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子育て世代支援施設
OPEN！
特集

飯綱町子育て世代支援施設の開所式終了後、
ワークセンター利用者のママさん主催のオープニ
ングイベントを開催。
テープカット

スタンプラリ
ー

ガチャで
みつどんの
カンバッジを
プレゼント

子育て世代を支援する
新しい拠点の誕生
「子育て支援センター」、
「ワークセ
ンター（ｉワーク）」、
「 母 子 保 健の拠
点」の３つの機能を兼ね備えた「子育
て世代支援施設」が 月 日に開所
しました。
新 緑がまぶしいさわやかな風の中
で開 所 式が行われ、関 係 者や多くの
親子が訪れました。
これまで子育て支援センターは、飯
綱 町 民 会 館の限られたスペースを利
用 して運 営 していたため、子 どもの
年 齢や発 達に応じたプログラムを実
施することが困難でした。
また 、 平 成 年にオー プンした
ワークセンターも、利用者の増加によ
り託児スペースやワークスペースが手
狭になり、
ニーズにあったセミナー等
の提供ができない状況にありました。
町では、
こうした課題を解消し、両
施 設の利 用 者 拡 大と交 流 促 進を図
るとともに、母 子 保 健 機 能を付 加し
た、妊 娠 期から子 育て期までのきめ
細かなサービス提 供と、誰もが利 用
しやすい「 子 育て拠 点 」の構 築に向
け、「地方創生拠点整備交付金」を
活用して、子育て世代支援施設の整
備を進めてきました。
今回の特集では、
この「子育て世代
支援施設」の各機能や利用者の声な
どを 紹 介 しながら 、これからの町の
子育て支援の姿を展望します。
29

5

10

オープニングイベント

ガチャ

撮影会
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ワークセンター
（ｉワーク）
ワークセンターを２階に移転しリニューアルしました。本年度から、まちづくり会社「カンマッセいいづな」が町から
業務委託を受けて運営します。子育て中の女性等に多様な働き方を提案し、ニーズに対応した在宅ワークやスキ
ルアップの機会を提供しながら、子育てと仕事の両立を支援します。
ネット環境やプリンター・パソコンを完備し、様々な仕事をすることができる他、iワークを利用する際は、保育士
が施設1階の子育て支援センターでお子さんをお預かりしますの
iワークの利用者です。
この町で子育てし
で、安心して自分のペースで仕事ができます。
ている仲間とオープニングイベントの景品
また、キャリアカウンセラーを配置し、結婚、出産、育児などの
（みつどんグッ
ズ）
やスタンプラリーのスタ
ライフスタイルにあった働き方を相談できる体制を整えました。
ンプを作りました。同じ趣味を持つママさ
山崎まほさん
んと一緒の作業は楽しいですね♪
飯綱町に移住してから、
デザイ
ンの仕事をするためにｉワークを
利用しています。子どもが保育
園に入園する前は、
ｉワークの
託児で子どもを見てもらい、安
心して仕事に集中できました。
これからも利用したいです。

子育ちと親育ちの拠点
「飯綱町子育て世代支援施設」

（左から） 飯森葉子さん
松岡育美さん
荒井亜由美さん

子育て支援センター・子育て世代包括支援センター
（１階）
ワークセンター
（２階）

子育て支援センター
子育て支援センターを1階に設置しました。親子遊びや交流、育児・発達に
関する情報提供や相談業務等を保育士が行うことで、就園前の親子が、安心・
安全に過ごせる環境を整えています。 また、子育ての手助けをしてほしい方と、
子育てのお手伝いをしたい方がそれぞれ会員として登録し、育児に関する相互
援助活動を行う
「ファミリーサポートセンター事業」
も、子育て支援センター内で実
施することができるようになります。

▲２階 i ワーク利用者のお子さん
を預かる保育士
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▲スタッフの写真が貼ってあるので安心です

▲ママさんたちが作った
「みつどんグッズ」
◀みつどんの時計があるよ
施設内はみつどんがいっぱい

支援センターはママ達の
息抜きの場です。他の子
どもたちの成長が見られ
るのもうれしいです。
子どもをたくさん遊ばせた
いです。

長野県立大学との連携事業で
「ぐるんぱ」
の学生が
サークル活動の一環として遊びに来てくれます。
お姉ちゃん
かわいいよ♥

園児と触れ合うこと
はありますが、乳児
と関わる機 会がな
いため新鮮です！
大学生のお姉さん
と関われることがな
い のでうれしいで
す。みんな子どもの
接し方が上手。子ど
もも「お姉ちゃんか
わいい」
と言ってお
気に入りです。

▲「らららぞうきん♪」の手遊びの様子

飯綱町は子育てに力をいれ
ていて、親子が触れ合える場
所があるのはいいですね。
将来は、保育士か子育てに
関わる仕事に就きたいです。

▲「古紙のリサイクルを考えるの会」からの
ご寄付により購入した本です

チビッコ芝広場も
リニューアル‼
いつでも、どなたでも
ご利用できます

日本一女性が
住みたくなる町

おらちの嫁さん
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ワークセンター利用者からワークセ
ンター運営スタッフとして働くよう
になった女性を紹介します。

松木 春菜（まつき はるな）さん

２人目のお子さんが１歳だった頃、ワークセンターを利用していた春菜さん。現在はリニュー
アルしたワークセンターで、運営スタッフとして働いています。
「融通のきく仕事をしたいという気持ちでワークセンターで在宅ワークを始め、もう４年ほど経
ちます。この度、いろいろなご縁でお世話になったワークセンター運営のお手伝いをする事に
なりました。子育て中の方のサポートができる事を楽しみにしています！ぜひ新しくなったワーク
センターに足を運んでくださいね！」
4

母子保健の拠点
町内に住所がある0歳から18歳までの子どもと保護者、その家族を対象に、妊娠期から子育て期にわたる切れ
目のない支援のために、子育て世代支援施設内と健康管理センター内に「子育て世代包括支援センター」を設置
します。保健師等を配置して、「母子保健サービス」
と
「子育て支援サービス」
を一体的に提供できるよう、きめ細か
な相談支援を行います。

妊娠期から子育て期の各ステージで必要となる支援
「子育て世代包括支援センター」
は、下の各ステージを通じて、地域の関係機関が連携して切れ
目ない支援を実施するために、必要な情報を共有し、総合的な支援体制をコーディネートします。
※健康管理センター等で実施しているものも記載しています。

