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飯綱町の世帯数 4,211世帯（＋5世帯） （ ）
内は前月比
飯綱町の人口 10,749人 （−6人）
令和３年５月31日現在

飯綱町の人口が
減り続けています
本 年６月に令 和２ 年 国 勢 調 査の
速 報 値が発 表されました。表１は国
勢調査の人口集計結果をまとめたも
のです 。町の人口は昭 和 年に過 去
最 大 と な り 、平 成 ７ 年 に２ 度 目 の
ピークを迎 え 、以 降 減 少が続いてい
ます。
令和２年の総人口はかろうじて１
万 人を上 回りましたが、減 少 傾 向に
大きな変化はありません。
次に、次ページの表２は合併時（平
成 年）と令和２年の国勢調査の人
口集計結果を地域別に比較したもの
です。地域別で見ると、
より身近に感
じられるのではないでしょうか。この
年 間に町 内４地 区のすべてにおい
て百人単位の人口が減少しています。

人口減少が引き起こすこと
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さて、町の人口が減り続けているこ
とはわかりましたが、人口減 少は私
たちの暮らしにどのような影 響を及
ぼすのでしょうか。
大幅な人口減少によりまず起こり
うることは、私たち町 民の生 活 水 準
の低 下です 。例 としては、生 活 関 連
サービス
（小売店やクリニックなど）
の
縮 小 、税 収 減による行 政サービス水
準の低 下 、地 域 公 共 交 通の撤 退・縮
小 、空き家や耕 作 放 棄 地 等の増 加 、
地域コミュニティの機能低下などです。
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（表１）総人口の推移

出典：総務省統計局「昭和 50、55、60、平成 2、7、12、17、22、27、令和 2 年国勢調査」
※令和 2 年の数値は速報値を使用しているため、確報値とは異なる場合があります。
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地区名

H17→R2

H17年

R2年

牟礼東地区

5,352

4,696

▲656

-12.3%

牟礼西地区

1,869

1,455

▲414

-22.2%

普光寺・芋川・倉井地区

3,997

3,143

▲854

-21.4%

赤東地区

1,286

1,006

▲280

-21.8%

12,504 10,300

▲2,204

-17.6%

合

計

増減数

増減率

出典：総務省統計局「平成 17、令和 2 年国勢調査」
※令和 2 年の数値は速報値を使用しているため、確報値とは異なる場合があります。

人口減少対策、
まずは『社会増』から

人口増 減の要 素は『 社 会 増 減 』
（ 転 入と転 出の差 ）と『 自 然 増 減 』
（出生と死亡の差）
に分けられます。
人口減 少 対 策のためにはこれら
両方を向上させていく必要があり
ますが、現 在 町では転 入 者を増や
す、社会増を目標にしています。

町への移住相談から
わかってきたこと

町では町 内への移 住を希 望して
いる方からの相 談を随 時 受けてい
ます 。令 和２年 度には 件の相 談
がありました。しかし、飯 綱 町への
移住を希望しているものの、希望に
沿う住まいが見つからず他市町村
に住む方も多くいるのが現状です。

住宅の供給を進める
ことで社会増を目指す

そこで、移 住 希 望 者が理 想の住
まいを 見つけ 、飯 綱 町に移 住 定 住
してもらうため、町では十分な数の
住 宅 を 供 給 し 、その情 報 を 収 集 、
発 信していくことが重 要だと考え
ます。この実 現のため、『 住 宅 供 給
の３本 柱 』を掲 げ住 宅の確 保に取
り組んでいます。
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さらに、
これらの生活環境の悪化
に伴い、転 出 者の増 加や転 入 者の
減 少 、出 生の減 少などが起こると
考えられます。このような負のスパ
イラルに陥ると、
そこから抜け出す
ことは非常に困難です。
このように、町の活 気が失われ、
これまでどおりの生 活が送れなく
なるなど 、人口減 少は私 たちの生
活にも 密 接にかかわることなので
す。

（表２）地域別人口変動

住宅供給の３本柱

民間賃貸住宅の
建設促進

飯綱町への移住希望者の
多くは住宅の新築や中古住
宅の購入をするよりも、ま
ずは賃貸住宅に住みたい、
という方が多いようです。
アパートや従業員宿舎を建
設する個人や法人の方にむ
けた補助金を用意すること
で住宅建設の促進を図って
います。

町営住宅の建設
結婚や出産を機に、新た
な住まいを探したものの町
内には希望に沿う住まいが
見つからず、町から転出し
てしまうケースも少なから
ずあるようです。そのた
め、町営住宅の建設により
移住希望者のみならず、こ
ういったケースへの対応も
想定しています。

空き家・空き地の
利活用

町内には多くの空き家・空
き地があります。空き家は
放っておくと朽ちて“負”動産
になってしまいますが、使え
るうちに貸し出したり、売却
して収益を得ることも可能で
す。
これらに新たな人が住むこ
とで人口が増え、地域がにぎ
わうことにもつながります。

国勢調査とは？
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもと
より、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
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飯綱町の事業実施状況
空き家・空き地の利活用
（空き家・空き地バンク）

空き家・空き地バンクの実績は表３のとお （表3）令和２年度空き家・空き地バンクの事業実績（件）
りです。順調に成約物件が増えています。
情報
登録
登録
成約
提供
申請
完了
※
「空き地」
とは、町内に所在する、住宅を建築
することが可能であり現に使用していない
空き家
101
40
22
6
（近く使用しなくなることが確実に見込まれ
空き地
11
11
9
0
るものを含む。
）
宅地及び雑種地をいいます。
令和 2 年４月１日〜令和３年３月 31 日

町営住宅の建設
（若者住宅）

町では、入居に一定の要件を付した『若者住宅』の建設を進
めています。現在までに39戸を建設し、今後は表４の戸数
を目標に建設を計画しています。

（戸）
（表4）若者住宅の建設予定戸数

令和４年度

令和５年度

令和６年度
4

4

4

4

▲原田地区の若者住宅
令和３年度

みんなでできる人口減少対策
人口減 少 対 策は難しいもののように感
じますが、私たちにもできることがたくさ
んあります。

とについて、話していただけませんか。
ご協力いただける方は、ぜひ一度企画課
までご連絡ください。

最後に

１．空き家情報の提供
現在、町は向こう 年間の計画である、
「第 次飯綱町総合計画後期基本計画」
町では積極的に空き家情報を収集し、
の策 定 作 業を進めており、人口減 少 対 策
所 有 者の方には利 活 用を呼び掛けてい
として、令和 年人口について 万人の確
ます。もし、お近くに賃貸や売買ができ
保を目指しています。
そうな空き家があれば、町へ情報提供を
人口減少社会において、
この目標は決し
お願いします。また、所有者と連絡が取
て簡 単なものではありません。しかし、地
れるようであれば、所 有 者に利 活 用 を
勧めてください。空き家を減らすことは、 方への人の流れが少しずつ出てきているの
も事実です。最近、町の明るい話題として、
コミュニティの維持管理にも役立ちます。
廃 校を活 用した「いいづなコネクト」への
２．誰もが住みやすい雰囲気づくり
企 業 等の相 次ぐ入 居 、町 内での新たな店
舗の開店、農業をするために町への移住を
移住者にとって、新しい環境は心細く
決 意する人など、飯 綱 町で新たに事 業に
ストレスもたまるものです。日頃の挨拶
チャレンジする人が増えています。稼ぐ地
や行事等への参加を呼びかけるなど、早
域をつくることは、新しい人の流れをつく
く 地 域に溶け込み、仲 間として活 動で
ることでもあります。
きるような工 夫 をお願いします 。何か
町は町 民の皆さんにご協 力いただきな
あったときのためにも、顔の見える付き
がら、
「 勇 気を出してチャレンジする人を
合いは大切です。
サポートする町 」、
「 学び、集い、人を育て
ていく町 」という、まちづくりの理 念に共
３．飯綱町の実情を知ってもらう
感する人を呼び込み、人口減 少を和らげ
ながら、次の世代に「活力ある地域社会」
を引き継ぐことを目指します。
町に移 住 相 談に来る方の中には、地
元の方と実際に話してみたい、という方
もいます。特に冬 場の積 雪 状 況 、区・組
活 動 、近 所 付き合いの仕 方などが気に
なるようです。実情を知ったうえでの移
住は長 期 的な定 住にもつながりやすい
ため、町や皆さんがお住まいの地域のこ
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【問合せ先】
飯綱町役場 企画課 人口増推進室
電話：２５３ ２
- ５１２
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玉井勝浩さん・麻莉さん夫妻
「飯綱町は夢をかなえる場所」

