービス運用の停止 

６５歳以上のインフルエンザ 

予防接種費用を助成 

町立図書館蔵書点検に伴う休館 

高森町プレミアム商品券 

販売は 9月 30日（水）まで 

 
 

  

夜間窓口を午後７時まで開設します。 

各種証明発行、納税などができます。 

★☽ ９月の夜間役場は２５日 ☾★ 



 

★掲載している行事等は新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 
 

市田柿の柿渋活用に取り組む「柿渋研究会」の皆さん

を講師に、柿丸くんをデザインした手拭いを柿渋で染め、

オリジナルマイバックを作ります。 

▼日 時 １０月１０日（土）午後１時～３時 

▼開催場所 福祉センター２階 大ホール他 

▼参 加 費 布代等材料費 ５００円 

▼持 ち 物 エプロン・裁縫道具・あればアイロン 

▼定 員 ２５人 

小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴でご参

加ください。 

▼申込期限 ９月２８日（月）まで 

住所・名前・連絡先をお知らせください。 

定員になり次第締め切ります。 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを

着用の上ご参加ください。 

▲！ 当日発熱等の風邪の症状がある場合は、参加をご

遠慮ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 
 

 町営住宅の入居者を次のとおり募集します。 

▼募集団地 

団地名 構造 築年数 戸数 

山吹団地 

（山吹４６６６番地） 

ＰＣ簡易耐火 

２階建て３ＤＫ 
３７年 １戸 

駒場団地 

（高森町山吹３７８７－１２） 

鉄骨耐火 

２階建て１ＬＤＫ 
２４年 ２戸 

▼受付期間 ９月１８日（金）～９月３０日（水）  

▼受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

（土日祝日を除く） 

▼申込方法 建設課窓口または町ホームページから申込用

紙を入手し、必要事項を記入の上、必要書類

を添付して受付期間内にご提出ください。 

▼そ の 他 

▲！ 入居には、所得基準など一定の条件があります。 

▲！ 申込多数の場合は抽選となります。詳しくはお問

い合わせください。 

▼申し込み・問い合わせ先 建設課 管理係 

電話３５‐９４０７ 

 

 

長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用され

る「長野県最低賃金」が、１０月１日（木）から時間

額８４９円に改正されます。業務改善助成金などの

支援制度もありますので、ご活用ください。 

▼問い合わせ先   

【最低賃金】長野労働局労働基準部賃金室 

電話０２６‐２２３‐０５５５ 

【業務改善助成金】長野労働局雇用環境・均等室 

電話０２６‐２２３‐０５６０ 

 

 

 
 

▼採用職種・人数・受験資格 

▼試 験 日 【事務職】  １０月２４日（土） 

      【管理栄養士】１０月１８日（日） 

▼試験内容 適性検査・作文試験・面接試験 

      専門試験（管理栄養士のみ） 

▼申込期限 １０月２日（金）午後５時１５分必着 

▼提 出 物 ①高森町職員採用試験申込用紙 

      ②エントリーシート 

      ③最終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

      ④最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

▲！ 管理栄養士受験者は⑤資格免許証の写しまたは取得見

込証明書（受験資格見込証明書）を添付してください。 

▼そ の 他 募集要項・申込書は、役場総務課窓口で

入手または高森町ホームページからダ

ウンロードできます。 

▼申し込み・問い合わせ先 総務課 行政係 

〒３９９‐３１９３ 高森町下市田２１８３‐１ 

電話３５‐９４０２ 

 

 
 

「行政相談」は、行政などへの苦情や意見、要望をお

聴きし、公正・中立の立場から、その解決や実現を図

るとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組み

です。相談は無料で、秘密は固く守られます。 

▼日時 １０月２０日（火）午後１時３０分～４時００分 

▲！ 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止

または延期となる場合があります。 

▼場所  福祉センター３階 中ホール 

▼行政相談委員 清水 芳実さん 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 
 

 

 
 

新型コロナの影響により開催方法を検討してきた本年

度の「まるごと収穫祭」の開催方針が決定しました。 

① 役場前、町民体育館下などを会場とした出店ブ

ース、ステージなどは設けません。 

② ステージなどに代わり、ケーブルＴＶの年末年

始特別番組放送など、町民の皆さまが「楽しめる」

「元気になれる」企画を行います。 

 例年通りの開催を見送ることとなり大変残念ですが、来

年は盛大に開催できることを願っています。 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

職種 人数 受験資格 

事務職 若干人 

平成２年４月２日から平成１５年４

月１日までに生まれた方で、高校卒業

程度以上の学力を有す心身健康な方 

管理 

栄養士 
１人 

平成２年４月２日から平成１１年４

月１日までに生まれた方で、大学卒業

程度以上の学力を有す心身健康な方 

柿渋染めの柿丸くんマイバックづくり 

参加者募集 

町営住宅入居者を募集 

高森まるごと収穫祭 2020 

（第 40回ふるさと祭り）の開催方針 

令和 3年 4月 1日採用 

高森町職員採用試験 

 

