
 

★掲載している行事など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。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

システムのメンテナンス作業によりコンビニ交付

サービスと庁舎内設置マイキオスクの運用を停止し

ます。ご不便をお掛けしますが、ご理解、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 ９月２８日（火）終日 

▼利用再開 ９月２９日（水）午前６時３０分～ 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５‐９４１７ 

 

 

 
１０月１日から各医療機関で高齢者のインフルエ

ンザ予防接種を実施します。対象となる６５歳以上の

方に町から「インフルエンザ予防接種 予診票」をお

送りします。 

現在、新型コロナワクチン接種が行われているため、

医療機関によってインフルエンザワクチンの接種開

始時期が異なりますので、予約の際に医療機関へご確

認ください。 

▼接種期間 

令和３年１０月１日（金）～令和４年１月１５日（土） 

▼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 

 

 

 
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９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拡大防止のため本年

度、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  

▶ 下市田保育園 電話３５‐３３２４ 

▶ みつば保育園 電話３５‐３３２６ 

▶ 吉 田保育園 電話３５‐３３３０ 

▶ 山 吹保育園 電話３５‐５１４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 
井戸水・地元水道などを飲用水としてご使用されて

いる方を対象に、水質検査を実施します。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

か確認いただくことをおすすめします。 
 

▼検査手順 

１．受け付け、容器・水質検査申込書受け取り 

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６日（水） 

午前８時３０分～午後５時００分 

○場 所 役場１階 環境水道課 
  

２．検査水の提出 
 ○日 時 １０月７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 役場１階 環境水道課 
  

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です。 

▲！ 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 

 

 

 
 長野県飯田建設事務所では、管理している砂防施設

の点検を定期的に実施しています。９月下旬から、建

設事務所発行の身分証明書を携帯した点検業者が現

地の渓流にある砂防施設を調査します。ご理解とご協

力をお願いします。 

▼点検期間 

 令和３年９月下旬～令和４年１月下旬 

▼点検場所 

 長野県建設部所管の渓流にある砂防施設 

▼点検業者 （株）ジッソク 担当 溝口 

▼問い合わせ先 

飯田建設事務所 整備課 計画調査係 

 電話０２６５‐５３‐０４５１ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年 9月１7日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

６５歳以上の 

インフルエンザ予防接種費用を助成 

ご自宅の飲用水が適正かどうか検査しましょう！ 

井戸水・地元水道などの水質検査 
戸籍謄本等証明書コンビニ交付サービスと 

庁舎内設置マイキオスクの運用停止 

砂防関係施設の定期点検に伴う 

現地調査 

町内４園 運動会参加人数縮小と 

未就園児参加種目の中止 



 

★掲載している行事など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。 

 

 

 
長野県では、地球温暖化防止施策の一環として、既

存住宅等の省エネ改修をサポートするために、一定の

知識と技術を習得した建築士が、今お住まいの住宅の

省エネ性能の無料診断と改修の提案を行います。 

▼制度詳細・申し込み 

長野県ホームページをご覧ください。 

「建築物の省エネ改修サポート制度」

で検索、または右の２次元コードを読

み取ってアクセスしてください。 

▼問い合わせ先 

 ▶（公社）長野県建築士会（事業受託者） 

 電話０２６‐２３５‐０５６１ 

▶ 長野県 環境部 環境政策課ゼロカーボン推進室 

電話０２６‐２３５‐７０２２ 

 

 
不動産評価に関する無料相談会を開催します。お気

軽にお出掛けください。ご予約は不要です。直接会場

にお越しください。 

▼日 時 １０月７日（木） 

午前１０時～正午、午後１時～４時 

▼場 所 飯田市役所３階 Ａ３０１会議室 

▼内 容 不動産評価に関する事項について不動産

鑑定士がお答えします。 

（売買・交換・相続・借地・担保・賃貸借等

に係る不動産評価 など） 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調に

不安のある方は来場をご遠慮ください。 

▲！ マスクの着用と手指の消毒をお願いします。 

▼問い合わせ先 （一社）長野県不動産鑑定士協会 

電話０２６‐２２５‐５２２８ 

 

 

