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令和４年３月31日現在

想定するリスク

時間最大雨量19㎜
令和３年８月前線に伴
避難者受入１世帯１名
う大雨災害
県道歩道脇土砂崩落等数箇所

長野県北部地震

芋川 震度４
避難者受入 １世帯２名

牟礼 震度３

平24. ７.10

長野県北部地震

芋川 震度４
住家一部破損 １棟
公共施設一部破損 １棟

牟礼 震度４

平26.11.22

神城断層地震

震度５弱
住家一部破損 11棟

国土強靱化とは

○国や 長 野 県 が 大 規 模 自 然 災 害 を 想 定 し て い る
ことを踏まえ、大規模自然災害を対象とします。

令３. ８.12 ～
８.13

○人命を守り、また経済社会への被害が致
命 的 な も の に な ら ず 迅 速 に 回 復 す る、

時間最大雨量20㎜、床下浸水２棟、道路河川被
害６箇所、農地等被害９箇所、重症者１名

「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済

○大規模自然災害の範囲については、甚大な被害
をもたらすと想定される自然災害全般（地震、

令和２年７月豪雨

社会システムを平時から構築するなど

台風、大雪、豪雨などの風水害とそれに伴う土

令２. ７. ８

継続的な取組のことです。

砂災害等）とします。

○地震後の土砂災害など同時あるいは連続し、複
合災害として発生することでより甚大な被害

最大瞬間風速22.9ｍ/ｓ（観測地点：信濃町）
一部損壊４世帯、避難者受入15世帯34名

をもたらすことにも留意します。

令元.10.12

令和元年台風
第19号災害

○「飯 綱町国土強靱化地域計画」は、「強く
しなやかな国民生活の実現を図るため

〔近年の当町における地震災害〕

の 防 災・ 減 災 等 に 資 す る 国 土 強 靱 化 基

非住家一部破損 10棟

平23. ３.12

条に基づく町独自の計画です。

牟礼 震度３

本法」第

○大規 模 自 然 災 害 に 対 す る 町 の 防 災 や 減
災対策を計画的に進めるために策定し
ています。

計画の位置付け

○国の 基 本 計 画 や 長 野 県 強 靱 化 計 画 と の
整合性を図りつつ、「第２次飯綱町総合
計画基本構想」及び「後期基本計画」の防
災に関わる主な取組や、飯綱町地域防災
計画での取組を計画的に推進する上で
の指針となる計画として位置付けてい
ます。

〔近年の当町における風水害〕

〇社会資本総合整備計画
〇飯綱町災害廃棄物処理計画 等
〇飯綱町耐震改修促進計画
〇飯綱町学校施設長寿命化計画

画

計

計画策定の趣旨

を策定しました！
○町に お け る 国 土 強 靱 化 に 係 る 計 画 等 の
指針（「アンブレラ計画」）としての性格
を有するものとし、今後策定する各種計
画等については、国土強靱化の観点から

第２次飯綱町総合計画
整合

飯綱町国土強靱化地域計画

別

野

分

〇飯綱町地域防災計画
〇飯綱町橋梁長寿命化修繕計画

整合 ・ 調整
整合

長野県強靱化計画
整合

国土強靱化基本計画
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必要な見直しを行うものとしています。

東北地方太平洋沖地震 芋川 震度３
（東日本大震災）
避難者受入 ３世帯９名

平23. ３.11

災害状況

災害名

発生日時

災害状況
災害名
発生日時

飯綱町国土強靱化地域計画
特集
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基本目標
○住民・地域・企業・事業者及び国や
県等と協働して、「強さ」と「しなやか
さ」のある地域社会・経済の構築に
向け地域強靱化への取組を推進する
ため、次の基本目標を設定していま
す。
１ 人命
 の保護が最大限図られること
２ 救助
 ・救急、 医療活動が迅速に行
われ、被災者等の健康を確実に確
保すること
３ 必要 不 可 欠 な 行 政 機 能、 情 報 通
信機能を確保すること

基本目標１ に対する
リスクシナリオと取組
【リスクシナリオ①】
●住宅や事業所等、不特定多数が集
まる施設の倒壊・火災による死傷
者の発生
〔町の取組〕
○住宅、建築物の耐震化
○公的施設の耐震化
○各種施設の災害時対応力の強化
○避難訓練等の充実
【リスクシナリオ②】
●豪雨による河川の氾濫に伴う住宅
などの建築物の浸水
〔町の取組〕
○ハザードマップの周知と活用促進
○県管理河川の整備促進
【リスクシナリオ③】
●土砂災害等による死傷者の発生
〔町の取組〕
○役場庁舎の機能強化
○ハザードマップの周知と活用促進
○森林の適切な管理
○造成地の土砂災害の防止
○土砂災害の防止
【リスクシナリオ④】
●高齢者等避難・避難指示の判断の
遅れや、情報伝達手段の不備に伴
う避難の遅れによる死傷者の発生
〔町の取組〕
○情報収集と情報発信の迅速化