ー
ュ
ビ
タ
ン
イ
移住者

「飯綱町に来たのは夢をかなえるためなんです」と、おだやかな笑顔を
見せるのは、玉井勝浩さん。ITコンサルタントの仕事から心機一転、
2020年に横浜市からご家族で移住してきました。「夢はぶどうを栽培し
て家族経営のワイナリーを作ること」と熱く語ります。
移住後は、町内にワイナリーを構える株式会社サンクゼールのぶどう
栽培部門で研修生として働き、休日を使って自分の畑の手入れをしてい
ます。
2021年6月現在、町内に約0.2ヘクタールの畑を借り、計600本
のワイン用ぶどうを育てています。将来的には1 ～ 1.5ヘクタール
まで広げていきたいと考えているそうです。
移住先は、ワイン用ぶどう作りができる土地であることが第一
条件だったと勝浩さん。町からのさまざまなサポートのおかげで
土地を貸してくれる人が見つかり、また、ワイン用ぶどうの普及
に向けて苗木購入に対し費用の一部を補助してくれる「ワイン用ぶ
どう苗木補助」も整備され、とても助かっているそうです。
▲春を迎えて芽吹き始めたぶどう。
会社員である妻の麻莉さんは、移住後もリモートワークでこれ
までの仕事を続けています。お子さんは保育園に預けていますが、小さい子どもは突然熱を出すこ
ともあり、玉井さんご夫婦のように二人とも仕事をしている場合は、どちらかが仕事を休まなけれ
ばならなくなるという心配があります。
飯綱町には病後児保育室「はぐくみ」があり、病後は医師の診断
書をもらって子どもを預けることができますが、とっさのときに
頼れる人がいないのは、移住者にとって共通の悩みでしょう。ま
た、勝浩さんの実家は長野市ですが、麻莉さんは静岡の街中育ち
のため、近くにコンビニがないことにびっくりしたそうです。田
舎暮らしに抵抗はなかったのでしょうか？
「飯綱町にはおもしろいことをしている人がたくさんいますね。
移住者も多く、周りの皆さんもいい人ばかりで住みやすいです。
気さくに声をかけてくれたり、お野菜を分けてくださったりと、 ▲山に登ることも、山の写真を撮
ることも好きな勝浩さんは、山々
いろいろ助けてもらっているので、なんとかなると思っています
が見渡せる飯綱町の景色をとても
（笑）」と、麻莉さん。
気に入っているそうです。
「小さい子どもを育てるには本当にいい環境だと思います。そ
してなんといってもお野菜が美味しいですね。」コロナ禍であっても、豊かな自然の中でのびのびと
子育てができることをありがたく感じている、と前向きに話してくれました。
町に期待することをうかがうと、「子どもの遊び相手や将来の同級生も多い方が楽しいですから、
移住者が増えるとうれしいです。芝生のある公園が近くにあるといいなとも思います」と麻莉さん。
ぶどうと一緒に町に根を張り始めた玉井さんご夫婦。
勝浩さんの畑で採れるぶどうがワインになるのは約5年後です。
ぶどうもお子さんと一緒に陽の光をいっぱいに浴びて、強くたく
ましく、そして美味しく育ってほしいですね。
勝浩さんは、起業する人を応援するビジネスコ
ンテスト「いいづな事業チャレンジ2020-21」に出
場し、「家族経営ワイナリーの設立～飯綱を“ワイ
ン”の町に～」で準グランプリを獲得しました。い
いづな事業チャレンジの様子はこちらからご覧い
ただけます。
https://youtu.be/DiFKUmHhxCI
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『長野県飯綱町移住定住支
援サイト』では他の移住者イン
タビューもご覧いただけます
https://www.town.iizuna.nagano.jp/ijuportal/

熱中症対策を行いましょう
環境省と気象庁は、熱中症予防対策の効果的な情報発信として、「熱中症警戒アラート」の発
表を令和３年４月から実施しています。
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへ
の注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。
熱中症警戒アラートが発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用する等、熱中
症の予防行動を積極的にとりましょう。

熱中症の予防行動
●のどが渇く前にこまめに水分補給をしましょう
（１日当たり1.2Lを目安に）
●屋外で周りの人と十分な距離
（２メートル以上）
を確保できる場合は、会話を控えて
適宜マスクをはずしましょう。
●屋外や、エアコン等が設置されていない屋内での運動は、原則、中止または延期し
ましょう。
●不要不急の外出はできるだけ避けましょう。
●昼夜を問わずエアコンを使用して、部屋の温度を調整しましょう。なお、新型コロ
ナウイルス感染症対策として、換気もこまめに行いましょう。

【熱中症とは】
暑い環境で体温の調整ができなくなった状態で、めまいや吐き気、頭痛、失神等さ
まざまな症状をきたし、最悪の場合は死に至る疾患です。誰でもなる可能性があり、
運動中だけでなく、室内でも起こります。

新型コロナウイルスワクチン接種について
〇接種を受けに来られる方は、受付時間内にお越しください。会場内の密を防ぐため、早くに
来所された場合は外でお待ちいただくことになります。熱中症の危険もありますので、受付
時間内での来所にご協力をお願いします。
〇64歳以下の方の接種については、今回全戸配布したチラシの「飯綱町コロナワクチン接種に
ついて」をご覧ください。
〇64歳以下で基礎疾患のない方には、７月下旬から順次接種券を発送します。
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令和3年度 結核検診のお知らせ
町では、感染症法に基づき65歳以上の方を対象に、結核検診
（胸部エックス線検査）
を実施しています。検診料金は無料です。
▼今年度の対象者：昭和32年3月31日以前の生まれの方
65歳以上の方は感染症法により、年に1回胸部エックス線検査を受けることが義務付けられています。「令和3年度検診受診調査
書」で申し込まれた方には、6月中に検診書類（水色の封書）を送付していますので、必ず事前にご確認いただき、最寄りの会場
で受診してください。
※検診票に記載した日程以外でも受診できます。
▼当日は、無地で刺繍等の装飾のないＴシャツを着用してお出かけください。ご協力お願いいたします。
▼医療機関などで胸部エックス線検査を受ける予定のある方、人間ドックを受ける予定のある方は、当検診を受診する必要はあり
ません。その場合は、検診票を7月30日
（金）
までに飯綱町健康管理センターへご返却ください。

時

間

会

場

時

10:20～10:35 西部公会堂
10:45～11:45 牟礼コミュニティ消防センター
7月1日 13:15～13:25 若宮公会堂
（木） 13:35～14:00 御所之入公会堂

会

7月12日

9:40～10:10 番匠公民館

（月） 10:30～11:40 倉井コミュニティ消防センター
13:30～16:45 福井団地コミュニティセンター
8:50～ 9:15 古町公民館
9:25～ 9:50 中宿公民館

