
 

★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。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

資料館「時の駅」

では昨年、北島新

平画伯の作品２１

点の寄贈を受けま

した。作品の多く

は高森町各地区の

祭りを描いたもの

で、その披露を兼

ねて展示を行いま

す。また、町内外

から寄贈された江

戸時代から昭和にかけての貴重なひな人形と、公民館

美人画教室の皆さんの作品を展示します。さらに「布

喜の会」の皆さんが制作したつるしびなも飾りました。

弥生三月、資料館でぜひ「春」を満喫してください。 

▼期 間 ２月２６日（土）～４月１０日（日） 

▲！ ひな人形の展示は４月３日（日）まで 

▼休館日 ３月７日（月）、３月１４日（月）、 

３月２２日（火）、２８日（月） 

▼時 間 午前９時～午後４時３０分 

▼場 所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

▼入館料 高森町民無料 

（町外大人２００円、小人１００円） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 
 

高森町営農支援センターでは、ジャガイモの栽培お

よび収穫体験の参加者を募集します。 

▼作 業 日 程 植え付け・土寄せ・収穫などの作業を

予定しています。管理作業の時期は参

加者にご連絡します。植え付け前の施

肥、耕起は高森町営農支援センターで

行います。 

○植え付け（４月中旬） 

○収 穫（７月下旬～８月上旬） 

▼参 加 料 １区画（８ｍ×１.５ｍ）１,５００円 

▼品 種 キタアカリ・男爵・メークイン 

 １区画種イモ約２０個を用意します。 

▼募 集 区 画 ５０区画予定（１人２区画まで） 

▼農園の場所 中央自動車道上り線、高森バス停駐車

場南隣りです。 

▼申 込 期 限 ３月２５日（金）まで 

▼申し込み・問い合わせ先 

高森町営農支援センターゆうき 

電話３５‐３０４４ 

 

 

 

 

 

 

 
資料館「時の駅」が毎月１回開く「高森町史を読む

会」では、特別講演会を行います。聴講は無料です。

会員はもちろん、多くの町民の皆さんの参加をお待ち

しています。 

▼日 時 ３月２０日（日） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼会 場 高森町福祉センター ２階 大ホール 

▼講 師 青木 隆幸さん 

（飯田市美術博物館専門研究員） 

▼演 題 「おんなたちは善光寺をめざす 

～近世女旅の祈りと工夫～」 

江戸時代半ばには女性も旅をするように

なり、その多くは善光寺を目指しました。

なぜ善光寺だったのでしょうか？彼女た

ちの旅の工夫と、祈りの形を見つめます。 

▼その他 

▲！ 聴講される方はマスクを着用の上ご参加ください。 

▲！ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、日

時を変更することがあります。ご承知おきください。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 
 

▼採用職種 一般事務（フルタイム、パートタイム） 

▼募集人員 フルタイム１人、パートタイム２人 

▼雇用期間 令和４年４月１日（金） 

～令和５年３月３１日（金） 

▲！ 状況により再度の任用の場合があります。 

▼勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

▼休 日 土・日曜日、祝日および年末年始 

この他、年次有給休暇、特別休暇あり 

▼給与手当 

○フルタイム 月給１６８,１００円（町基準） 

○パートタイム 時給９１６円（町基準） 

▲！ 交通費は通勤距離に応じて支給します。 

▲！ 勤務日が基準を満たす場合、期末手当を支給しま

す（期間率あり）。 

▼選考方法 面接試験 

▲！ 試験日は応募者へ後日連絡します。 

▼応募方法 申込書を総務課窓口または町ホームペ

ージから入手し、必要事項を記入の上、

高森町役場総務課行政係へ持参または

郵送してください。 

▼応募期限 ２月２８日（月）午後５時１５分必着 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和 4 年２月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
特別企画展 

「高森の春～ひな人形と美人画 & 

北島新平が描く高森のまつり～」 

高森町史を読む会 講演会 

令和４年４月採用予定 

会計年度任用職員を募集 

ジャガイモの栽培・収穫体験 

参加者を募集 



 

★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。 

 

 

 
全町を対象に古着・古布を収集します。古着などは

主に工業用ウエスに加工し、リサイクルしています。 

▲！ 新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着

用の上、お越しください。 

▼日 時 ３月５日（土） 午前７時～９時 

▼収集会場 町民体育館下駐車場 

▼出 し 方 

○中が見えるビニール袋に入れてください。 

○１袋の重さは１０kg以内にしてください。 

○「その他プラスチック専用袋」(赤プラ袋)も利用

できます。 

 