 
 学校生活のこと、友人のことなどの悩みをＬＩＮＥ

で相談できる窓口「ひとりで悩まないで＠長野」では、

県内の中学生と高校生を対象に、毎週

水曜日の午後６時から午後９時まで

受け付けています。ＬＩＮＥアカウン

ト「ひとりで悩まないで＠長野」を右

の２次元コードから友達登録をして

ご利用ください。 

  また、この他に電話での相談も受け付けています。 

▼問い合わせ先 

▶ 学校生活相談センター 

電話０１２０‐０‐７８３１０（２４時間受け付け） 

E-MAIL：gakko-sodan@pref.nagano.lg.jp            

▶ 子ども支援センター（子ども専用ダイヤル） 

電話０８００‐８００‐８０３５ 

（月～土 午前１０時～午後６時） 

E-MAIL：kodomo-shien@pref.nagano.lg.jp 

 

 
 

使用済み乾電池、蛍光管および水銀を使用した有害

物の収集を行います。１年に１回限りの収集です。出

し忘れがないようお気を付けください。雨天決行です。 

▼収集日時 １０月３１日（日）午前７時～８時 

▲！ 下市田５区と山吹地区は午前７時００分～７時３０分 

▼収集品目 

１．乾電池  

充電式電池は収集しません。 
  

★出し方 
灰色のコンテナに入れてくださ

い。 

▲！ 電池の持ち運びに使った袋や入れ物は収集しませ

んので、お持ち帰りください。 

▲！ 充電式電池は家電小売店などの店頭または役場庁

舎入口に設置してあるリサイクルボックスで回収

しています。発火の恐れがあるので、金属端子部

をビニールテープなどで絶縁して入れてください。 

２．蛍光管  

直管・環形・電球形など形状は問いません。 

絶対に割らないでください。 
  

★出し方 

直管はドラム缶へ入れてください。 

その他の形状は青色のコンテナ

へ入れてください。 

▲！ 蛍光管が割れると有害物質が飛散するため、割れ

ないよう丁寧に取り扱ってください。やむを得ず

割れてしまった物は回収します。 

▲！ 電球、グロー管ランプは、「埋立ごみ」です。 

▲！ LED 照明は「小型家電」です。 
  

３．水銀使用品  

水銀体温計・温度計、その他水銀使用品 
  

★出し方 

割れないようにして、種類ごとに

袋に入れてお持ちください。袋は

どのようなものでも構いません。 
 

▼収集場所 

下市田 

町民体育館下駐車場、１区積善会館、 

下２会館、下市田区民会館、 

４区生活改善センター、下 5 会館 

出砂原地区館 

吉田 吉田西地区館、吉田区民会館、吉田南地区館 

牛牧 牛牧ふれあい広場 

上市田 ごまどう広場 

大島山 大島山区民会館 

出原 出原区民会館 

山吹 

融和の里新田地区館、 

山吹上生活改善センター、 

下町ポンプ小屋前広場、 

駒場生活改善センター、山吹町住東集積所、 

上平地区館白髭の杜、竜口龍の里会館、 

旧下平集会所前 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

長野県「建築物の省エネ改修サポート制度」 
省エネ性能の無料診断 

有害ごみの収集 

不動産鑑定士無料相談会 

中高生を対象にした LINE相談窓口 

「ひとりで悩まないで＠長野」 



 

★掲載している行事など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。 

 

 
「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１９日（火） 

午後１時３０分～４時００分 

▲！ 新型コロナウイ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 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 
令和３年８月、９月の大雨により、長野県内の市町

村で甚大な被害が発生しました。長野県では県内の被

災された方々を支援するため、義援金を受け付けてい

ます。 

▼受付期限  令和４年３月３１日 

▼受付方法 

１．義援金箱 

県庁、県合同庁舎に義援金箱を設置しています

（閉庁日は除く）。 
  

２．銀行振込 （災害ごとに口座が異なります） 
 

○長野県令和３年８月大雨災害義援金  

➜八十二銀行県庁内支店 普通７４２３０９ 
 

➜ゆうちょ銀行 ００１００‐７‐６０４６８１ 
 

口座名義はいずれも「長野県令和３年８月大雨

災害対策本部」 
  

〇令和３年長野県茅野市土石流災害義援金  

➜八十二銀行県庁内支店 普通７４２３２３ 

口座名義は 「令和３年長野県茅野市土石流災害義援金」 
  

➜ゆうちょ銀行 ００１６０‐５‐６７４００７ 

口座名義は「長野県令和３年茅野市土石流災害義援金」 
  

 上記の他、日本赤十字社長野県支部と社会福祉法人

長野県共同募金会でも受け付けています。 

▼問い合わせ先 長野県 会計局会計課 

電話０２６‐２３５‐７３５１ 

 