14:10～14:25 中村公会堂

10:00～10:20 高坂公民館

14:35～15:00 田中公会堂

10:30～10:40 坂口公民館

15:10～15:30 寺村公会堂
15:40～16:10 町民会館

場

8:50～ 9:30 平出集落センター

8:50～ 9:30 塩の入バス停前
9:40～10:10 普光寺公民館

間

7月13日 10:50～11:00 地蔵久保公民館
（火） 11:10～11:35 袖之山公民館

8:50～ 9:20 四ツ屋公民館

13:10～14:10 東黒川コミュニティセンター

9:30～ 9:50 福井公民館

14:20～14:50 西黒川コミュニティセンター

10:00～10:30 坂上コミュニティセンター

15:00～15:40 小玉コミュニティ消防センター

10:40～11:20 栄町公民館

15:50～16:55 JAながの飯綱支所東側駐車場（砂利）

7月2日 13:10～14:10 上村コミュニティ消防センター
（金） 14:30～14:40 横手公民館
14:50～15:05 北川公民館
15:15～15:30 夏川コミュニティ消防センター
15:40～16:10 野村上公民館

8:50～ 9:15 野村上公民館
9:30～10:00 JAながの飯綱支所東側駐車場（砂利）
9月1日
10:15～10:30 赤東コミュニティ消防センター
（水）
10:45～11:15 りんごパークセンター
13:30～14:30 町民会館

16:20～16:40 町民会館
8:50～ 9:15 上赤塩公会堂
9:25～ 9:50 赤東コミュニティ消防センター
10:00～10:20 東柏原公会堂
10:30～10:45 奈良本公会堂
11:00～11:15 下赤塩公会堂
7月9日
13:10～13:30 一ツ家コミュニティセンター
（金）
13:40～13:55 東原公会堂
14:05～14:25 風坂公会堂
14:35～14:55 大原公会堂
15:05～15:25 松ノ木公会堂
15:35～16:35 泉屋バス停前
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結核は自覚症状がないまま進行する可
能性があります。
高齢期になり、加齢や持病により免疫
力が低下し、発病する人が増えています。
決して「昔の病気」ではありません。
毎年検診を受けることで、早期発見や
重症化予防につながります。

○天候によっては変更になる場合があります。
その際は防災無線でお知らせします。
【お問い合わせ】
飯綱町健康管理センター（飯綱病院東隣）
電話：253-6841
有線：6841
受付時間：平日８時30分～ 17時15分

5月23日（日）・6月5日（土）
三水小・牟礼小

元気いっぱい 笑顔あふれた運動会

町立の各小学校の運動会が開催されました。前日までの雨が嘘のような晴天の空でした。新型コロナウイ
ルス感染防止のため時間を短縮し、密になる騎馬戦や組体操などの恒例種目はできませんでしたが、子ども
たちは、元気いっぱいの笑顔でグラウンドを駆けまわりました。

三水小学校 5月23日（日）

全力を出そう！

～どんな時もスマイルで～

雨天により日曜日に順延して開催となりましたが、
赤組白組の応援合戦で運動会がスタート。
１年生のかけっこでは、友達と楽しそうに笑顔で走
る子や、１位を目指して真剣なまなざしでゴールする
子の姿が見られました。
子どもたちは練習の成果を発揮し、保護者の歓声が
響き渡る素敵な運動会でした。

▲３・４年生「三水障害物競争」

▲５・６年生「想いをつなげて（リレー）
」

▲１・２年生「なげて おどって 惑星ループ」

▲応援合戦

牟礼小学校 6月5日（土）

見せろ 本気！ 輝け 牟礼小！

運動会のラストを飾ったのは、５・６年生の「架け橋
（表現）」。昨年に引き続き、プロのダンサーから指導を
受け、ダンスの練習を重ねてきました。大切な家族が
見守る中、最高のダンスを披露しました。
子どもたちが一生懸命取り組む姿に心を打たれた、
感動的な運動会でした。
▲３・４年生「むれっ子ソーラン」

▲１・２年生「かごまでとどけ！」

▲５・６年生「架け橋」ダンサーの皆さんも応援にきてくださいました
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5月29日（土）～6月27日（日）

地域おこし協力隊七人展　　　　　　　

町内で活躍している地域おこし協力隊３名と
OB ４名による有志７名の作品展が、アップル
ミュージアムで開催されました。
現在も集落支援員として活躍している冨高俊一
さんの赤塩焼のマグカップをはじめとする、写真、
筆 文 字、 木 工 芸、
動画などの出展が
あり、飯綱町に根
ざし地域を盛り上
げる協力隊員の個
性が光っていまし
た。

▲冨高俊一さんの赤塩焼

▲本郷華子さんの筆文字

6月4日（金）
活動の集大成 ３年生最後の夏 飯綱中学校

部

   飯綱中学校の体育館では、長水・北信大会に向
けた運動部の壮行会が行われました。
   吹奏楽部の演奏が始まると、ユニフォームに身
を包んだ３年生の選手たちが入場してきました。
壇上に整列す
ると、各部ごと
に大会に向けて
の抱負と、今ま
で支えてくれた
先生や保護者へ
の感謝の気持ち
を伝えました。
▲応援してくれる下級生たちに

▲エールを送る応援団

大会への抱負を伝える３年生

　　　　　　　　　　　　　

6月12日（土）・13日（日）

町を花で飾ろう　　　　　　　　　　　　　

栄町区では、集落創生事業の交付金を活用して、
牟礼駅南の佐軍神社周辺を整備し花壇を作りまし
た。
この日は、整備した花壇に、サルビアやマリー
ゴールドなど４種類の花を植えました。
参加者からは「整備した花壇が、区民の憩いの
場になればいいです」という声が聞かれました。

▲新たに立ち上げた「栄町環境美化ボランティア」のみなさんによる花壇整備作業
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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。）

おつかりさん

はい

みょうがかえ

︱やたら︱

えんにゃ
ち

おら家にも
にわさき

い

味噌汁に入れた

み そ し る

庭先にあるんだ
あさ

朝

ち

おら家も
ひる

お昼にやたらに
おも

ああ

しよう思って

ああ

やたらは

も

少し持って

こ て ら ん ね な （※１）

すこ

いくかい？

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

まさ

ああ

勝るもん

ねえやな

非常においしい（方言）

※１
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ご げ ん

やたらの語源は
ざいりょう
なん
材料に何でもやたらに
つか
使うから とか
やたらにうまいから
い
と言われています
となり

みず

かわ

隣はなすの皮をむいて
ぬ

水にさらしてアクを
抜くらしいや
ほうか
このアクがまた
いいんだがな
おかわり！

なんばい

やたらだと何杯でも
いけちゃうね

やたらは

にちじょうてき

こうした日常的に
しょく

食されるもので

よ う い

ありながら
ぜん

お膳が用意される
きゃくせき

りょうり

はれの客席にも
いちばんの
と

取りまわし料理

になりました
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今月の Pick up

農地の多様な活用で
地域の活性化！
農業者の高齢化や後継者不足に伴う農地の荒廃地化が懸念される中、遊休農地や荒廃農地を「市民農園」と
いう形で有効活用する取り組みが、町内で動き出しています。
市民農園は全国でおよそ4,000農園以上開設されており、環境保全機能、教育的機能、コミュニティ機能
等様々な機能を有し、農業体験や生産者と消費者との交流の場を通じて、
「農業」を理解する機会提供として
の役割を果たしています。加えて、近年のリビング・シフト（住み方の変化）やライフスタイルの多様化が進
む中で、関係人口の創出や農業の担い手確保への寄与など、様々な地域活性化への展開が期待されています。
今月のpickupでは、町内に新たに開設された市民農園の活動事例を紹介しながら、市民農園を入口とした
遊休農地活用や多様な担い手農業者の確保に向けた可能性と方向性を考えます。

