
 

★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。 

 

 

 

 
 

 

 
 

町の予算がどのように編成されるのかを知ってい

ただくため、町民の皆さんを対象に令和５年度予算の

町長査定を公開します。対象となる事業は、町のホー

ムページを通じてお知らせします。当日はケーブルテ

レビで生中継を予定しているほか、町民の方ならどな

たでも参加できます。お気軽にお越しください。 

▼日時 ２月８日（水） 

午前９時３０分～午後４時３０分頃 

▼場所 福祉センター２階大ホール 

▼問い合わせ先 総務課 財務係 

電話３５‐９４０２ 

 
  

 

昨年に引き続き、原油価格高騰により影響を受けて

いる施設園芸農家に対して、燃油購入費用に対する補

助金を支給します。 

▼対 象 者 高森町内で販売目的の施設園芸を営む

農家で、令和４年１１月以降に燃油を購

入した農家 

▼支 給 額 １農家あたり最大５０万円 

▼申請方法 産業課窓口または町ホームページから申

請書を入手し、必要事項を記入の上、産

業課農業振興係まで提出してください。 

▼申請期限 ２月２８日（火） 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 
高森町シニア大学では、シニア大学生以外の一般の

方も聴講できる講演会を開催します。ぜひ多くの方の

お越しをお待ちしています。 

▼日 時 ２月２日（木） 

午後１時００分～２時２０分 

▼場 所 福祉センター２階大ホール 

▼内 容 風船遊劇団ゴンベエワールドによる公演 

「バルーン・ドラマチックステージ」 

▼受 付 午後０時４０分～０時５５分 

▼聴 講 料 高校生以上２００円 

運営資金としてご協力をお願いします。 

▼申込方法 ２月１日（水）までに教育委員会事務局

へお申し込みください。 

▼そ の 他 新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め会場入り口での手指消毒・検温・氏名

など記入へご協力をお願いします。 

▼申し込み・問い合わせ先  

教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 
 

 

 
国民健康保険に加入されている４０歳から７４歳

までの方に特定健診受診を推進しています。今年度ま

だ特定健診を受けていない方は３月３１日までに受

けるようにしましょう。 

令和４年度の町の特定健診を受ける代わりに「会社

の健診データの提出」または「かかりつけ医のデータ

の提出」を予定していた方で、まだご提出がお済みで

ない方は、お早めにご提出ください。 

▲！ 人間ドック・個別健診を受ける場合は、緑色の「受

診券」が必要です。紛失された方は、お申し出く

ださい。 

▼提出・問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 
高森町では、歯科健診費を助成しています。受診券

は令和４年５月にお送りしていますが、受診券には有

効期限があります。助成を希望される方はお早めに受

診をお願いします。 

▲！ 受診券（予診票）がお手元にない場合は健康係ま

でご連絡ください。 

▼対 象 者 令和５年３月３１日現在の年齢が 

４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方 

▼健診費用 自己負担額  １，０００円 

歯科健診費用 ６，６００円（以内） 

町助成費用   ５，６００円（以内） 

▼受診券有効期限 ２月２８日（火） 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

円高・物価高騰に対する経済対策として配布した

「生活応援商品券」には有効期限があります。期限ま

でにご利用ください。 
 

有効期限 対象店舗 

１月３１日（火） 
町内「生活応援商品券」取

扱い店舗 
 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和５年１月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
国民健康保険に加入されている皆さんへ 

特定健診を受けましょう 
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森
町
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

柿
丸
く
ん 

令和５年度予算の町長査定を公開 

生活応援商品券 

有効期限は１月３１日まで！ 

施設園芸農家への 

燃油価格高騰対策補助金 

自己負担１，０００円で 

歯科健診が受けられます 

高森町シニア大学 

第６講座講演会へお越しください 



 

★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。 

 

 
長野県シニア大学飯伊学部では、高齢者の皆さんが

地域で生き生きと生活ができるよう幅広い分野の学

習を行っています。皆さんも長野県シニア大学で生き

がいづくり、健康づくりを進め、楽しいシニアライフ

を始めませんか。 

▲！ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により休校

となる可能性があります。ご了承ください。 

▼対 象 おおむね５０歳以上で県内在住の方 

（以前に長野県シニア大学を卒業した

方も入学可。） 

▼期 間 ２年間 

▼授 業 料 １２，０００円／年 

▲！ 教材費、自治会活動費などは別途必要です。 

▼申込方法 飯田保健福祉事務所または役場健康福

祉課で願書を入手し、必要事項を記入の

上、各窓口へ持参または郵送してくださ

い。 

▼申込期間 ２月１日（水）～３月３１日（金）まで 

（当日消印有効） 

▼申し込み・問い合わせ先 

 飯田保健福祉事務所福祉課  電話５３‐０４６４ 

 高森町役場健康福祉課 高齢者係 電話３５‐９４１２ 

 