妊娠期

①妊娠届出の機会に面談等を行うことにより、すべての妊産婦等の状況を継続的に把握
②心身の不調により手厚い支援を要する人について、関係機関と協力して支援プランを策定
③「妊娠期の教室」
での妊婦・家族に対する保健指導・支援

出産直後

④産後ケア事業による、出産直後の母子への心身ケアや育児のサポート
⑤乳幼児健診、新生児訪問等による保険指導・支援
⑥生後４か月までに、乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育
環境等の把握
（こんにちは赤ちゃん訪問）
⑦養育支援が必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行い、当該家庭の適切な
養育の実施を確保

子育て期

⑧子育て中の親子同士が交流、相談、情報提供の場
⑨保護者の就労状況等に応じた認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育事業等の紹介
⑩児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応、子どもの保護・支援・保護者支援
⑪疾病や障がいのある子どもの支援

妊娠期の教室や乳児健診が、新しくできた子育て世代支援
施設でできるようになります。また、離乳食教室に参加されるお
子さんを保育士がお預かりすることもできるようになりました。
「妊娠」
「出産」
「子育て」についての不安や困りごとなどがあ
る時は、お気軽にご相談ください。
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子育て施策のワン
ストップ化を目指して

町では、「日本一女性が住みたく
なる町」づくりに向け、「ワークセン
ター事業」の取組や「子育て支援セ
ンター事業」の拡充を進めてきまし
た。
「子育て世代支援施設」は、この２
つの施設機能を統合することによ
り、構造的な課題解決を図り、併せ
て母子保健機能を付加することで、
「母子保健サービス」、「子育て支援
サービス」、「子育て世代の就労支援
サービス」の一体的な提供を行う、
新たな「子育て拠点」として誕生し
ました。
「子育て世代支援施設」の開設に
より、子育て関連施策のワンストッ
プ化が可能になり、町の子育て環境
はより充実したものとなります。こ
れ は「 日 本 一 女 性 が 住 み た く な る
町」づくりのゴールではなく、新た
なスタートです。
乳児健診等で「子育て世代支援施
設」を訪れた人が、継続して施設を
利用し、子育て中の様々な心配や悩
みをいつでも気軽に相談できる体
制づくりに向け、関係機関との連携
強化やサービス・機能の拡充など、
利用者のニーズに応える施設運営
を進めます。そして、「この町だか
らこそ子育てが楽しい！」そんなま
ちづくりを目指します。

（押鐘裕子保健師）

避難情報が避難指示に一本化され、
差し迫った状況が分かりやすくなりました
台風や集中豪雨などの災害時に市町村が発表する避難情報について、政府は発令基準を見直しました。
甚大な被害をもたらした令和元年東日本台風（台風第19号）等においては、避難勧告、避難指示の区別等、行
政による避難情報が分かりにくいという課題が見えてきたことに加え、避難しなかった又は避難が遅れたことによ
る被災等が多数発生しました。
災害の恐れが高い時に出す情報を「避難指示」に一本化し、差し迫った状況が分かりやすく伝えられるようにな
りました。
万が一の時は、迅速な避難行動が取れるよう、町民みんなで心がけておきましょう。

令和３年５月２０日から

警戒レベル

４

ひ

な

ん

し

じ

避難指示で必ず避難
避難勧告は廃止です
ひ

な

か

ん

こ

く

新たな避難情報等

警戒レベル

５

ん

これまでの避難情報等

き ん きゅう あ ん ぜ ん か くほ

緊急安全確保※１

災害発生
又は切迫

災害発生情報

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４
３
２
１

（発生を確認したときに発令）

・避難指示（緊急）
・避難勧告

ひ な ん しじ

避難指示※２

災害の
おそれ高い

高齢者等避難※３

避難準備・
高齢者等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

こう れ い しゃとう ひ な ん

災害の
おそれあり

気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、
これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
タイミングです。

5 4 3
警戒レベル５は、

避難勧告は廃止されます。

避難に時間のかかる

すでに安全な避難ができず

これからは、

高齢者や障害のある人は、

命が危険な状況です。

警戒レベル４避難指示で

警戒レベル３高齢者等避難で

警戒レベル５緊急安全確保の

危険な場所から全員避難

危険な場所から避難

発令を待ってはいけません！

しましょう。

しましょう。

内閣府（防災担当）
・消防庁
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援一覧表
町では、新型コロナウイルス感染症対策として各種の支援等を行っています。支援等の詳しい内容については、
問合せ先までお気軽にご相談ください。

新たな日常（新しい生活様式）により、感染を防止するための行動を自ら考え実践しましょう！
名

称

支援概要

町民・子育て世帯支援

①令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方
低所得の子育て世 ②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月
帯に対する子育て
分の児童扶養手当の支給を受けていない方
世帯生活支援特別 ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
給付金
（ひとり親
するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同
世帯分）
じ水準となっている方
■給付額：児童１人当たり一律５万円

申請期間等

①は給付済
②③は、令和４年２月
28日まで申請受付

事業者支援

緊急小口資金

・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少
額の費用の貸付を行います
（20万円以内）

総合支援資金

・生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います 申込期限
（水）
まで
・２人以上の世帯：月20万円以内 単身世帯：月15万円 ６月30日
以内
・貸付期間：原則３か月以内
（延長の貸付も受付けます）

飯綱町感染拡大防
止特別支援金

・酒類の提供を行う町内の飲食店等において、感染症拡
大防止のため、町からのお願いに応じて自主的に営業
時間の短縮等を行った事業者
・支給額：１施設
（店舗）
につき 20万円

申請期間終了

問合せ先
・厚生労働省
コールセンター
0120-400-903
（受付時間：
平日９時～ 18時）
・飯綱町教育委員会
子育て支援係
253-4769

飯綱町社会福祉協議会
253-8456

産業観光課商工観光係
253-4765

税金・使用料等関係

①感染症により主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病
を負った第１号被保険者
（65歳以上）
②感染症により主たる生計維持者の事業収入等が前年よ
介護保険料の減免
り３割以上の減少が見込まれる第１号被保険者
（65歳
以上）
①②とも保険料の一部又は全額免除となります

適用期間：
令和２年２月１日から
保健福祉課介護支援係
令和４年３月31日まで
253-4764
※減免には別途要件が
あります

①感染症により世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世
帯
国民健康保険税の
②感染症の影響により世帯主の収入が前年と比較して
減免
30％以上減少が見込まれる世帯
①②とも税金の一部又は全額免除となります