のらのらファーム
（袖之山地区）
令和2年6月に開園した「のらのらファーム」は、
農地の一角を使用して、気軽に野菜栽培を楽しめ
る市民農園の他に、近隣の農業者を講師とした野
菜の植え付け会や、付近の里山を利用した山菜狩
りなどのイベントも行うなど、自然や農業に触れ
合える
「体験型農園」
として運営されています。
また、隣接する家屋を活用した古民家カフェで
は、農園で収穫した野菜、山菜、野草などを使用
した料理も味わうことができます。
オーナーの高野珠美（袖之山地区在住）さんは、
「普段は食す機会の少ない野草も、調理方法によ
り、
様々な形で楽しめることを知ってもらうなど、
農園利用者に喜ばれています。この農園の活動を
通じて、
『農のある暮らし』
を多くの方々に体験し
てもらい、飯綱町と関わる人々が増えてくれたら
うれしいですね」
と話しています。

▲農業を通して知り合った仲間と一緒に
高野珠美さん（右から２番目）

▲農園利用者が、自身の区画を管理・耕作することが
できるので、
「次は、何を育てよう」
と考えながら、様々
な野菜栽培に挑戦することができます。
農地の一角に、既に「なす」の植え付けを終えたある
利用者は、
「次は、枝豆を作ってみたい」と意欲的に
話していました。
農業には、農産物を生産するというだけでなく、四
季折々の素晴らしい自然や風景との触れ合いなども含
めて、多様な価値があるということを、多くの人に気
づいてもらいたいですね。
消費者として
「農」
に関わってもらうだけでは、本当
の意味での農業の価値や魅力は伝わらないので、市民
農園などで実際に野菜などを育ててもらい、農と関わ
る価値を体感してほしいというのが私の想いでした。
体験農園といっても、
いざ自分で栽培してみると、
思っ
たようにいかないことがたくさんあって、そうした体
験から色々な気づきが生まれ、更に農業や食への関心
を高めていただけるはずだと感じています。
うれしそうにプチトマトを収穫する小さなお子さん
の姿を見ると、私もつい目を細めてしまいますが、農
園での野外活動で土に触れることは、利用者にとって
心身のリフレッシュになりますし、食育の面からも貴
重な体験になるのではないかと思っています。
そしてなにより、農業を通じて多くの方々と様々な
つながりができることを、心からうれしく思います。
これから体験農園の活動を更に広げながら、色々な形
で飯綱の農業を盛り上げていきたいですね。
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市民農園とは？
一般的に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエーション、高齢者の生きがいづくり、生徒・
児童の体験学習などの多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜や花などを栽培する
農園のことをいいます。
農家でない方々が、こうした形式で農地を利用できるよう、自治体、農協、農家、企業、NPOなどが市民農園を開設
できるようになっており、全国で様々な市民農園の取組が展開されています。市民農園の開設にあたっては、多様な方
式があり、開設手続きも異なることから、開設に関心のある方は農業委員会までご相談ください。

畑おこしプロジェクト
（毛野地区）
令和3年4月に赤東区毛野地区で遊休地を活用
して開設された、
『畑おこしプロジェクト』
農園は、
「畑に誰でもアクセスでき、野菜作りを通して命
を育みながら、耕作放棄地の有効活用を進める」
をコンセプトとする市民農園です。
このプロジェクトを主催するのは、長野県立大
学3年生、西崎啓吾朗
（毛野地区在住）
さん。
▲冬秋野菜を作りたい！作るための畑を借りたい！と

「今後、農家が自分の土地を管理することが難
いう人を募集します！
しくなっていく中で、耕作放棄地となってしまう
農地を守っていく方法の一つとして、市民農園を開設しました。セーフティネットとしての意味合い
からの試験的なプロジェクトですが、利用者には農作業を通じて『生み出す力』や『生きるエネルギー』
を感じ、元気になってもらいながら、農業の魅力を体感してもらいたいですね」
と西崎さん。
「4月から事業を開始したばかりなので、畑づくりとその運営をどう展開していくかについては、こ
れから利用者と一緒に考えていきます。市民農園は収益性の低いビジネスモデルなので、どうすれば
広げていくことができるのか、そのシステム作りも含めて、設置者側・利用者側が一緒に考えながら、
皆で運営していく形が構築できたらいいなと思っています。農業は特定の限られた人が参加するもの
ではなく、
『命を育む場』として誰もが関われる大切な営みであることを、プロジェクトを通して飯綱
町から発信したいですね」
と目を輝かす西崎さん。
始まったばかりの西崎さんの挑戦は、今後の遊休地活用や農業の可能性に、新風を吹き込むプロジェ
クトとして期待が高まります。

▲農作業をする西崎さん
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自ら畑で汗をかき、土まみれになりながら育てた野
菜が食卓に並ぶ時、この上ない幸せと生命力を感じま
す。農業は「命を育む」ことであり、それはとても素
敵なことだと思います。そんな幸せや不思議なパワー
をたくさんの人たちと共有したいと思っていました。
そんな折、
都市部の人だけでなく、
町内にも農地を持っ
ていない方が多数いることを知り、気軽に畑にアクセ
スができて、
「命の育み」を楽しめる環境があれば、
多くの人に農業の魅力を知ってもらい、荒廃地の解消
にもつながると思ったのが、プロジェクト立ち上げの
きっかけでした。
今はまだ小さく始めた段階ですが、ゆっくりと自分
の身体を動かしながら畑づくりをしていく場を、皆さ
んと一緒に創っていきたいと思っています。

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

申請期間等

問合せ先

町民・子育て世帯支援

・厚生労働省
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
コールセンター
②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児
世帯に対する子
0120-400-903
童扶養手当の支給を受けていない方
①は給付済
育て世帯生活支
（受付時間：
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する ② ③ は、 令 和 ４ 年 ２ 月28日
平日９時～ 18時）
援特別給付金
など、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と まで申請受付
・飯綱町教育委員会
（ひとり親世帯
なっている方
子育て支援係
分）
■給付額：児童１人当たり一律５万円
253-4769

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
・２人以上の世帯：月20万円以内 単身世帯：月15万円以内
・貸付期間：原則３か月以内（延長の貸付も受付けます）

飯綱町飲食店等
支援給付金

・感染症拡大により影響を受ける、町内の飲食店、宿泊事業者
を対象に給付金を交付
・申請期間：７月から予定
・給付額：１事業者当たり 20万円

産業観光課商工観光係
253-4765

・町内の飲食店、宿泊事業者が行う、感染予防のための環境整
飯綱町新型コロ
備（飛沫・接触感染予防及び換気による感染予防に係る設備
ナウイルス感染
導入、備品購入等）に対する支援
・申請期間：７月から予定
防止環境整備支
・対象経費５万円以上で費用の２/ ３に相当する額を補助（上
援事業
限 20万円）

産業観光課商工観光係
253-4765

飯綱町社会福祉協議会
253-8456

申込期限：８月31日まで

医療・
福祉支援

飲食店等応援
チケット発行事業

・町内の飲食店が5,000円分のチケットを3,000円で販売
（2,000円分を町が支援）
・チケットは販売店でのみ使用可能

宿泊券配布事業

・町内の宿泊事業者が宿泊券5,000円分を事業者の顧客に配布
・宿泊券は９月より配布を予 産業観光課商工観光係
（町が支援）
定
253-4765
・宿泊券は指定の参加店のみで使用可能

福祉事業所等感 ・感染防止のための資器材の購入に対する支援
染防止対策補助 ・対象者：町内の福祉事業所及び診療所
事業
・補助額：補助対象経費の２/ ３以内（限度額20万円）
介護保険料の
減免

・チケットは９月より販売を 産業観光課商工観光係
予定
253-4765

保健福祉課福祉係
253-4764

・申請期限：12月28日まで

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
適用期間：令和２年４月１日
負った第１号被保険者（65歳以上）
から令和４年３月31日まで
保健福祉課介護支援係
②感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が、前年
※減免には別途要件がありま 253-4764
より30％以上の減少が見込まれる第１号被保険者
（65歳以上）
す
①②とも保険料の一部又は全額免除となります