 

 
 

▼収集品目 「家庭ごみ分別の手引き」「ごみ収集カ

レンダー」またはごみ分別アプリ「さん

あ～る」でご確認ください。 

▼収集できないもの 汚れ、破損が著しいもの 

➜ 燃やすごみ または 

粗 大 ご み へ 
 

燃やすごみ

に出す場合 

➜ 
毛布、布団類など大きなものは切断

して「燃やすごみ袋」に入れて出す 
  

➜ 
稲葉クリーンセンターに直接搬入 

（料金１０ｋｇあたり１８０円） 
 

▼事前受け入れ 

当日ご都合の悪い方はご利用ください。 
 

○受入日 ３月１日（火）、３月４日（金） 

○会 場 リサイクルステーション 

（町民体育館下） 

○時 間 両日とも午前９時～正午 

（時間厳守） 
 

▼そ の 他 

○収集時間内にお持ち込みください。上記時間以外

の受け取りはお断りします。 

○収集業者が車から降ろす際、袋の中身を確認しま

す。 

○収集場所、付近の道路は混雑が予想されます。係

の誘導に従い、通行には十分ご注意ください。 

○悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期を決定したときは音声放送で告知します。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 
 

高森町公共下水道の事業計画を変更するにあたり、

下水道法施行令第３条の規定により、次のとおり変更

案を縦覧します。 

▼縦覧内容 高森町公共下水道事業の変更案 

▼縦覧期限 ２月２８日（月）まで 

▼縦覧場所 高森町役場 環境水道課 

▼問い合わせ先 環境水道課 上下水道係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
▼日 時 ３月１２日（土）午前７時～９時 

▼収集会場 山吹ほたるパーク 

（ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ高森店さま西側） 

▲！ 渋滞緩和のため「マツモトキヨシ」さま側の道から「旧

ダイエー」さまの前を通って進入してください。 

▲！ 国道１５３号線・八日市場線からお越しの方は、国道

の「高森荘入口」の信号から会場へ向かってください。 

▼収集品目 「家庭ごみ分別の手引き」「ごみ収集カ

レンダー」またはごみ分別アプリ「さん

あ～る」をご確認ください。 
 

１．小型家電 家庭で不要になった家電製品 
  

料金 無料 
  

大きさが 

１５ｃｍ × 

２５ｃｍ以内 

の小型家電 

役場玄関に設置の小型家電回収

ボックスへ。平日の開庁時間内

（午前８時３０分～午後５時１

５分）にご利用ください。 
  

宅配便を 

活用した 

小型家電回収 

高森町協定締結事業者のリネッ

トジャパンリサイクル（株）へお

申し込みください。 

▲！ リチウムイオン電池などの充電式電池、乾電池、ビデオテ

ープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、インクカートリッ

ジ、掃除機のごみパック、電球などは取り外してください。 

▲！ ファンヒーターの灯油タンクは必ず空にしてください。 

▲！ 梱包・包装から取り出し、製品のみ持ち込んでください。 

▲！ ＬＥＤ照明も小型家電として出していただけるようになりました。 

２．粗大ごみ 指定収集袋に入らない物など 
  

料金 
品目、大きさにより算定。 

収集会場で現金で支払い。 
  

★大型の 

「燃やすごみ」

の取り扱い 

マットレス、じゅうたん、カーペット、

花ござ、プラスチック製品、畳などは

「粗大ごみ」としても収集します。 

▲！ 当日ご都合の悪い方は、町内の一般廃棄物収集業

者へ直接ご相談ください。 
 

 ○(有)加藤産業 電話３５‐５３０４ 

 ○しなの環境サービス(有) 電話３５‐７８７２ 
 

▼その他 

▲！ マスクの着用など新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。 

▲！ 小型家電は係員が車から降ろします。すぐに降ろ

せるようにご準備をお願いします。 

▲！ テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥

機は下記の指定引取場所へ直接搬入してください（有料）。 
 

○㈱丸伝運送 本社営業所（下市田） 

電話０２６５‐４８‐６６４１ 

○前田産業㈱（飯田市上郷別府） 

電話０２６５‐２２‐２４８８ 

▲！ 前田産業㈱さまへ直接搬入する際は、事前に郵

便局でリサイクル券を購入してください。 
 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

古着・古布の収集 

！ 
「中が見えない袋」、「堆肥袋」、「紙袋」、

「『その他プラスチック専用袋』以外の

指定ごみ袋」では出せません。 

小型家電・粗大ごみの収集 

 