適用期間：
令和２年２月１日から
住民環境課国保年金係
令和４年３月31日まで
253-4762
※減免には別途要件が
あります

①感染症により世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世
帯
後期高齢者医療保
②感染症の影響により世帯主の収入が前年と比較して
険料の減免
30％以上減少が見込まれる世帯
①②とも保険料の一部又は全額免除となります

適用期間：
令和３年４月１日から
令和４年３月31日
※減免には別途要件が
あります

住民環境課国保年金係
253-4762

国民健康保険・後 被保険者が感染症に感染した又は疑いがあることにより
期高齢者医療保険 療養するため出勤できず給与が減少したことに対する手
の傷病手当金
当金の支給

適用期間：
令和２年１月１日から
令和３年６月30日

住民環境課国保年金係
253-4762

国民年金保険料の 感染症の影響により収入の減少が見込まれる方は申請に
免除
より保険料が一部又は全額免除となります

適用期間：
令和２年２月以降の保
険料が対象

住民環境課国保年金係
253-4762

収入が大幅に減少した等により町営住宅使用料の支払い
町営住宅使用料の
が一時的に困難な方要件：緊急小口資金、総合支援資金
支払猶予
利用者

随時申請受付

建設水道課建設係
253-4766

収入が大幅に減少した等により水道料金の支払いが一時
水道料金の支払猶
的に困難な方要件：緊急小口資金・総合支援資金の利用
予
者

随時申請受付

建設水道課上水道係
253-4767

収入が大幅に減少した等により下水道使用料の支払いが
下水道使用料の支
一時的に困難な方要件：緊急小口資金・総合支援資金の
払猶予
利用者

随時申請受付

建設水道課下水道係
253-4767

この一覧表は令和３年５月末現在の内容です。今後追加となった支援等については随時お知らせします。

新型コロナウイルス危機を乗り越えましょう
Overcome the Coronavirus Crisis
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飯綱町

Iizuna Town

た う

むらじゅう

た う

お

はばひろ

し ん め

ころ

村中の田植えが終わる頃
ざさ

田植え

ざさ と

やま

山のくま笹の新芽がのびて

お

終えらった

しっかりした幅広な葉になります

ああ
やっとこさな

ご ご

な っ ち ょ だ ね （※１）
午後くま笹採りに
い

行くけも

は

かい

ほうかね
い

おらも行くかな

ささ

の う か

原作・信州いいづな食の風土記
（編集／発行・だんどりの会）
漫画・小林浩道
監修・だんどりの会

つきました

ささ

どこの家でも笹もちを

いえ

田休みとなった農家では

た や す

この笹を使い

︱笹もち︱

ん！
ん！

よし！

いいあんばいに
で き

出来たぞ

どうだね（方言）

※１
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ぎ

も

まちげねえように
うらっかえ

し

なんで

裏返しにして持ってな

うん

ふ

不思議だな
うら

裏だとくっつかねんかな

ふ

し

ぎ

せ

ぼ う ふ さ よ う

不思議だ言えば
は

この葉には防腐作用があってな
かびることがねえ
だからこうして
ほ ぞ ん

み そ

保存できる

つけもの

つか

漬物や味噌の
ふたにも使ったりね

ざさ

くま笹って
スゲーんだな

ささ

み そ

ひ

や

た

笹もちはいろりの火で焼いて

かお

きなこや味噌をつけて食べます
ささ

この笹の香りが

こ ら い

またいいな
うん

たけ

うめ～

ささ

お

よりしろ

笹や竹は古来より
かみ

しょくぶつ

あいよう

神が降りてくる依代とされ
ささ

かみ

せいじょう

そな

もの

めでたい植物として愛用されてきました
つつ

ささ

この笹で神への清浄なお供え物の

かん

もちを包む笹もちは
こ じ ん

あじ

古人のロマンを感じさせる

ふるさとの味です

9

4月10日（土）～5月16日（日）

いいづなまち花めぐり2021開催
「いいづなまち花めぐり2021」が開催されました。袖之山のシダレザクラを訪れた観光客は、樹齢300年以
上の風情ある桜を楽しんでいました。今年の桜は例年
よりも10日から14日程早い開花となりました。
各地区に咲く花が、飯綱町を彩りました。

▲むれ水芭蕉園

▲上赤塩カタクリ群生地

▲袖之山のシダレザクラ

4月24日（土）

長野県市町村対抗駅伝に出場しました！
「第30回長野県市町村対抗駅伝大会」及び「第16回長野県市町村対抗小学生駅伝大会」が松本市で行われまし
た。選手の皆さんは、飯綱町代表として最後まであきらめずにタスキをつなぎました。
飯綱町は、一般の部では参加市町村36チー
ム中の31位、小学生の部では参加市町村43
チーム中の10位で、町の部では2位入賞とい
う輝かしい結果となりました。
選手の皆さん、
関係者の皆さん
お疲れさまでし
た。
町民の皆さん、
応援ありがとう
ございました。
▲タスキをつなぐ小学生選手

▲大会終了後の選手の皆さん

4月28日（水）

牟礼駅前花壇で「まちづくり」
町と地域で作り上げている牟礼駅前の花壇。
今年も栄町老人会「長寿会」の皆さんが色とり
どりの花を植え、明るい駅前になりました。
今後は水やりなどの花壇の管理は、長寿会
と北部高校生の皆さんにご協力いただきます。
通勤・通学で牟礼駅
を利用する方が、毎日
気持ちよく利用できる
よ う に、 こ れ か ら も、
地 域 の 皆 さ ん と 共 に、
牟礼駅前花壇で「まちづ
くり」を目指します。

▲花植えをする長寿会の皆さん
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5月7日（金）・10日（月）・14日（金）
牟礼小学校・三水小学校

赤塩焼でタイルを製作

町内２校の小学校6年生が、飯綱町集落支援
員で陶芸家の冨高俊一さんの指導の下、町有形
文化財の「赤塩焼」のタイルを各小学校で作りま
した。出来上がったタイルは今年の夏に完成す
る役場新庁舎通路に貼り
付ける予定です。
「粘土を平らにするのが
難しかった。大人になっ
ても役場にこのタイルが
残っているのはうれしい」
と楽しそうに伝統文化に
触れていました。
▲三水小６年生

▲冨高さんの指導を受ける牟礼小6年生

5月20日（木）

ゼロから始める野菜塾
町では野菜栽培の底辺拡大と振興を目的に、信州
大学工学部特任教授の大井美和男先生を講師に迎え、
野菜栽培に興味・関心のある人を広く対象とした、
「ゼロから始める野菜塾」を開校しました。
第1回目のこの日は、りんごや米農家、水耕栽培
にチャレンジしている人、これから農業に挑戦する
人など13名が参加。参加者からは「土づくりの基礎
から学びたい」、「有機栽培に取り組みたい」など、そ
れぞれの野菜づくりに対する思いや期待が飛び交い
ました。
この講座は、文字どおり「ゼロから」参加者と一緒
に創っていく勉強会として、野菜づくりの基礎から、
専門的な知識や技術までを、総合的に学びます。