税金・使用料等関係

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 ②感 染症の影響により世帯主の収入が前年と比較して30％以
の減免
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
から令和４年３月31日まで
住民環境課国保年金係
※減免には別途要件がありま 253-4762
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 ②感 染症の影響により世帯主の収入が前年と比較して30％以
保険料の減免
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
住民環境課国保年金係
※減免には別途要件がありま 253-4762
す

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療養
適用期間：令和２年１月１日 住民環境課国保年金係
期高齢者医療保 するため出勤できず給与が減少したことに対する手当金の支
から令和３年９月30日
253-4762
険の傷病手当金 給
国民年金保険料 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より 適用期間：令和２年２月以降 住民環境課国保年金係
の免除
保険料が一部又は全額免除となります
の保険料が対象
253-4762
町営住宅使用料 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が一
随時申請受付
の支払猶予
時的に困難な方要件：緊急小口資金、総合支援資金利用者

建設水道課建設係
253-4766

水道料金の
支払猶予

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的に
随時申請受付
困難な方要件：緊急小口資金・総合支援資金の利用者

建設水道課上水道係
253-4767

下水道使用料の 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一時
随時申請受付
支払猶予
的に困難な方要件：緊急小口資金・総合支援資金の利用者

建設水道課下水道係
253-4767

この一覧表は令和３年６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

飯綱町

Iizuna Town
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○乳がん検診（超音波検診）
対象
日付
会場
料金
備考

健 康 案 内 板

30 ～ 39歳の女性（昭和57年4月1日～平成4
年3月31日生まれの方）
11月15日（月）
飯綱町健康管理センター
500円
検診の詳細は、4月に配布している「令和3年
度飯綱町各種検診のご案内」の7ページをご
覧ください。

 当検診は予約制です。検診を希望される方は、10
月15日（金）までに飯綱町健康管理センターへ電話で
予約してください。
○肺がん検診
内容 検診車の中で胸部レントゲン撮影を行います。
40 ～ 64歳の方（昭和32年4月1日～昭和57
対象
年3月31日生まれの方）
日時 9月1日（水） 13:30 ～ 14:30
会場 飯綱町民会館
料金 300円
検診の詳細は、4月に配布している「令和3年
備考 度飯綱町各種検診のご案内」の8ページをご
覧ください。
 検診を希望される方は、8月20日（金）までに飯綱
町健康管理センターへ電話でお申し込みください。
○
「令和3年度飯綱町各種検診のご案内」に前立腺がん
検診、肝炎ウイルス検査、特定・町民健診集団健診
の日程として、7月の日程が記載されていますが、7
月は実施しません。

▽その他

○定期健康相談
日時：7月20日（火） 9:30 ～ 11:30
場所：飯綱町健康管理センター
 7月16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。また、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：7月7日、14日、21日、28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：7月21日（水） 17:00 ～ 19:00
場所：飯綱町健康管理センター
 7月16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30分程度。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
健診の受付時間等、詳細は通知でお知らせします。
○乳児健診（場所：新子育て支援センター）
日付：7月29日（木）
対

象

9 ～ 10か月

令和2年9月生

6 ～ 7か月

令和2年12月生

3 ～ 4か月

令和3年3月生

○1歳6か月児・3歳児健診
（場所：飯綱町健康管理センター）
日付：7月1日（木）
対
3歳児

象

平成30年3月～ 4月生

1歳6か月児

令和元年11月～ 12月生

○心理相談（場所：飯綱町健康管理センター）
日時：7月21日（水）9:00 ～ 16:00の間で、1人おお
むね1時間程度（事前予約制、個別相談）
 お子さんの発達に関するご相談（運動や言葉の発
達での心配事、行動面での心配事など）に、臨床心理
士が応じます。7月16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。
○おっぱい教室（場所：新子育て支援センター）
日時：7月9日（金） 13:15 ～ 16:30
対象：授乳中、
卒乳を考えているお母さん。
要予約
（初
回優先）で 個別相談です。（1人30分程度）
○お子さんの定期健康相談
（場所：新子育て支援センター）
日時：7月2日（金）、16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
○国保特定健診・町民健診の個別健診を実施します。
実施期間：令和3年7月1日～令和4年2月末日まで
持ち物：保険証、受診券、受診料金
 新たに健診を申し込まれる方は飯綱町健康管理セ
ンターへご連絡ください。
①特定健診
対象：40 ～ 74歳で飯綱町国保に加入している方
料金：1,000円
健診場所：町内、町外医療機関（要予約）
②町民健診
対

象

20 ～ 39歳の方
後期高齢者医療保険加入の方
健診場所：町内医療機関（要予約）

料

金

1,000円
無料

INFORMATION

可燃ごみ5月分の委託収集量のお知らせ
令和3年5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
5月分 5月分

128t

前年
増・減

R ２年
5月分

193t △65t △34% 139t

差引量

増・減

△11t △8%

お知らせ
ご寄付いただきました
飯綱カード協同組合様から、飯綱中学校へ図書購入
費用を寄付していただきました。ご厚意に心から感謝
申し上げますとともに、その趣旨に沿い有効活用させ
ていただきます。

          

役場三水庁舎の
小型家電の受入終了について
役場三水庁舎への小型家電の持込受付は、庁舎業務
の終了に伴い、7月30日（金）をもって終了します。
役場新庁舎での受入再開については、庁舎関連の工
事が完了後、改めてご案内します。
なお、パソコンをはじめとする一部の品目について
は、小型家電リサイクル法に基づく国の認定事業者「リ
ネットジャパンリサイクル（株）」と協定を締結し、7月
1日（木）から宅配便を利用した回収が可能となりまし
た。
料金・利用方法等の詳細は、リネットジャパンリサ
イクル（株）のホームページをご覧いただくか、専用窓
口へお問い合わせください。
▶リネットジャパンURL
http://www.renet.jp
▶ ▶ ▶
または「リネットジャパン」で検索
▶お問い合わせ専用窓口
℡0570-085-800
（受付時間10:00 ～ 17:00）
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762

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。
▶7月の開設日 5日・12日・19日・26日
（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

小・中学校で使用する教科書等を展示します

マイナンバーカード夜間交付窓口のお知らせ

令和4年度に使用する教科書の展示会を開催します。
どなたでも自由にご覧いただけますので、お気軽にお
出かけください。
【須坂会場】
▶場 所 須坂市生涯学習センター
（須坂市須坂747-イ）
▶期 間 7月6日（火）～ 20日（火） 9:00 ～ 22:00
※長野会場でも行っています
▶場 所 長野上水内教育会館
（長野市中御所岡田町15-5）
▶期 間 6月11日（金）～ 7月2日（金） 9:00 ～ 17:00
※上記の会場のほか、県内19会場で開催。詳しくは長
野県教育委員会のホームページをご覧ください。
▶問合せ 教育委員会 総務教育係 ℡253-4769

飯綱カード協同組合 様

夜間延長窓口のお知らせ

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をしてからお越しくだ
さい。
▶開設日 7月16日（金）、8月20日
（金）
▶時 間 17:15 ～ 19:45
▶場 所 住民係窓口（第1庁舎）
▶取扱内容 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
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地域おこし協力隊
なかしま

中嶋

隊員の紹介
まさや

真也 さん

7月1日から、ふるさと納税
の業務を行っていただきます。
「今まで培ってきたスキルを
活かして全力で活動していきた
いと思います。これからどうぞ
よろしくお願いします」
▶問合せ 企画課 地域振興係
℡253-2512