 
資料館「時の駅」では、高森町史を読む会特別講演

会を開催します。南信州新聞に「殿シリーズ」を掲載

する飯田市美術博物館の青木隆幸氏によるユニーク

な講演会です。 

１８世紀末頃の飯田藩の職務規定集『勤向書上帳』

などをネタ本に想像力を膨らますことで、飯田藩を生

きる人たちの生活が浮かび上がってきます。 

今回は、殿が飯田城を案内するという設定で、断層

あり、氷餅あり、桜ありと楽しい飯田城巡りが期待さ

れます。多くの方のご来場をお待ちしています。 

▼日 時 １月２８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 青木 隆幸 氏（飯田市美術博物館専門研

究員） 

▼演 題 「飯田城 そぞろ歩きのコツ  

～殿、案内をかって出る～」 

▼その他 聴講料は無料で、事前の申し込みは不要です。 

▲！ 新型コロナウイルス感染拡大防止のた

めマスクの着用、手指の消毒、検温な

どにご協力ください。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」   

電話３５‐７０８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料館「時の駅」では、特別

展「高森にも電車がやってきた

～山吹駅・市田駅開業１００年

～」を開催します。 

大正１２年（１９２３年）１

月１５日に伊那電気鉄道が山

吹駅まで開通し、３月１３日に

は市田駅まで開通しました。令

和５年は高森町に鉄道が来て１００年目となります。 

そこで資料館では、鉄道が来た当時の様子や、鉄道

がその後この地域にどのような影響を与えたかなど

について調べ、展示を企画しました。 

町民の皆さんにお借りした写真や鉄道グッズなど

も展示し、併せて「ふれあいフォトコンテスト参加（入

選）作品展」と「伊原久美 飯田線水彩画展」も開催

します。ぜひご覧ください。 

▼展示期間 ２月１８日（土）～３月１９日（日） 

▼開館時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼会 場 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼展 示 物 開通当時の鉄道や駅の写真、当時を知る

人の話、町内４駅の利用者数の変化、古

レール、鉄道グッズ、その後の飯田線の

写真など 

▼休 館 日 ２月２０（月）、２４日（金）、２７日（月）、

３月６日（月）、１３日（月） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館 時の駅 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 
 長野県では、生活排水対策構想（２０２２年改定版）

の策定のため、下記の内容で県民意見公募手続き（パ

ブリックコメント）を実施しています。 

▼募集期間 ～２月６日（月） 

▼閲覧資料 長野県生活排水対策構想（２０２２改定

版）（案）閲覧用冊子 

▼閲覧場所 ○長野県庁 環境部生活排水課（県庁本館６階） 

○行政情報センター（県庁西庁舎１階） 

○地域振興局 行政情報コーナー 

○流域下水道事務所 担当課 

○高森町役場 環境水道課 

▼その他 

○行政情報コーナー、流域下水道事務所および市町

村役場での閲覧は、構想（案）第１～３章および

第４章（該当広域圏および市町村分）となります。 

○県のパブリックコメントのホームページは下記

ＵＲＬを参照してください。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui

/kensei/soshiki/soshiki/kencho/haisui/michi

2022.html 

▼問い合わせ先 環境水道課 上下水道係 

電話３５‐９４０９ 

長野県シニア大学飯伊学部 学生を募集 

高森町史を読む会 特別講演会のご案内 

特別展「高森にも電車がやってきた～

山吹駅・市田駅開業１００年～」 

のご案内 

長野県生活排水対策構想策定における 

パブリックコメントの実施について 



 

★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。 

 

 

 
 

 高森町コミュニティ・スクール、令和４年度第４回

学校運営協議会を開催します。 

▼日時 ２月１４日（火）午後６時～８時 

▼会場 福祉センター２階大ホール 

▼内容 「高森町の子どもをどう育むか」をテーマに

高森町小中学校の学校評価や課題などにつ

いて協議します。 

▼傍聴などの受付 

会議の傍聴を希望する方は、２月１３日（月）まで

にお申し込みください。 

▼申し込み・問い合わせ先 教育委員会事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
 

犬を飼い始めたときや飼っていた犬が死亡したと

き、飼い主・住所を変更したときには、必ず手続きを

お願いします。 

▼手続き方法 

○犬を飼い始めたときは、環境水道課窓口までお越

しください。 

○犬の死亡、飼い主・住所の変更については電話に

てお問い合わせください。 

▼受付時間 役場開庁時間（平日午前８時３０分～午

後５時１５分） 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

  