高森町公共下水道の事業計画 

変更案を縦覧 



 

★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。 

 

 

 
 原油価格高騰等に対する低所得世帯への経済的負

担を軽減することを目的に、灯油購入を助成する商品

券を配布します。 

▼対象世帯 住民税（均等割）非課税世帯 

基準日（令和３年１２月１０日）時点で、

高森町に住民票があり、世帯全員の令和

３年度分の住民税均等割が非課税であ

る世帯 

▼助成内容 １世帯あたり、高森町商工会の「活気ア

ップ商品券」５,０００円分を配布します。 

▼配布方法 ３月上旬に対象世帯へ郵送します。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係  

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

▼日 時 ３月５日（土）午前１０時～午後４時 

▼相談方法 電話相談（無料） 

 ０１２０‐４４８‐７８８（専用番号） 

▼相 談 例 

○昔の借金の請求が来たが、払わなければいけな

い？ 

○借りた覚えのないところから借金の請求が来た。 

○認知症の親族に借金の請求がきている。 

▼そ の 他 資力要件を満たす方は、法律相談援助を

ご利用いただくことで法テラス等利用

による無料相談をお受けいただけます。

資力要件を満たさない相談者の方につ

いても、相談当日は無料でご相談いただ

けます。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６‐２３２‐７４９２ 

 

 
 

 例年、３月下旬は自動車の検査・登録申請が多く、

窓口が大変混み合います。車検の手続きは１カ月前か

ら受検できますので、なるべく２月中に、廃車・名義

変更の手続きは３月中旬までに申請されるようお願

いします。 

▼問い合わせ先 松本自動車検査登録事務所 

電話０５０‐５５４０‐２０４３（登録） 

電話０５０‐５５４０‐２０４３（検査） 

 

 

 
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。 

★☽2月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

住民税非課税世帯等の 

灯油購入を助成 

放置しないで！借金の請求 

長野県司法書士会 昔の借金電話相談 

自動車の登録・検査手続きはお早めに 

令和３年度 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響でさま

ざまな困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を速やかに受けられるよう、住民税非課税世帯等に対

して臨時特別給付金を支給します。 

▼対象世帯 次の（１）または（２）に該当する世帯 
 

 （１）住民税（均等割）非課税世帯 （２）家計急変世帯 

定 義 

基準日（令和３年１２月１０日）時点で、

高森町に住民票があり、世帯全員の令和３

年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

家計が急変し、（１）の世帯と同様の事情

にあると認められる世帯 

支 給 額  
１世帯あたり１０万円 

▲！ 住民税（均等割）非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給です。 

申請方法 

お知らせ通知を郵送しましたので、案内に

従って手続きをお願いします。 

▲！ 確認書を返信しないと支給されません

ので、ご注意ください。 詳細が決まり次第お知らせします。 

申請期限 ５月１３日（金）まで 

支 給 日  ３月上旬以降、順次支給します。 

支給方法 

原則として、確認書に記載されている令和２年度に実施した「高森町特別定額給付金」

の支給口座を支給先とします。 

▲！ 支給口座の記載がない場合や変更する場合は手続きが必要になります。 
 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 電話３５‐９４１２ 

【訂正】広報高森２月号に次のとおり誤りがありました。 

お詫びして訂正します。 

▼17ページ「マンホールカード」（誤）第～段 （正）第～弾 

▼20ページ「環境基本計画（案）」（誤）年 （正）年度 

お友だち登録は 

右の２次元コー

ドまたは 

takamori_town

で ID 検索！ 

 新型コロナウイルス 

関連情報 

町公式 LINEから 

確認できます 



 

 

NO、３３３     ３ 月 生 涯 学 習 情 報     令和４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～ 絵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 ｼー ﾎ゙ﾞー ﾙ） 

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 

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 ７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 ２日,１６日 福祉センター 午後７時～ 健康体操 

オカリナ愛好会 ８日,２２日 福祉センター 午後１時３０分～ オカリナを楽しもう 

カラオケクラブ 

音和の会 
１３日 福祉センター 午前１１時～ カラオケを楽しむ 

手まりの会 １１日,２５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 
１０日 

２４日 

中央公民館 

福祉センター 
午前１０時～ 健康な体づくり 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
８日,２２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 

５日,１２日 

１９日,２６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 
９日,１４日 

２３日,３０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 
４日,１１日 

１８日,２５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。 

◎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～ 