加工所施設 8月分の予約受付について
▶日 時 7月6日（火） 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
広告
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～農業者の皆様へ～
小規模農業用施設整備費用の補助について
野菜生産者の底辺拡大及び町内直売施設への出荷促
進により、持続可能な農業振興を図るため、小規模農
業用施設（ビニールハウス）整備費用に係る補助事業を
実施しています。
▶補助対象者
・町内に住所を有する者
・町 内の直売施設へ野菜を出荷するために必要なビ
ニールハウスを新設し、野菜出荷を3年以上行う者
・町税の未納がない者
▶補助率
事業費（ビニールハウスの新設費用）の1/2以内
（上限20万円）
▶受付期間 随時
▶申請方法 持参または郵送
※申請書類は三水庁舎窓口に設置
▶問合せ・提出先
〒389-1201 飯綱町大字芋川160番地
（三水庁舎）
飯綱町役場 産業観光課 農政係 ℡253-4765

INFORMATION

マイマイガの駆除・防除について
最近、町内でマイマイガが発生しているとの情報が
寄せられています。
マイマイガは約10年周期で大量発生すると言われて
います。前回、平成26年から27年にかけて大量発生
した際には、中南信地方から東北信地方に拡大しまし
た。町内でも今から注意が必要です。
▶成虫を発見したら
 殺虫剤エアゾール、噴霧器で殺虫し、卵を産み付
けないようにしてください。よく噴霧しておくと、
再び寄せ付けない効果があると言われています。
▶卵塊を発見したら
 壁を傷付けないように、あまり硬くない先が平ら
なもの（ペットボトルを切ったもの等）でこまめには
がして取り除きます。壁以外にも窓の溝や建物の基
礎も確認しましょう。なお、卵塊の除去が困難な場
合は、噴射力の強い市販の殺虫剤などで薬剤が滴る
程度に、充分に吹き付けて殺卵します。
※卵塊の毛が舞い上がることに備え、長袖の着衣にマ
スクや手袋・ゴーグルを着用してください。
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762

暴力団追放運動に活用する
ポスター・標語の募集についてのお知らせ
【募集要領等】
▶内 容 暴力団を許さない、暴力団を排除する意識
への効用を訴えるものです。
▶ポスター B3判画用紙（裏に氏名等明記）とします。
▶標 語 メール、はがき、ファックスなどにより何
点でも応募できます。
▶応募資格 長野県内居住者
▶締 切 9月10日（金）
▶表 彰 入選者の方には、10月22日（金）開催予定
の諏訪市文化センターで開催の暴力追放長野県民大
会の席上で、知事・警察本部長連名による表彰を行
う予定です。
▶送付先・問合せ
〒380-0836 長野市大字南長野南県町685-2
長野県食糧会館5階
公益財団法人 長野県暴力追放県民センター
℡235-2140 FAX 233-3741

自衛官募集のお知らせ

【自衛官候補生】
▶概 要 自衛隊の第一線で能力と体力を一心に磨く
催 し
任期制自衛官
人権相談所の開設について
▶資 格 18歳以上33歳未満の者
▶受 付 年間を通じて行っています。
長野人権擁護委員協議会と長野地方法務局では、特
▶試験日 受付時にお知らせします。
設人権相談所を以下の日程で開設します。
【一般曹候補生第2回】
いじめ・体罰など子どもに関する問題、セクハラ・
▶概 要 自衛隊の中核となる自衛官を目指す
性差別など女性に関する問題、同和問題、高齢者・障
▶資 格 18歳以上33歳未満の者
がいのある方に関する問題のほか、夫婦、親子など家
▶受 付 一般 7月1日（木）～ 9月6日
（月）
庭に関する悩みごとなど、日頃のお困りごとについて
▶試験日 1次：9月16日（木）～ 19日
（日）のうち1日
人権擁護委員による相談を受けますので、お気軽にご
2次：10月9日（土）～ 24日
（日）のうち1日
相談ください。 相談は無料で、秘密は固く守られます。
▶問合せ 自衛隊長野地方協力本部
▶日 時 7月6日（火） 10:00 ～ 15:30
長野地域事務所 ℡235-6026
▶場 所 メーラプラザ 相談室
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762
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弁護士による無料法律相談のお知らせ
法律問題等でお困りの方は、ぜひこの機会に弁護士
へご相談ください。相談は無料です（事前の電話予約
が必要）。なお、相談時間は1人20分以内で定員は6名
です。
▶日 時 7月29日（木） 13:30 ～ 15:30
▶場 所 飯綱町民会館 2階 会議室
▶予約受付 7月21日（水） 8:30 ～
（定員になり次第締切）
▶その他 相談の際は必ずマスクを着用し、体調がす
ぐれない場合は相談を控えてください（相談取りや
めの際は必ず連絡してください）。
▶問合せ・予約 総務課 総務係 ℡253-2511

7月のおはなし会
幼児・小学校低学年向けの読み聞かせ・本の紹介の
ほか、簡単な工作を行います。
▶日 時 7月10日（土）・24日
（土） 10:00 ～ 11:00
▶場 所 飯綱町民会館 元気の館
▶問合せ
飯綱町公民館 ℡253-6560

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 7月5日・12日・19日（月） 15:30 ～ 16:30
▶場 所 地域活動支援センター（メーラプラザ内）
■「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
▶場 所 地域活動支援センター（メーラプラザ内）
■「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 7月1日・8日・15日・29日（木） 15:30 ～ 16:30
▶場 所 地域活動支援センター（メーラプラザ内）
※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
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心配ごと相談所の開設
毎日の生活のちょっとした困り事や悩み事について、
どなたでも気軽にご相談ください。相談は無料で秘密
は固く守られます。
▶日 時 7月6日（火） 13:30 ～ 15:30
▶場 所 メーラプラザ 相談室
▶相談員 民生児童委員
▶問合せ 保健福祉課 福祉係 ℡253-4764

認知症等介護専門相談会開催のお知らせ
認知症についての悩みや介護相談、対応方法など認
知症に関すること全般について、専門の相談員が相談
に応じます。
※地域包括支援センターでは相談会に限らず、随時認
知症や介護、その他高齢者の生活全般に関する相談
を受け付けていますので、ご相談ください。
▶対 象者 認知症が気になる方、介護している家族、
介護サービス関係者をはじめ、認知症の方の生活に
関わっている方はどなたでもご相談ください。
▶日 時 7月21日（水）
13:00 ～ 15:00
（13:00 ～と14:00 ～ 1件1時間）
▶場 所 役場第1庁舎 1階 相談室
▶申込方法 7月14日（水）までに下記へお申し込みく
ださい。
▶申込・問合せ 飯綱町地域包括支援センター
℡253-2485

飯綱町ふるさと納税事業者相談会のお知らせ
昨年度のふるさと納税寄附額が3億円を超え、日本
全国に多くの「いいづなブランド品」が発信されていま
す。
町では、積極的に事業者と返礼品を増やしていると
ころですが、事業者の返礼品に関する認識や品質にバ
ラつきが生じているのも事実です。
そこで、登録事業者やこれから登録したい方向けの
相談会を定期的に開催します（年間8回）。ふるってご
参加ください。
▶日 時 7月27日（火） 13:00 ～ 15:00
▶場 所 いいづなコネクトEAST（旧三水第二小学校）
▶その他 ご来場の際は必ずマスクを着用してくださ
い。返戻品に関する相談や新規登録したい方など、
お気軽に会場へ足をお運びください。
▶問合せ・予約
ふるさと納税事務局 ℡219-2320
総務課 総務係 ℡253-2511

INFORMATION

アップルミュージアムからのお知らせ

歴史ふれあい館からのお知らせ

Wow！昆虫標本の世界

連続文化財講座のご案内

▶期 間 7月10日（土）～ 8月22日（日） ※月曜日休館
▶時 間 9:00 ～ 16:00 ※入場無料
▶場 所 いいづなアップルミュージアム 企画展示室
▶内 容 日本国内および海外で採集した昆虫約350
種類の標本を展示。変わっ
た形の昆虫や、絶滅危惧
種となった昆虫など、図
鑑でしか見られない虫た
ちがたくさん！どうぞこ
の機会に夏の思い出にご
観賞ください。
▶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