長野県最低賃金８４９円に改正 

行政相談１０月２０日開催 



 

★掲載している行事等は新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 
 

井戸水・地元水道等を飲用水としてご利用の方を対象

に、水質検査を行います。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。 

▼検査手順 

①受け付け、容器・水質検査申込書配布 

水質検査申込書と採水用容器を受け取ってください。 

○日 時 １０月７日（水） 

午前８時３０分～午後５時００分 

○場 所 環境水道課 窓口 
  

②検査水を提出 
 ○日 時 １０月８日（木） 

午前８時３０分～正午 

 ○提出物 水質検査申込書・採取した水 

 ○場 所 環境水道課 窓口 
  

③結果書の受領・検査料の支払い 
後日、（財）中部公衆医学研究所より結果書と、検査料の振

込用紙が郵送されます。金融機関にてお振り込みください。 
 

▼検査料 

▲！ 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 

▼その他 当日都合が悪い場合は、(財)中部公衆医学

研究所（電話０２６５‐２４‐１７７７）

で随時受け付けを行っています。 

▼問い合わせ先  環境水道課 上下水道係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
 

天竜川に繁茂している樹木を伐採し、利活用いただく河

道内樹木伐採協力者（事業者・地域団体）を募集します。

伐採した樹木は持ち出して自由に使うことができます。 

▼公募対象者 

企業、ＮＰＯ、地元団体、有志グループなど 

▲！ ４人以上の団体・グループでお申し込みください。

個人での申し込みはできません。 

▼作 業 期 間 令和２年１２月１日～ 

令和３年２月２８日（３か月間） 

▼申 込 期 間 １０月１日（木）～１０月３０日（金） 

▲！ 応募方法などの詳細は天竜川上流河川事務所ホー

ムページをご覧ください。 

ＵＲＬ https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/ 

▼そ の 他 伐採を公募する箇所については、天竜

川上流河川事務所ホームページをご

確認ください。 

▼問い合わせ先 天竜川上流河川事務所 管理課 

電話０２６５‐８１‐６４１４ 

Ｅメール cbr-tenjyokanri@mlit.go.jp 

▲！ メールの場合は件名を「公募型河道内樹木伐採」

とし、お名前と連絡先を必ず記載してください。 

 

 

 
 

下市田河原産業用地整備工事から出る耕土を、希望

する町民の皆さまに配布します。希望される方は事前

にお申込みください。 

▼配布方法 指定場所へ希望の量を運搬します。 

▲！ 運搬車が入れない場所への運搬はできません。 

▲！ 運搬後の敷均しはいたしません。 

▼運搬費用 無料 

▼申込方法 電話またはＦＡＸ 

 ＦＡＸの場合は氏名・住所・電話番号・希望数量 

（ｍ3）・堆積する場所の詳細を記入してください。 

▼申込期限 １０月１６日（金） 

▼配布期間 令和２年１０月～令和３年１月頃（予定） 

▼留意事項 配布する耕土は下市田河原の耕土です。 

○希望数量は、ｍ3（立米）で受け付けます。事前

に必要量のご確認をお願いします。 

  【必要量の見積り例】 

   盛土したい面積(㎡)×平均厚(ｍ)＝○○ｍ３ 

  （参考：２トンダンプ 1杯＝１．５ｍ３） 

 ○堆積する場所はできるだけ詳細にお伝えください。 

 ○配布の可否や運搬・堆積の方法を事前に確認するた

め、現地調査や立会いをお願いする場合があります。 

 ○配布日は上記期間内で調整の上、事前にお知らせします。 

 ○多少の石が混ざることがあります。 

 ○ご要望が多く配布可能な耕土が足りなくなった

場合、先にお申込みの方を優先に配布します。 

 ○造成等の利用のため、石混じりの土でも良いとい

う方もご連絡ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電 話３５‐９４０５ 

ＦＡＸ３５‐８２９４ 

 

 

 
 

南信州レジ袋削減推進協議会は、会の目的と名称を、これまで

の 「レジ袋削減」 から「プラスチックスマート推進」へ改め、

新たな協議会でプラスチックごみ削減の視点に立った取り組み

をスタートします。活動にあたり、下記の構成員等を募集します。 

▼募集内容 

▼申し込み・問い合わせ先 南信州地域振興局 環境課 

電話０２６５‐５３‐０４３４ 

 

 
 