基本目標２ に対する
リスクシナリオと取組

基本目標３ に対する
リスクシナリオと取組

【リスクシナリオ①】
【リスクシナリオ①】
●長期 に わ た る 孤 立 集 落 等 の 発 生
●役場職員 施設等の被災による機
（大雪を含む）や、被災地での食料、
能の大幅な低下
飲料水、発電機等の長期にわたる 〔町の取組〕
不足
○役場庁舎の機能強化
〔町の取組〕
○災害に強い役場機能の推進
○災害時連携の強化
○災害対策マニュアルの整備
○災害備蓄の増強
○電源の確保と燃料備蓄の増強
○緊急輸送路等の確保
○給水体制の強化
【リスクシナリオ②】
●消防等の機能が被災することによ
る救助活動の停滞
〔町の取組〕
○防災訓練の実施
○緊急時通行道路の整備
【リスクシナリオ③】
●医療機関、医療従事者の不足や、医
療施設の被災による医療機能の麻
痺
〔町の取組〕
○電源の確保と燃料備蓄の増強
○保健衛生体制の強化
○病院機能の確保
○診療所機能の確保
【リスクシナリオ④】
●被災地における疫病・感染症等の
大規模発生
〔町の取組〕
○疫病・感染症の発生予防
○指定避難所の環境等整備
○環境衛生対策の充実

【リスクシナリオ③】
●テレビ ラジオ放送の中断等によ
り災害情報が必要な者に伝達でき
ない事態
〔町の取組〕
○情報伝達手段の多様化・多重化災
害情報発信の手順化
○児童・生徒等の災害時対応力の向
上

【リスクシナリオ②】
●防災・災害対応に必要な通信イン
フラや情報通信の麻痺・機能停止
〔町の取組〕
○防災拠点における情報発信機能の
維持・強化
○通信施設・機能の強靱化

･

･

４ 必要最低限のライフラインを確保
し、 早期復旧ができること
５ 二次
 的な被害を発生させないこと
６ 流通
 ・経済活動が停滞しないこと
７ 被災した方々の日常生活が迅速に
戻ること

リスクシナリオ
○７つの基本目標に基づき、 の「起き
てはならない最悪の事態（リスクシ
ナリオ）」を設定し、その対応策を定
めています。
○リスクシナリオとは、大規模災害が
発生した時と、その後における町で
発生が想定される事態のことです。
○この事態発生の可能性を、今のうち
に低減することを目指し、災害のダ
メージを抑える取組を進めます。
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基本目標４ に対する
リスクシナリオと取組

基本目標５ に対する
リスクシナリオと取組

基本目標７ に対する
リスクシナリオと取組

【リスクシナリオ①】
●商店街・小売業等の機能停止によ
る、食料等の安定供給の停滞
〔町の取組〕
○災害備蓄の増強
○事業者による適切な災害備蓄
○食料品等の調達ルート確保
【リスクシナリオ②】
●農林畜産物生産者の生産活動の喪
失・減退
〔町の取組〕
○農産物生産活動の維持
○農業用水利施設の維持
○地産地消の推進

【リスクシナリオ④】
●道路啓開等の遅れにより復旧・復
興が大幅に遅れる事態
〔町の取組〕
○道路啓開体制の強化
○橋梁等の耐震化
○空き家対策の強化
○鉄道事業者との連携強化

【リスクシナリオ③】
●倒壊した住宅の再建が大幅に遅れ
る事態
〔町の取組〕
○罹災証明書早期発行体制の整備
○地籍調査の推進
○ボランティア受け入れ態勢の整備

【リスクシナリオ②】
●仮設住宅の建設、民間住宅等の確
保が大幅に遅延する事態
〔町の取組〕
○仮設住宅の確保
○仮設住宅用地の確保
○生活再建ガイドラインの整備

【リスクシナリオ①】
●大量に発生する災害廃棄物の処理
の停滞により復旧・復興が大幅に
遅れる事態
〔町の取組〕
○災害廃棄物処理体制の強化
○廃棄物運搬・排出道路の確保