8月2日（月）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8月2日（月）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。
固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高
齢者医療保険料、保育料（時間外含む）
、一時保育料、
園バス使用料、学童保育料、学校給食費、緊急通報
装置使用料、住宅使用料
▶問合せ 各担当まで

令和3年度特別展関連行事として連続文化財講座を
開催しています。ご参加をお待ちしています。
■第5回 「町史跡若宮城址と芋川氏館跡」
▶日 時 7月10日（土） 13:30 ～ 15:00
■第6回 「町有形文化財苔翁寺山門と苔翁寺仁王像」
▶日 時 7月24日（土） 13:30 ～ 15:00
■第5回・第6回共通
▶場 所 いいづな歴史ふれあい館 小ホール
▶定 員 15名 予約先着順、町内在住者に限る
▶参加費 図録「飯綱町の文化財」1冊付き 800円
図録持参の場合 無料
▶申込み 事前にいいづな歴史ふれあい館へ

星空観望会開催のご案内

天体観測室の35㎝反射望遠鏡を用いて星空を観察し
ます。感染症対策として事前予約の定員制で実施しま
す。ぜひご来場ください。
▶日 時 7月10日（土）・24日
（土） 19:30 ～ 21:00
▶場 所 いいづな歴史ふれあい館 天体観測室
▶定 員 1回（10分間）3名×6回 18名まで
予約先着順、町内在住者に限る
▶申込み 開催前日までに歴史ふれあい館へ
▶参加費 無料
※天候が悪い場合は中止します。当日18時までに決定
しますのでご不明の時はお問い合わせください。
▶問合せ いいづな歴史ふれあい館 ℡253-6646

中学校図書館から開館日のお知らせ
8月

7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
20日（金）
24日
（火）
～27日
（金）
31日（火）

1日（日）
3日（火）～  9日（月）
11日
（水）
～15日
（日）
17日
（火）
～19日
（木）
21日（土）、22日（日）
28日（土）、29日（日）

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）

※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。

町長の給料減額及び職員に対する懲戒処分のお知らせとお詫び

令和2年度に行った新型コロナウイルス対策関連の2事業において、国からの交付金計1,278万2千円が受け取れ
なかったことにつきまして、5月31日付で職員5名を減給10％・1か月、1名を戒告の懲戒処分といたしました。また、
町長は今回の事態を深刻に受け止め、自身の給料を30％・3か月削減することといたしました。この度のミスにつ
きましては、町民の皆様の信頼を損なうものであり、心よりお詫び申し上げます。
交付金の対象外となったのは、感染防止対策を行った車両を購入したバス事業者への支援と商工業者の借入れに
対する利子補給で、いずれも町から3月末までに補助金を支払う必要がありましたが、担当者の理解不足で4月に
遅れ、交付金が受け取れなかったものです。
今後とも、適正な事務処理の遂行に向けて組織的なチェック体制の徹底を図り、職員一同町政に対する信頼回復
に全力を挙げて取り組んでまいります。
▶問合せ 総務課 総務係 ℡253-2511
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をご利用ください！
昨年（2020年）新たな地域活性化の拠点として生まれ変わった、いいづなコネクトEAST（旧三水第二小学
校）、いいづなコネクトWEST（旧牟礼西小学校）。子どもから大人まで、学び、しごとを創り出し、チャレ
ンジする場として、町内外の多くの世代の方々が気軽にご利用いただける施設です。ぜひご利用ください。
いいコネEAST

（旧三水第二小学校）

▲泉が丘喫茶室
りんごをテーマにした自家製スイーツ
やカフェランチを提供します。

検索

いいづなコネクトEASTの
詳細はコチラ⇒

▲RINGOTO
林檎学校醸造所の直営ショップで、試
飲も可能です。

人と人を結びながら、企業誘致や雇用創出、創業支援などを進め、
新たな産業創出と町の社会人口増、交流や関係人口増につなげて
いくことを目的に整備した複合施設です。
チャレンジラボ公式LINE
友だち追加はコチラ⇒

▲ブックラウンジ
誰でも利用できる「まんが図書館」。
5,000冊以上もの大人気コミックや古
い週刊誌などが自由に読み放題です。

▲会議室「あかとう」
地域の寄り合いや打ち合わせなどで利
用できる、エアコン完備の会議室です。

▲チャレンジラボ
誰でも利用できる「工作実験室」。
3Dプ リ ン タ ー、 レ ー ザ ー カ ッ タ ー、
ロックミシンなどの利用のほか、ワー
クショップなどでも利用いただけます。
（一部有料）

▲ワークラボ
1時間から利用できるワークスペース
です。Wi-Fi、コピー機完備で、学生は
無料で利用できます。

※記載の他EASTテナント入居者

 檎学校醸造所、TOPPAN ICT KŌBŌ、
林
株式会社田中建築、ばばの台所
いいコネWEST 検索

（旧牟礼西小学校）

自然・スポーツ・健康をテーマに様々な体験事業を展開し、地域
内外の皆さまが訪れる
「体験・滞在型の都市交流等の拠点」
として
整備した複合施設です。

▲会議室「たかおか」
地域の寄り合いや打ち合わせなどで利
用できる、エアコン完備の会議室です。

▲「自習室」
1時間から利用できるワークスペース
です。Wi-Fi、コピー機完備で、学生は
無料で利用できます。

※利用方法等によっては、一部有料となる場合や予約が必要と
なる場合があります。詳しくは、各施設EAST TEL262-1995
WEST TEL217-0016へご確認ください。
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いいづなコネクトWESTの
詳細はコチラ⇒