▲一人ずつ大井先生に
自己紹介する参加者

5月20日（木）

上手に横断歩道を渡れたよ

▲りんごの赤、バナナの黄、スイカの緑、信号と同じ色だね
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南部保育園

南部保育園で交通安全教室が開催されました。交通安全支援
センターの方からパネルシアターなどを使って、信号機の見方
や横断歩道の渡り方などを教えてもらいました。「駐車場や車の
周りで遊ばないでね。必ず大人の人と手をつないで歩きましょ
うね」などのたくさんの約束に、子ど
もたちは「はーい！」と大きな返事を
していました。
室内で話を聞いた後は、園庭で横
断歩道を渡る練習をしました。少し
緊張しながら真剣に取り組む姿が見
られました。
ルールを守りみんなの大切な命を
守りましょう。
▲右も左もよく見てね

掲載してある写真データをご希望の方は、企画課へご連絡ください。（但し、ご本人に限ります。）

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の方へ
８月１日から被保険者証が変わります
現在使用されている被保険者証の有効期限は、７月31日までとなっております。８月から医療機関に
かかるときに提示する新しい被保険者証は、７月中旬以降に郵送にてお届けします。

国民健康保険被保険者証→
後期高齢者医療被保険者証→

被保険者証の色

８月１日から

被保険者証の色

８月１日から

うすみどり色
黄色

新しい被保険者証が届きましたら、記載内容に誤りがないかご確認をお願いし
ます。また、８月になりましたら、古い被保険者証はハサミで切るなどして処分
するか、役場住民環境課国保年金係まで返却してください。

間違えないように

（新しい被保険者証の有効期限は令和４年７月31日です。）

新型コロナウイルス感染症に関する各種制度について
■国民健康保険税・後期高齢者医療制度保険料の減免
①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者（世帯主）が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
の方
②新型コロナウイルス感染症により世帯主の収入が前年と比較して30％以上減少が見込まれる世帯の方
①または②対象世帯の方は申請により保険税（料）が一部または全額免除となります。
国民健康保険税
適用期間※

①②とも

令和元年度（令和２年２月、３月分のみ）
令和２年度分

全期間

令和３年度分

全期間

※収入が減少する年度が減免対象

後期高齢者医療保険料
適用期間

①②とも

令和２年度分（令和３年４月以降普通徴収納期限到来するもの）
令和３年度分

全期間

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金
 被保険者が感染症に感染した又は疑いがあることにより療養するため出勤できず給与が減少したこ
とに対して、申請により傷病手当金の対象となります。
適用期間

令和２年１月１日から令和３年６月30日

※減免・傷病手当金の要件・申請については下記へお問合せください。
▶問合せ

住民環境課

国保年金係

℡253-4762

国民健康保険の特定健診を受診しましょう！
特定健診は、40歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方が受診する健康診断です。健診を
受け、生活習慣病を未然に予防することは医療費の節約だけでなくご自身の健康長寿にもつながります。
ご自身の健康状態を確認する意味でも、年に１回、特定健診を受診しましょう！
▶問合せ

健康管理センター

℡253-6841
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くらしの情報

INFORMATION

健 康 案 内 板
対象

料金

国保特定健診

町民健診

飯綱町国保に加入し
ている40 ～ 74歳の
方（昭和57年3月31
日以前に生まれた方
で、健診当日75歳未
満の方）

20 ～ 39歳の方（昭和
57年4月1日 ～ 平 成
14年3月31日生まれ
の方）

1,000円

1,000円

オプション 心電図検査：無料 心電図検査：
眼底検査：500円
1,000円
眼底検査：500円

▽予防接種
○麻しん風しん混合ワクチン第2期について
対象：平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれの
お子さん
接種期限：令和4年3月31日
 令和3年3月末に、案内通知をお送りしています。
書類をご確認いただき、期限までに接種をしてくだ
さい。
 なお、町外医療機関でも接種が可能ですので、ご
希望の場合は飯綱町健康管理センターまでお問い合
わせください。

▽その他
○定期健康相談
日時：6月21日（月） 9:30 ～ 11:30
場所：飯綱町健康管理センター
 6月17日（木）までに飯綱町健康管理センターへ予
約してください。
※来所の際は、マスクの着用と発熱（37.5℃以上）や
風邪症状がないか、体調の確認をお願いします。
○断酒会
日程：6月2日、9日、16日、23日、30日
（毎週水曜日）
時間：19:30 ～ 20:30
場所：メーラプラザ（地域交流室）
○心の健康相談
日時：6月16日（水） 17:00 ～ 19:00
場所：飯綱町健康管理センター
 6月11日（金）までに飯綱町健康管理センターへ予
約してください。1人おおむね1時間程度。精神保健
福祉士による個別相談です。

▽飯綱町健康管理センターのご案内
〒389-1211飯綱町大字牟礼2220
業務時間：平日8:30 ～ 17:15 （飯綱病院 東隣）
電話：253-6841 FAX：253-6840 有線6841
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▽母子保健
○乳児健診（場所：子育て支援センター）
日付：6月10日（木）
対

象

9 ～ 10か月

令和2年8月生

6 ～ 7か月

令和2年11月生

3 ～ 4か月

令和3年2月生

受付時間等、詳細は通知にてお知らせします。
○歯っぴいお誕生教室（場所：子育て支援センター）
日付：6月16日（水）
対

象

1歳児

令和2年1月～令和2年4月生

2歳児

平成31年3月～平成31年4月生

受付時間等、詳細は通知にてお知らせします。
○おっぱい教室（場所：子育て支援センター）
①授乳中コース
日時：6月11日（金） 13:15 ～ 15:15
対象：授乳中のお母さん。要予約（初回優先）で個
別相談です。（1人30分程度）
②妊婦コース（妊娠期に必要な栄養の講義、母乳に関
するお話、マタニティヨガの体験など）
日時：6月11日（金） 15:00 ～ 17:00
対象：出産予定の方。要予約でグループでの相談
です。
○お子さんの定期健康相談（場所：子育て支援センター）
日時：6月4日（金）、18日（金）
両日とも 9:30 ～ 11:00
（予約不要）
持ち物：母子手帳
 保健師と栄養士がご相談に応じます。身長・体重
測定もできます。
※来所の際は、マスクの着用と発熱（37.5℃以上）や
風邪症状がないか、体調の確認をお願いします。