 国勢調査は日本に住む全員が調査の対象者です。インタ

ーネットまたは紙の調査票の郵送による回答にご協力くだ

さい。詳しくは全世帯に配布した資料をご覧ください。 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

区分 申込期限 

協議会の構成員 

（各種団体、組合等） 
１０月上旬 

協議会活動への協力事業者 

（事業者、団体、学校など） 
随時 

井戸水・地元水道等の水質検査 下市田河原産業用地整備工事耕土 

配布希望者を募集 

募集町立４園運動会 参加人数縮小

と 

未就園児参加種目の中止 

天竜川河道内樹木の伐採協力者を募集 

南信州プラスチックスマート推進協議会 

構成員・協力事業者を募集 

国勢調査の回答はインターネットか郵送で 



 

 

NO、３１６     １０ 月 生 涯 学 習 情 報     令和２年 

新型コロナウィルス感染症の影響により予定が変更となる場合がございます。 

どなたでも参加できます。詳しくは中央公民館へお問い合わせください。 

クラブ名 開 催 日 場 所 時 間 学習内容 

高森囲碁クラブ 毎週日曜日 
や す ら ぎ 荘 

大ホール 
午前９時～ 初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

図書館おたのしみ会 毎週土曜日 福祉センター 午後２時～ 本の読み聞かせや工作など 

ピッピのじかん 毎月第２火曜日 福祉センター 午前１０時～ 
読み聞かせ、わらべうた 

講師：下沢洋子さん 

ＰＰＫクラブ 毎月第１・３火曜日 町民体育館 午前９時～ 高齢者対象の健康体操（ﾗー ｼ゙ ﾎ゙ ﾙー） 

木鶏の会 毎月第３火曜日 福祉センター 午後２時～ 月刊誌「致知」をﾃｷｽﾄに人間学を学ぶ 

柿の里 SCスポーツ教室 毎週金曜日 中学校体育館 午後７時３０分～ いろいろなスポーツを楽しもう 

瀧里歌会 ２日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １４日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら ２１日 中央公民館 午前１０時～ 読み聞かせボランティア研修会 

自分史講座 １２日 中央公民館 午後１時３０分～ 文章講座 講師：後藤たづるさん 

ずく農（自然農法を学ぶ会） 第４日曜日 下市田学校 午前７時～ 自然農法による野菜づくり 

語りの会 たんころりん 第３木曜日 中央公民館 午後７時３０分～ お話の語り 

高森コーラス ８日，２２日 中央公民館 午後７時３０分～ 楽しく発声と合唱練習をする 

詩吟クラブ 
２日，１６日 

７日，２１日 
中央公民館 

午後１時３０分～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

手まりの会 ２３日 中央公民館 午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 
１日，１５日 

２２日 

福祉センター

中央公民館 
午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
６日，１３日，２０日，

２７日 
中央公民館 午後７時～ 健康体操・老化防止 

高森美人画教室 ２６日 福祉センター 午後１時～ 
美人画の勉強。美しさを表現す

る勉強。 

やさしい 

ヨガ サークル 

１０日, １７日， 

３１日 
中央公民館 午前９時～ 

初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

心と体のバランスを整えたり、呼吸法

などにより生きる力を育てるヨガ 

大人の運動サークル・ベガ ７日，１４日，２８日 中央公民館 午後７時３０分～ 
初心者歓迎 

セルフケア教室（ストレッチ・ピラティス） 

健康太極拳 ２３日，３０日 中央公民館 午前１０時～ 
太極拳の練習を通して健康維持と増

進を図る。 
 

公 民 館 教 室 (中央公民館) 
 

 

◆公民館教室を募集しています。対象は１０人以上の町内団体です。 

月２回までの講師謝礼を公民館にてお支払いします。 

申請が必要ですので、詳しくは中央公民館までお問い合わせください。 

◆生涯学習情報は、前月２回目（毎月１８日頃発行）のお知らせ版に掲載いたします。 

生涯学習情報の掲載を希望される団体は、前月１０日までに予約をお願いします。 

   予約のない場合は、掲載できませんのでご了承ください。詳しくは中央公民館へお尋ねください。 

◆生涯学習人材バンク登録者の募集 

※自分の知識や特技を活かせるよう、生涯学習の各分野で得意とする方を広く募集しています。 

登録された方には、学校等からの依頼分野に基づき、ご連絡させていただきます。 

詳しくは、高森町ホームページをご覧いただくか、公民館事務局へお問い合わせください。 

◎学習活動を始めたい方など、お気軽に中央公民館へご相談ください。 
 

高  森  町  中  央  公  民  館 （TEL ３５－９４１６） 

教 室 名 開 催 日 時 間 

英会話教室 第１・第３火曜日（中央公民館） 午後７時～ 