▲とちのき食堂
ランチにラーメン、午後はコーヒー、
夜はお酒が楽しめる食堂です。

▲とちのきランドリー
大きな羽毛布団などの大きなものも洗
うことができるコインランドリーです。

▲スタジオ
大きな鏡が設置されたヨガ、ダンス、
演劇の練習などで、誰もが利用できる
スタジオです。

▲廃校フィットネスSent.（トレーニングジム）
バイクなどのトレーニング機器を備え
た民間事業者が運営するフィットネス
クラブです。

※記載の他WESTテナント入居者

■問合せ

 Z Field、ヒューマンステーション安、合同会社あやとり長野
O
支社、飯綱町ふるさと納税事務局、株式会社サフィックス

指定管理者

株式会社カンマッセいいづな
企画課 地域振興係

℡219-1210
℡253-2512

地域おこし協力隊活動報告
〜飯森隊員編～

ている飯森則裕です。りんご

おこし協力隊として活動し

それぞれの取り組みや、りんごに対する思い

行っています。一番の魅力はりんご農家さん

た、 り ん ご の 歴 史 や 栽 培 技 術 な ど の 座 学 を

本決めて一連のりんご作業を体験します。ま

にしています。

者の皆さんと直に触れ合えることを楽しみ

ンライン中心のプログラムですが、早く受講

月から地域

を通じた都市と飯綱町との

や考え方について直接お話が聞け、触れられ

２０２０年

交流事業「農業塾信州いいづ
ることです。

動しています。

を主なミッションとして活

町内での作業体験は中止となり、座学も全て

は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 の た め、

グラムとなっています。残念ながら、昨年度

魅力に触れることができる大変楽しいプロ

験、パイ作り体験といった、様々な飯綱町の

りんごに関係する施設の見学や、蕎麦打ち体

例年は、現地での作業体験の他に、町内の

に触れ、今まで気づかなかったりんごの奥深

る側に立ち、生産者さんの取り組みや考え方

た。協力隊員として「りんご学校」を運営す

これまでは県外で異なる仕事をしてきまし

ご 農 家 」 と い う 仕 事 に あ ま り 興 味 が 持 て ず、

でりんご農家を営んでいるのですが、「りん

実は、私の母親の実家（祖父母）が長野市

着任時の

月はりんご収穫の最盛期だっ

◆着任から現在まで
たこともあり、着任当初はふるさと振興公社

さに、日々驚き、感動させていただいていま

す。その感動を都市部や飯綱町外在住の方々

オンライン配信で開催しました。今年度もオ

月中旬の

により多く、そしてより深く発信し、飯綱町

「さんちゃん」での店頭販売や、

「りんごコンテナ売り」販売などを通じて、た

と繋がるキッカケとなるよう更に発展させ

ます。

とともに、私自身も育っていけるよう頑張り

まだ着任してわずかですが、りんごの成長

取り組んでいきたいです。

なく内側にも目を向けた活動にも積極的に

なってほしいと思いますので、町の外だけで

奥深さを知っていただく一つのキッカケに

ご農家さんの取り組みや情熱、りんご栽培の

く知らないかも…」といった方々にも、りん

まれ育ったけど、りんご栽培の事はあまりよ

けど、自分はあまり興味が…」「飯綱町で生

そして、私のように「実家はりんご農家だ

くさんの生産者さんとお話しする機会があ

んでもらい、自分の担当するりんごの木を

1

プログラムです。年６回程度飯綱町に足を運

年間を通したりんご作業を体験してもらう

「りんご学校」は主に都市部の方を対象に、

け紹介をさせてください。

「りんご学校」をご存知でしょうか。少しだ

て い る 皆 様 は、 飯 綱 町 で ５ 年 前 に 始 ま っ た

ところで、この活動報告を読んでいただい

◆「りんご学校」の取り組み

を受けました。

いに圧倒されつつも、その情熱にとても刺激

ていきたいです。

11

11

り、飯綱町の皆さんのりんごに対する熱い思

オンラインセミナーの様子

の業務に携わらせていただきました。直売所

◆「りんご学校」の
運営を通じて…

なりんご学校（＊以下、りん

11

ご学校と表記）」の運営業務

地域おこし協力隊
飯森 則裕
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こども子育て未来室だより
飯綱町教育委員会（こども保育係・子育て支援係）℡253-4769
飯綱町子育て世代支援施設（子育て支援センター ℡253-8853  ワークセンター ℡217-1339）

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた
生活支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）が支給されることとなりました。
１、支給対象者
①②の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
要件① 令和３年３月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合､20歳未満)を養育する父母等
要件② ■令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
又は
■令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方は住民税の申告をしてください。
２、支給額 児童１人当たり 一律５万円
３、給付金の支給手続き
■児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者
 令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給していて、要件を満たしている方は、手当を支
給している口座に振り込みますので手続き不要です。詳しくは対象になる方に直接郵送でお知らせします。
■高校生のみ養育している方又は新型コロナウイルスの影響で収入が急変した方
 給付金を受け取るには申請が必要です。申請開始時期等の詳細は７月中に町ホームページに掲載します。
（個別の通知はありません）申請期限は令和４年２月28日になります。
※詳しくは町ホームページをご覧ください。
※ひとり親世帯で公的年金受給者と新型コロナウイルスの影響により収入が急変した方の申請も受け付けて
います。
※厚生労働省コールセンターにご相談いただけます。
〔0120-811-166（受付時間：平日9:00〜18:00）
〕
問合せ 教育委員会 子育て支援係

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届
の提出について

わくわく子育て講座
身近な素材で水遊びを開催します！

所得額及び受給資格を確認するため毎年提出していただ
くものです。7月下旬から8月上旬にかけて書類を郵送しま
すので、提出をお願いいたします。
■児童扶養手当（母子・父子）現況届
提出場所：教育委員会子育て支援係（第１庁舎1Ｆ）
提出期限：8月31日（火）
■特別児童扶養手当（障がいのあるお子さん）所得状況届
提出場所：保健福祉課福祉係（第１庁舎1Ｆ）
提出期限：8月11日（水）
※特別児童扶養手当について
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進
を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
手当を受けることができる人は、規定される程度の障害
のある児童を養育している父又は母、又は父母にかわって
児童を養育している人です。詳しくはお問い合わせください。

生活素材を使った簡単なおもちゃをお子
さんと作ります。
長野県立大学の金山美和子先生をお迎え
し大学生の皆さんもサポートしてくれます。
小さなお子さんも安心してご参加ください。
日時：7月7日（水）10:00 ～ 11:00
場所：子育て支援センター（新しい施設です）
持ち物：水遊びできる服装、タオル、
飲み物、帽子

問合せ 教育委員会 子育て支援係 ℡253-4769
保健福祉課 福祉係 ℡253-4764
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～明日も楽しみになる学校づくりの歩み⑥～
努めてまいります。引き続き保護

子どもたちの学びを止めないよう

ロナ感染防止ガイドラインを設け、

だ長くかかりそうですが、新型コ

広がり収束への道のりは、まだま

た。新型コロナウイルス感染症の

度の牟礼小学校がスタートしまし

の子どもたちが飛び出します。

の予定ですが、飯綱町内に牟礼小

談により、行きたい場所へ出かけ

による縦割り遠足です。各班の相

れます。今年の目玉は、縦割り班

くりの２本立てで、活動が進めら

良い学校づくりと、楽しい学校づ

今年度の児童会では、気持ちの

げてくれました。

ＯＴ戦隊」が登場して会を盛り上

スが披露されました。最後には「Ｔ
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れた１年
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離走も運

こ・ 短 距
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した。全

披露しま

マンスも

パフォー

えのある

より見応

な編成で、

て、新た

改革もし

隊の組織

晴らしい発表でした。今年は鼓笛

６年生のダンス・表現。どれも素

さらにバージョンアップした５・

続 き プ ロ の ダ ン ス 講 師 を 招 い て、

た力強いソーラン節。昨年に引き

にまとい、激しい動きを取り入れ

３・４年生は、そろいの法被を身

含 む 低 学 年 の か わ い ら し い ダ ン ス。

うになります。地域のりんご農家

ていくよ

世話もし

中 で、 お

ご学習の
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毎年３年

え ま し た。

苗木を植

りんごの

春６種の

す。

りのような実りが期待できそうで

して、高坂りんごならではの鈴な

色づきもはじめました。２年目に

さん膨らみ始めました。ほんのり

花 を つ け、 現 在 は 小 さ な 実 も た く

したが、今年の春は枝いっぱいに

実も数えるほどしかなりませんで

を迎えた高坂りんご。昨年は花も

旧西小学校から移植２年目の春

ださい。

変 元 気 で 輝 い て い ま す。 ご 安 心 く

念でしたが、牟礼小の子たちは大

方に見ていただけなかったのは残

た開催のため、地域のたくさんの

令和３年度 スタート

者はじめ地域の皆様にも、ご理解

が危ぶまれましたが、奇跡的にグ

け抜けま

の方にもご協力いただいて、牟礼

す。

まいりま

を進めて

づくり」

なる学校

楽しみに

「明日も

標のもと、

の学校目

なっ子」
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さて、このような中ですが本年
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名を迎え、令和３年
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ラウンドが回復し、心地よい初夏

した。来
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Ｔ たまらない
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て

運動会開催
前日の大雨で、予定通りの開催
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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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新入児童

Ｏ おもしろく

の日ざしに恵まれて、６月５日に

校者人数

続きます。
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牟礼小アップルロード
プロジェクト

牟礼小学校

運動会を開催することができまし

を限定し

月

をつくろう！」今年度の児童会長

た。入学わずか２ヶ月の１年生を

て半日楽しんできます。

率いる児童会のテーマです。この
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「Ｔ Ｏ Ｔ」な学校

牟礼小学校