▽各種健診（検診）のご案内
○結核検診
対象者：65歳以上（昭和32年3月31日以前に生まれ
た方）で、令和3年度検診受診調査書にて申
し込みをした方
検診日：7月1日（木）、2日（金）、9日
（金）、
12日（月）、13日（火）、9月1日
（水）
 対象者には、6月下旬に検診の詳細通知を送付し
ます。新たに健診をご希望の方は、6月中に飯綱町
健康管理センターへご連絡ください。
○国保特定健診・町民健診（集団健診）
 集団健診を申し込まれた方には、受診券と問診票
等を郵送しています。新たに健診をご希望の方は、
飯綱町健康管理センターへご連絡ください。
実施日：6月24日（木）、25日
（金）
 「令和3年度飯綱町各種検診のご案内」には7月の日
程が記載されていますが、7月は実施しません。
会場：飯綱町民会館

INFORMATION

夜間延長窓口のお知らせ

通常の開庁時間に窓口にお越しいただけない方のた
め、毎週月曜日に一部の窓口を開設します。
▶6月の開設日 7日・14日・21日・28日
（毎週月曜日）
▶時 間 17:15 ～ 19:00
▶場 所 会計係窓口・住民係窓口（第1庁舎）
▶取り扱い業務
【会計係】
・税・料金等の納付
【住民係】
・住民票、戸籍謄抄本等、印鑑証明書の交付
・印鑑登録 ・所得課税証明書の交付
・マイナンバーカードの交付（予約がある場合のみ）
・マイナンバーカード電子証明書の更新
▶問合せ 税務会計課 会計係 ℡253-4768
住民環境課 住民係 ℡253-4762

お知らせ
庁舎建設工事に伴う駐車場変更等のお知らせ

役場庁舎建設工事に伴い、5月末から7月下旬にかけ
て図のとおり駐車場等を変更します。また、第2庁舎
の業務開始は8月上旬に計画しています。この間、駐
車場が少なくご不便をおかけしますがご理解とご協力
をお願いします。
【飯綱福祉センター入口】
造成工事のため今までの郵便局側入口は利用できま
せん。福祉センターへは交番前道路から進入してくだ
さい。
【駐車場について】
役場及び福祉センターの駐車場は信号付近の第3駐
車場①または庁舎の西側の駐車場②をご利用ください。

マイナンバーカード夜間交付窓口のお知らせ

郵便局

夜間にマイナンバーカードの交付窓口を開設します。
交付の準備が整った方には「マイナンバーカード交付
予定通知書」を送付しています。通知書を確認してい
ただき、必ずあらかじめ予約してからお越しください。
▶開設日 6月17日（木）、7月16日
（金）
▶時 間 17:15 ～ 19:45
▶場 所 住民係窓口（第1庁舎）
▶取り扱い内容 マイナンバーカードの交付
▶注意事項
・あらかじめ予約が必要となります。
・マイナンバーカード交付以外のお手続きは受付で
きませんのでご了承ください。
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762

加工所施設 7月分の予約受付について

▶日 時 6月3日（木） 9:00 ～
▶受付場所 「野村上加工所」は野村上加工所、「りん
ごパーク大豆加工施設」及び「りんごパークセンター
みそ加工室」はりんごパークセンターとなります。
・予約は、各施設に出向かれた方が優先となります。
・電話での予約は、11:00以降の受付となります。
▶問合せ 産業観光課 農政係 ℡253-4765
りんごパークセンター ℡253-2801

児童手当の現況届提出のお願い

現況届は、毎年6月1日の世帯の状況を把握し、6月
分以降の児童手当を、引続き受ける要件を満たしてい
るかを確認するためのものです。
5月下旬に現況届を郵送しますので、下記の期限ま
でに提出してください。提出がない場合には、児童手
当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
▶提出期限 6月30日（水）
▶提出・問合せ 教育委員会 子育て支援係
（第1庁舎） ℡253-4769

▶問合せ

総務課

総務係

℡253-2511

耐震診断希望者募集のお知らせ

既存木造住宅の耐震診断と耐震改修の希望者を募集
します。昭和56年5月以前の旧建築基準で建てられた
建築物は、大規模な地震により大きな被害を受ける
恐れがあります。町では耐震化に向けた支援を実施し、
地震に強いまちづくりを目指します。
▶耐震診断（精密診断）
・対象：昭和56年5月以前に建設された木造一戸建
住宅
・費用：無料（国・県・町からの補助対象）
▶耐震改修
・対象：町で実施した耐震診断の結果、倒壊の可能
性が高いと診断された住宅
・補助金：耐震改修工事費の2分の1以内（上限1戸
100万まで）
▶問合せ 建設水道課 建設係 ℡253-4766
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可燃ごみ4月分の委託収集量のお知らせ

令和3年4月の1か月間で、各集積所から収集した可
燃ごみの重量、基準年及び前年との比較は次のとおり
です。
今月

基準年

Ｒ３年 Ｈ25年
差引量
４月分 ４月分

125t

前年
増・減

R ２年
４月分

156t △31t △20% 113t

差引量

増・減

12t

11%

小型家電の出し方についてのお願い

飯綱町の小型家電については現在役場三水庁舎で出
すことが可能（平日8:30 ～ 17:15）
ですが、出すにあた
り下記のルールをお守りいただくようお願いします。
○テレビ、エアコン、冷蔵・冷凍庫、洗濯・乾燥機の「家
電4品目」、マッサージチェア等の「大型家電」
、水中
ポンプ等の「ポンプ類」、現場用ライト等の「業務用
製品」、除湿機・冷風扇等の「フロン使用製品」は出
さないでください。
○上記製品のほか、一辺の大きさが50㎝を超える製品
は出さないでください。
○電池・バッテリー、蛍光管等は取り外してください。
○簡 単に外せるもので、他品目で分別できるものは、
できるだけ分別してください。（例：炊飯器の内釜
は金属類へ）

古着回収についてのお知らせ

町では飯綱町ごみ減量化計画（いいづなG35プラン）
により、下記の日程で古着回収を行います。
▶日 時 6月13日（日） 7:00 ～ 10:00
▶場 所 飯綱町民会館ロータリー
▶回収品目 古着（汚れ・濡れ・破れ・カビのないもの）
○海外へ送られリユースされますので、洗濯をして
よく乾かしたものを出してください。
○透明または半透明の袋に入れるか、ひもで十字に
縛って出してください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着
用してお越しください。
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762
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保健福祉課から新規事業のお知らせ