高森町が自治体パートナーに加入している満蒙開

拓平和記念館（阿智村）では、下記の期間「南信ＷＥ

ＥＫ」として高森町に住所のある方は入場無料となり

ます。この機会に地域と関わりの深い「満蒙開拓」の

歴史を学びに、ご家族・ご友人お誘い合って足を運ん

でみてはいかがでしょうか。 

▼入場料無料期間 

２月１３日（月）から１９日（日）までの１週間 

▲！ １４日（火）は休館日となります。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
各種許認可申請などの行政手続き、遺言、相続など

の手続きについて、行政書士に相談することができま

す。事前の申し込みは不要です。 

▼日時 ２月５日（日） 

午前１０時～午後３時 

▼会場 エスバード（旧飯田工業高校） 

▼問い合わせ先 長野県行政書士会 飯田支所 

電話０２６５‐２２‐５６０３ 

 

 

 
 

長野県看護大学では、２０２２年度第２回公開講座

を開催します。現在の日本の教育や就職、結婚や子育

て、ジェンダーの考え方などさまざまな側面から今の

自分の状況を知って、これからやってみたいことやな

りたい自分について考えてみましょう。 

ぜひ多くの方のご来場をお待ちしています。 

▼日 時 ２月２３日（木・祝） 

午後１時００分～２時３０分 

▼会 場 オンライン開催（Ｚｏｏｍ使用） 

▼テ ー マ 「未来の自分の作り方～今を知ってこれ

からの自分のライフプランについて考

えてみましょう～」 

▼講 師 長野県看護大学 母性・助産看護学分野 

教授 古川 亮子 

▼対 象 中高生～３０代 

▼申込方法 右記の２次元コードから

事前に申し込みをお願い

します。 

申し込み完了後、受講のためのＵＲＬが

記載されたメールが自動送信されます。 

▼そ の 他 参加申込方法など不明な点はお問い合

わせください。 

▼問い合わせ先 長野県看護大学 教務・学生課 

電話０２６５‐８１‐５１００ 

 
 

 
 

固定資産税は、毎年１月１日現在において固定資

産（土地・家屋・償却資産）を所有されている方に

かかる税金です。 

家屋の固定資産税は家屋がなくなると課税され

なくなりますので、令和４年中に家屋の取り壊しを

された方は、お手数ですが税務会計課までご連絡を

お願いします。 

▼対象 令和４年１月 1日～１２月３１日の間に

取り壊した家屋 

▲！ 以下の家屋についてはご連絡不要です。 

○法務局での建物滅失登記が完了している家屋 

○既に取り壊しのご連絡をいただいている家屋 

▼問い合わせ先 税務会計課 税務会計係  

電話３５‐９４１３ 

 

 
 

 

 自動車税種別割は、４月１日現在の自動車登録名義

人に課税され、その年度１年分を納めていただきます。

自動車を使用しなくなったときや譲渡などをしたと

きは、抹消や名義変更の手続きを３月３１日までに完

了してください。 

 手続きが３月３１日までに完了しないと令和５年

度の自動車税種別割は手続き前の名義人に課税され

ます。忘れずに早めに手続しましょう。 

▼問い合わせ先 長野県庁 税務課 

電話０２６‐２３５‐７０５１ 

長野県看護大学 

第２回 公開講座のお知らせ 

犬を飼い始めたとき、犬が亡くなった

ときなどは手続きが必要です 

高森町コミュニティ・スクール 

第４回学校運営協議会へご参加ください 

 

家屋を取り壊したらご連絡ください 

満蒙開拓平和記念館 

「パートナー自治体ＷＥＥＫ」について 

 

自動車の抹消・名義変更はお済みです

か？ 行政書士無料相談 



 

 

NO、３４４     ２ 月 生 涯 学 習 情 報     令和５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 中央公民館 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 
７日，１４日 

２１日，２８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 

瀧里歌会 ３日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 ８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 ２０日 福祉センター 午後１時３０分～ 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 

オカリナ愛好会 １４日，２８日 福祉センター 午後１時～ オカリナを楽しもう 

カラオケクラブ 

音和の会 
１２日 福祉センター 午前１１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
１日,８日 

１５日，２２日 
中央公民館 午後２時～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 ２４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 ９日，２３日 福祉センター 午前９時３０分～ 健康な体づくり 

やさしい 

ヨガ サークル 
４日,１１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 

８日,２２日 中央公民館 午後７時３０分～ 
ストレッチ 柔軟性は若さの秘訣 

運動習慣をつける 

第３土曜日 福祉センター 午前９時３０分～ 
ウォーキング 

初心者歓迎 体力＆免疫力アップ 

健康太極拳 
３日,１０日 

１７日,２４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。 

ワンツーパソコン 
１日,８日 

１５日,２２日 
福祉センター 午後２時～ パソコン教室 

 

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～ 

スペイン語教室 第２・第４木曜日（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。 

★☽１月の 

夜間窓口は 

２５日 ☾★ 