 

 
地震、風水害等の災害で被害を受けた場合、住宅の

修復や家財の購入など生活の再建に多額の費用が掛

かりますが、公的な支援や義援金だけでは十分とはい

えません。災害に係る保険・共済があることで再建費

用の一部を補うことができるため被災後の生活再建

の大きな支えとなります。災害から生活を守るため、

保険・共済への加入を検討しましょう。 

▼問い合わせ先 長野県 危機管理防災課内 

 信州地震等災害保険・共済加入促進協議会 

電話０２６‐２３５‐７４０８ 

 

 

 

 
 

長野県では、社会人の学び直しを促進し、県内にお

ける社会人の学び直しの受け皿の拡充を図るため、社

会人の受講に配慮した教育訓練講座を開設する大学

や専修学校などに対して、当該講座の開設費用の補助

を行う「働く人の学び直しの場拡充支援事業」を創設

しました。 

▼補助対象講座 

雇用の安定および就職の促進に効果があると国が

認める講座（教育訓練給付金の対象）となりうる講座

で、社会人の受講に配慮（夜間・土日開講、オンライ

ンの併用）した長野県内において実施する通学講座 

（例）中小企業診断士、自動車整備士、介護職員初任

者研修、TOEICなど 

▲！ 既に社会人向けに開設したことのある講座でないもの 

▼補助内容 

１．補助金額 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（最大５０万円） 
  

２．対象経費 
補助対象講座を実施するために必要な講師謝金

や広告宣伝費、消耗品費など 
  

▼補助金申請期限（令和３年度分） 

令和４年１月３１日（月） 

▲！ 令和４年２月末日までに事業が完了することが必要です。 

▼問い合わせ先 

長野県 産業人材育成課 人材育成支援係 

電話０２６‐２３５‐７２０２ 

 

 

 
「信州の地酒」の消費が落ち込み、売上が落ち込ん

でいる酒販店や酒蔵やワイナリーなどのメーカー、原

料を生産している農家などを支援することを目的とし

て、「信州の地酒おトクーポン」の販売を開始しました。 

▼クーポン券の概要 

額面 
販売価格   ３，０００円 

クーポン券額面４，０００円 

取扱店舗 
酒販店（条件あり）、酒造・ワイナ

リーなどの直売店 

利用可能期限 １２月３１日（金） 

利用可能な 

商品 

信州の地酒など 

①長野県内で製造されている日本

酒、ワイン、クラフトビール、

シードル、焼酎などの地酒 

②その県内の酒造事業者が製造す

る甘酒、ぶどうジュース、リン

ゴジュース、酒粕、その他のそ

の酒造事業者の製品由来の食品 

▼問い合わせ先 長野県 日本酒・ワイン振興室 

電話０２６‐２３５‐７１２６ 

働く人の学び直しの場拡充支援事業 

社会人向け教育訓練講座の 

開設費用を補助 

災害から「住まい」を守ろう！ 

保険・共済を活用しませんか 

８月、９月の大雨災害に関する 

義援金の受け付け 

信州の地酒販売促進キャンペーン事業 

「信州の地酒おトクーポン」発売中！ 

次回の行政相談は１０月１９日 



 

 

NO、３２８     10 月 生 涯 学 習 情 報     令和３年 

新型コロナウイ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 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 毎週火曜日 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 １日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら 第３水曜日 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 １８日 中央公民館 午後１時～ 文章講座 講師：後藤たづるさん 

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 

パッション高森 毎月第１・３水曜日 福祉センター 午後７時～ 健康体操 

高森コーラス １４日,２８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 

カラオケクラブ 

音和の会 
１０日 福祉センター 午前１１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
６日,１３日 

２０日,２７日 
中央公民館 午後１時～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 １５日，２９日 福祉センター 午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 １４日，２８日 中央公民館 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
５日,１２日 

１９日，２６日 
中央公民館 午後７時～ 健康体操・老化防止 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
１２日,２６日 中央公民館 午後４時～ 

アコーディオンとウクレレの基本練

習と歌の伴奏練習 

やさしい 

ヨガ サークル 
１６日,２３日,３０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 
１３日,２０日,２７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 
１日,１５日 

２２日,２９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。 

◎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～ 

 

 

 

 
 

夜間窓口を午後７

時まで開設します。 

各種証明発行など

ができます。 

★☽９月の 

夜間窓口は 

２７日 ☾★ 