①認知症高齢者の安全と家族へ支援をします。
（飯綱町認知症SOSネットワーク事業）
▶対象者
（町内に居住し以下のいずれかに該当する方）
・65歳以上の在宅で生活している認知症高齢者等
・身体上または精神上の障害が介護保険法の特定疾
病に該当する被保険者であり在宅で生活する方
・その他町長が特に必要と認める方
▶登録
・申請書の記入と、
全身及び顔写真の添付が必要です。
※高齢者等の安全と早期発見できるネットワークの
構築については下記へお問い合わせください。
②認知症者に対する個人賠償責任保険を始めます。
（飯綱町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業）

▶対象者（全てに当てはまる方）
・飯綱町認知症SOSネットワーク事業に登録してい
る方
・飯綱町の住民基本台帳に記録されている方
・認知症または認知症の疑いのある方
※認知症高齢者等とその家族が地域で安心して暮ら
すための保険については、下記へお問い合わせく
ださい。
▶問合せ 保健福祉課 介護支援係 ℡253-4764

経済センサス-活動調査への回答はお済みですか

6月1日を基準日として、「経済センサス-活動調査」
を実施しています。対象の事業所には、5月中に調査
員が調査票をお配りしました。また、6月1日からは調
査員が回答の確認と調査票の回収に伺います。重要な
調査ですので、回答へのご協力をお願いします。
▶インターネット回答期限 6月8日（火）
※安心で便利なインターネット回答をおすすめします。
▶調査員による調査票の回収 6月1日（火）～
※紙の調査票での回答を希望した方のみ
※調査員は必ず「調査員証」を携帯しています。不審
な訪問やご不明な点等がありましたら、下記へお
問い合わせください。
▶問合せ 企画課 企画係 ℡253-2512

INFORMATION

2021年度税務職員採用試験要綱

▶概 要 税務署や国税局で「税のスペシャリスト」と
して勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。
▶受験資格
①令和3年4月1日において高等学校または中等教育
学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過
していない方及び令和4年3月までに高等学校また
は中等教育学校卒業見込みの方
②人事院が上記1に掲げる方に準ずると認める方
▶試験の程度 高等学校卒業程度
▶申込方法等 ※原則インターネット申込み
○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力する。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○受付期間：6月21日（月）9:00 ～ 30日（水）
※インターネット申込みができない場合
○問合せ先：希望する第1次試験地を所轄する国税局
▶試験日 第1次試験日：9月5日（日）
第2次試験日：10月13日（水）～ 10月22日
（金）のいずれか指定された日
▶問合せ 関東信越国税局 人事第二課 試験係
℡048-600-3111 9:00 ～ 17:00（土・日・祝日は除く）

動物の正しい飼い方普及月間

6月を「動物の正しい飼い方普及月間」として、長野
県では啓発活動を行っています。この月間は、住民の
皆さんに正しい動物の飼い方についての関心と理解を
深めていただくとともに、人と動物が共生する潤い豊
かな地域社会を築くことを目的としています。
ここ最近町内では、動物（犬・猫）の被害による苦情
が寄せられています。飼主の皆さんは次の点を守り、
責任をもって動物を飼いましょう。
・動物の種類や習性などに応じて、健康維持や安全確
保に努めましょう。
・動物が人の生命などに害を加えたり迷惑を及ぼした
りすることのないよう注意しましょう。
・動物がみだりに繁殖することを防ぐため、不妊去勢
手術を行いましょう。
・感染症を予防するために必要な注意を払いましょう。
・動物の所有者を明らかにするため、名札などを装着
しましょう。（犬は、飼い犬の登録と狂犬病予防注
射を実施して、鑑札・注射済票を装着すること。）
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762

航空学生・防衛大学校等学生募集のお知らせ

【航空学生】
高校卒業後、大空で活躍するパイロットになる最短
心配ごと相談及び行政相談所の開設
コース
毎日の生活のちょっとした困り事や悩み事について、 【防衛大学校学生】
国を思い将来を見つめる自衛隊のリーダーを目指す
どなたでも気軽にご相談ください。相談は無料で秘密
【防衛医科大学校医学科学生】
は固く守られます。
総合臨床医として国際的に活躍できる自衛隊医官を
▶日 時 6月8日（火） 13:30 ～ 15:30
目指す
▶場 所 メーラプラザ 相談室
【防衛医科大学校看護学科学生】
▶相談員 民生児童委員、司法書士、人権擁護委員、
未来に目を向けた看護師養成課程
行政相談委員
※上記の募集受付は7月1日（木）からです。
▶問合せ 保健福祉課 福祉係 ℡253-4764
※資格・受付期間・試験日等の詳細につ
〔民生児童委員、司法書士、人権擁護委員〕
いては、防衛省による自衛官募集の
総務課 総務係 ℡253-2511
ホームページをご覧ください。
〔行政相談委員〕
▶問合せ 自衛隊長野地方協力本部
6月のおはなし会
長野地域事務所 ℡235-6026
▶日 時 6月12日（土）・26日
（土） 10:00 ～ 11:00
広告
▶場 所 飯綱町民会館 元気の館
▶問合せ 飯綱町公民館 ℡253-6560

催

し

アクアフィットネス教室参加者募集について

三水B&G海洋センターでは、アクアフィットネス教
室の参加者を募集します。
▶講 師 依田 郷子 先生（長野体育指導センター）
▶会 場 三水B＆G海洋センター プール
▶内 容 プールの中で音楽に合わせて楽しく運動し
ます。
▶日 時 6月16日～ 8月18日の毎週水曜日
19:00 ～ 20:00 （全10回）
▶参加費 1人4,000円
▶定 員 20名
▶申込み・問合せ 三水B&G海洋センター ℡253-8951

飯綱東高原グランピングが
リニューアルします！

この夏、霊仙寺湖畔のグランピング施設は
エリアを拡大増設して生まれ変わります

説明会を開催します
日 時
場 所

7 月 25 日（日）11:00～

むれ温泉 天狗の館

飯綱東高原観光開発株式会社 ☎026-253-3210
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歴史ふれあい館からのお知らせ
連続文化財講座のご案内

令和3年度特別展関連行事として、月に2回程度の
ペースで連続文化財講座を開催します。
■第3回 「町有形文化財 高札と相撲免許」
▶日 時 6月5日（土） 13:30 ～ 15:00
▶場 所 いいづな歴史ふれあい館 小ホール
▶定 員 町内在住者、一般15名（予約先着順）
■第4回 「町天然記念物 トウギョと舟石」
▶日 時 6月19日（土） 13:30 ～ 15:00
▶場 所 いいづな歴史ふれあい館 小ホール
▶定 員 町内在住者、一般15名（予約先着順）
■第3回・第4回共通
▶参加費 図録「飯綱町の文化財」1冊付き 800円
図録不要で参加のみ 無料
▶申 込 事前にいいづな歴史ふれあい館まで

星空観望会のご案内

星空観望会を、感染症予防対策を行いながら、事前
予約制で開催します。
▶日 時 6月12日（土）・26日
（土） 19:30 ～ 21:00
▶場 所 いいづな歴史ふれあい館 天体観測室
▶対 象 町民限定の一般（子どもから大人まで）
▶参加費 無料
▶申 込 事前にいいづな歴史ふれあい館まで
※新型コロナウイルス感染症予防対策へのご理解とご
協力をお願いします。
※今後の感染症拡大状況により、中止または予定変更
になる場合がありますので、ご了承ください。
▶問合せ いいづな歴史ふれあい館 ℡253-6646

納税日のお知らせ
6月30日（水）は納税日です

今月の町税及び各種料金の納期限は、現金払い、口
座振替ともに6月30日（水）です。口座振替をご利用の
方は前日までに残高の確認をお願いします。
▶町税・各種料金は次のとおりです。
町県民税、国民健康保険税、介護保険料、保育料（時
間外含む）、一時保育料、園バス使用料、学童保育料、
給食費、緊急通報装置使用料、住宅使用料
▶問合せ 各担当まで

飯綱町地域活動支援センターからのお知らせ

飯綱町地域活動支援センターは、障がいのある人の
相談窓口です。また、余暇等を企画し地域での暮らし
が充実したものになるよう応援しているところです。
■「カフェ」
 みんなの交流の場。お茶を飲みながら会話を楽し
みます。
▶日 時 6月7日・14日・21日
（月） 15:30 ～ 16:30
■「いこい」
 精神に障がいのある方の社会復帰に向けての支援
や余暇活動の支援（おやつ作りやカラオケなど）をし
ています。
▶日 時 毎週火曜日 13:30 ～ 15:30
■「余暇企画（わたしのじかん）」
 障がいのある方の余暇活動の支援（クラフト、カ
ラオケ、温泉など）をしています。
▶日 時 毎週木曜日 15:30 ～ 16:30
※内容など詳細は下記へお問い合わせください。
▶問合せ 地域活動支援センター（メーラプラザ内）
℡253-7519

アップルミュージアムからのお知らせ
地域おこし協力隊七人展

▶期 間 5月29日（土）～ 6月27日
（日）
▶時 間 9:00 ～ 16:00 ※入場無料
▶休館日 月曜日
▶場 所 いいづなアップルミュージアム 企画展示室
▶内 容 現 在 町 内 で
活躍している協力隊
員8名 の う ち3名 と
OB4名による有志7名
の作品展です。写真、
筆文字、木工芸、陶芸、
そして動画等、飯綱町
に根ざし地域を盛り
写真/眞鍋知子
上げる協力隊員の個性が光ります。どうぞ、多彩な
作品をご鑑賞ください。
▶お願い ご入館の際は、新型コロナウイルス感染症
予防対策に伴う対応へのご協力をお願いします。
▶問合せ いいづなアップルミュージアム ℡253-1071

中学校図書館から開館日のお知らせ
7月

6月

【平日開館】
16:30 ～ 20:00 【休日開館】
9:00 ～ 19:00 【平日開館】
16:30 ～ 20:00 【休日開館】
9:00 ～ 19:00
1日（木）、 2日（金）
6日（火）～ 9日（金）
13日
（火）
～16日
（金）
20日（火）、21日（水）

3日（土）、 4日（日）
10日（土）、11日（日）
17日（土）、18日（日）
22日
（木）
～25日
（日）
27日
（火）
～31日
（土）

1日（火）～ 4日（金）
8日（火）
～11日（金）
15日
（火）
～18日
（金）
22日
（火）
～25日
（金）
29日（火）、30日（水）

5日（土）、 6日（日）
12日（土）、13日（日）
19日（土）、20日（日）
26日（土）、27日（日）

※上記以外は閉館日です。新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる可能性があります。
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高齢者の新型コロナワクチン接種のお知らせ
85歳以上の方からワクチン接種が始まっています。お手元に接種券が届きましたら、接種を希望さ
れる方は、1回目と2回目を一緒に「飯綱町ワクチン接種予約センター」へ予約してください。
＊予約開始直後の電話は繋がりにくいですので、日を改めるなどして予約してください。
令和４年３月31日の年齢

６月のスケジュール（予定）
予約・接種できます。
（５月に接種券を発送しています。
）

85歳以上の方
75歳以上の方

予約できます。
６／ ５日
（土）
から接種開始

65歳以上の方

６／ ２日
（水）接種券発送
６／ ７日
（月）から予約開始
６／ 20日
（日）から接種開始

＊接種会場：
飯綱町健康管理センター
＊治 療中の方（薬を飲んでいる
方、定期的な通院されている
方も含みます。
）は、かかりつ
け医に接種可能かの確認をお
願いします。
飯綱町役場 保健福祉課
新型コロナワクチン接種対策室

日本脳炎ワクチンの供給量減少について
日本脳炎ワクチンを製造している２社のうち、１社の製造が一時的に停止したことにより、現在、日
本国内では日本脳炎ワクチンの供給量が大幅に減少しています。この影響は、来年の春頃まで続く見込
みです。ワクチンの供給が安定するまでの間、接種を検討されている方は以下をご覧いただき、ご協力
をお願いします。
○全４回の接種のうち、第１期１回目及び２回目の接種が済んでいないお子さんは、接種を
しましょう。
○第１期追加（３回目）及び第２期（４回目）は、ワクチンの供給が安定するまでの間、接
種をお待ちください。
ただし、定期予防接種（公費による接種）として接種が受けられる年齢には上限※があります。
第１期

７歳６か月まで

第２期

13歳まで

年齢上限に近づいている方は、その年齢を過ぎないように接種をしましょう。（年齢上限を過ぎて接
種をする場合、接種費用は全額自己負担になります）
なお、接種の際には必ず事前に医療機関に問い合わせをしていただき、接種予約等が必要か確認をお
願いします。
※平成7年4月２日～平成19年4月1日までの間に生まれた20歳未満の方は、定期予防接種の対象とな
ります。接種歴によって対応が異なりますので、飯綱町健康管理センターまでご相談ください。
【お問い合わせ】飯綱町健康管理センター（電話）253-6841
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りんごの魅力、掘り起こし
第５回 印度りんごとインドのりんご！？
飯綱町集落支援員（りんごのまちづくり担当） 藤澤 充子

印度は、日本初のオリジナル品種
日本で最初のりんご品種「印度」は明治初期に誕生しました。印度につい
て「青森県のりんご/杉山芬氏著」には、津軽の城下町、弘前でひょっこり
誕生したりんごと書かれています。明治初期は、新しい品種を生み出す研
究・技術が未だ発達していなかった時代です。ひょっこりという言葉から
は、蒔かれた種子から思いがけず、良いりんごが誕生した状況が想像され
ます。果肉はやや硬く、酸味は無く、独特の甘さを持つ印度は、昭和にな
ると甘さを求める日本人の嗜好に合い、戦後は高級りんごとして認知され、
長野県内でも多く栽培されていました。

印度の花

ゴールド、ドルチェ、秋映に印度のDNA！
印度は日本品種の交配親として、現代にも、その血統を残しています。
おうりん

む つ

とうこう

ゴールデンデリシャスと印度を交配し誕生した品種に、王林、陸奥、東光
せんしゅう

があります。東光が親品種である「千秋」は、長野県生まれの「シナノゴー
ルド」と「シナノドルチェ」
、そして「秋映」の親品種です。さしずめひ孫に
なるでしょうか。印度の特徴を考えてみると、ゴールド・ドルチェは果実
がやや長円錐形で、果肉の肌理などにも類似点があるように感じます。

日本生まれで、品種名はなぜ印度？

印度の幼果

印度は名称の由来について明らかではありません。①明治8年東奥義塾教師となったジョン・イングの名前から、
②イングの出身大学米国インディアナ・アズベリー大学に由来、③米国インディアナ州に留学した東奥義塾生が種子
を送ってきた等の説が有力です。いずれにしても、かの国インドから名付けられたのではないようですね。

旧東奥義塾外人教師館／明治33年に再建。 ／ 2018年取材

弘前中央青果市場に並ぶ木箱の印度。 ／ 2018年取材

インドのりんご事情とは
インドとりんごについて紹介しましょう。FAO(国連食糧農業機関)の生産データをもとに、公益財団法人中央果実
協会がまとめた「世界の主要果実の生産概況：2018年版」によると、2017年の日本のりんご生産量は73万トン、イ
ンドは226万トンで、
世界第5位です。意外にも日本よりも、
りんご生産量が圧倒的に多いのですね。暑い気候、
カレー・
スパイス・紅茶等が思い浮かぶインドですが、国の北部地域がりんごの生産地です。ジェトロのインド・ニューデリー
事務所発情報では、自国消費の他に、バングラディッシュ等の近隣国に輸出もしているそうです。
参照資料「青森県のりんご/杉山芬他著」「明治期津軽地方における洋学受容の研究/北原かな子」「世界の主要果実の生産概況 ： 2018年版」
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Ｉの輪 ～話し合い、伝え合い、認め合い～

ごと分かれた９つの教室をオンラ
インで結び、一般生徒は教室のス
「みんなちがうから、みんないい」
クリーン上で生徒会役員の活動計
画や予算案等の説明を聞きました
「みんなちがうから、みんない けていく。これが私の目指す中学
（写真左上）
。生徒会役員の説明が
い」と藤木拓道校長は願いを掲げ、 生の姿です。
」と力強く中学校生活
終わると、質疑に移ります。質問
全 校 生 徒 ２ ４ ４ 名 で 新 学 期 が ス の抱負を述べてくれました。また、
や意見のある生徒は各階のオープ
タートしました。今年度も「新し 始業式では学校長が、かつて担任
ンスペースに用意されたタブレッ
い学力・コミュニケーション能力・ をした学級の登山でのエピソード
ト端末の前に移動し、自分の意見
ふるさとを愛する心」を学校づく を紹介しながら、
「みんなちがうか
を発表し（写真左）
、生徒会役員は
りの柱として、あらゆる場面で生 ら、みんないい」というメッセー
講堂で応答しました。初めての試
徒の伸長を見守りながら、学校教 ジを投げかけてくださいました。
みでしたが、大きなトラブルもな
育目標の実現に向けて取り組んで １年生のある男子生徒は生活ノー
くスムーズに運営された生徒総会
まいります。
トに、
「まだ知らない人が多いけ
でした。
入学式では、新入生代表の広田 ど、みんなのよいところをたくさ
渋沢穂香生徒会長は、今年度の
幸千さんが、校祭や部活動など心 ん見つけたいです。
」と、前向きな
５月 日、第１回生徒総会が行 生徒会スローガン「Ｉの輪～話し
待ちにしている活動について、
「何 気持ちで学校生活をスタートしよ
われました。計画していた体育館 合い、伝え合い、認め合い～」を
があってもあきらめず、努力を続 うという想いを記していました。
での開催が困難となり、当初は校 発表し、３つの「あい」を大切に
内放送での開催を検討していまし したいという願いを伝えました。
た。しかし、一方通行ではなく、双 「Ｉ」は飯綱中学校の頭文字であ
方向のやり取りのある生徒総会に り、一人ひとりの個性を大切にす
したいという生徒会役員、生徒会 るという願いで、
「私」という意味
顧問の想いで、タブレット端末と も込められているということです。
ウェブ会議アプリを用い、オンラ これからの飯綱中学校生徒会の活
インでの総会となりました。
動が楽しみです。
本部の講堂（写真右）と委員会

1学年 妙高自然の家で仲間づくり

１学年では５月12日、妙高青少年自然の家で体験

学習を行いました。新型コロナウイルス感染症の影
響で日帰りに縮小しての実施となりましたが、午前
中はアドベンチャープログラム、午後はオリエン

テーリングを行い、新しいクラスの仲間とのつなが

りを深めました。ある男子生徒は、
「クラスのみん
なの知らないことを知ることができた。そして、協

力し合うことがこんなにも楽しいとは知らなかっ

た。時間は少なかったけど、
たっぷり楽しめた。
」と

記し、充実した体験学習の様子が伝わってきました。
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町では、町名の「いいづな」が国際的により正確な発音で
呼ばれるよう、パスポートに用いられるヘボン式ローマ字
表記を採用し「IIZUNA」と表記しています。
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全校生徒２４４名で新学期がスタート

飯綱中学校

あい

オンラインでの生徒総会
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