【リスクシナリオ⑤】
●避難所等における疫病の発生
〔町の取組〕
○疫病・感染症の発生予防
○指定避難所の環境整備
○環境衛生対策の充実
○避難所におけるペットの管理

【リスクシナリオ①】
●土石流、地すべりなど土砂災害に
よる二次災害の発生
〔町の取組〕
○ハザードマップの周知と活用促進
○土砂災害の防止
○土砂災害対策教育の実施
○避難訓練等の充実

流出

【リスクシナリオ②】
●ため池、防災施設、砂防堰堤、ダ
ム等の損壊・機能不全による二次
災害の発生
〔町の取組〕
○ため池等の改修と管理
○堰堤管理の強化
【リスクシナリオ③】
●有害物質の大規模拡散
〔町の取組〕
○廃棄物の処理
○水路及び排水路の整備

【リスクシナリオ④】
●農地・森林等の荒廃による被害の
拡大や、観光や地域農産物に対す
る風評被害
〔町の取組〕
○農地の保全
○森林の保全
○風評被害の防止

基本目標６ に対する
リスクシナリオと取組

【リスクシナリオ①】
●上水道、電力等の長期間にわたる
供給停止
〔町の取組〕
○ライフライン確保に向けた協定締
結
○電源の確保と燃料備蓄の増強
○水道施設の整備
○教育関連施設の整備
【リスクシナリオ②】
●汚水処理施設等の長期間にわたる
機能停止
〔町の取組〕
○下水道施設の耐震整備
○浄化槽の設置推進
○汚水処理施設の適正管理と防災対
策
○トイレ機能の確保
【リスクシナリオ③】
●道路・鉄道等の基幹的交通ネット
ワークの機能停止
〔町の取組〕
○事業者との連携強化
○災害に強い道路の整備
○基幹的交通ネットワークの維持
【リスクシナリオ④】
●石油・ガス等のサプライチェーン
の機能の停止
〔町の取組〕
○事業者との連携強化
○国・県道道路管理者との連携強化

･
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災害に対する家庭での備え～これだけは準備しておこう！
① 家具の置き方、工夫していますか？
〇家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう。
〇寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないようにしましょう。
〇手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。

② 食料・飲料などの備蓄、十分ですか？
〇食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例(人数分用意しましょう）
飲料水 3日分（1人1日3リットルが目安）
非常食 3日分の食料として、ご飯（アルファ米など）、ビスケット、板チョコ、乾パンなど
トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ、ろうそく・カセットコンロなど
※大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。

③ 非常用持ち出しバッグの準備、できていますか？
〇非常用持ち出しバッグの内容の例（人数分用意しましょう）
飲料水、食料品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）、貴重品（預金通帳、印鑑、
現金、健康保険証など）、救急用品（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など）、ヘルメッ
ト、防災ずきん、マスク、軍手、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器、衣
類、下着、毛布、タオル、洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、携帯トイレ
※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・ほ乳びんなども用意しておきましょう。

④ ご家族同士の安否確認方法、決まっていますか？
〇災害用伝言ダイヤル
・局番なしの「171」に電話をかけると伝言を録音でき、自分の電話番号を知っている家族な
どが、伝言を再生できます。
〇災害用伝言板
・携帯電話やPHSからインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番
号を知っている家族などが、情報を閲覧できます。

⑤ 避難場所や避難経路、確認していますか？
〇いざ災害が起きた時にあわてずに避難するためにも、お住まいの自治体のホームページや国土
交通省ハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場
所、避難経路を事前に確認しておきましょう！
参考資料：首相官邸HPより抜粋

土砂災害等の
ハザードマップについて
○町のハザードマップはホーム
ページから見ることができま
す。日頃から身近な危険箇所
を確認しておきましょう。
 ttps://www.town.iizuna.
h
nagano.jp/docs/686.html

停電情報お知らせサービス
（無料アプリ）のご案内

○中 部電力パワーグリッドのスマートフォ ○詳 細については、町のホーム
ンアプリ「停電情報お知らせサービス」は、
ページで確認できます。
無料でダウンロードでき、停電が発生し
【地域計画（R4.3月策定）

・地
た場合に、プッシュ通知でアプリの利用
域計画（概要版）・実施予定事
者に状況をお知らせします。外出先でも
業一覧（R4.3月末現在）】
停電情報をすぐに確認できます。
https://www.town.iizuna.nagano.
jp/docs/6972.html

※下 記QRコードか
らアプリをダウ
ンロードして、ご
利用ください。
iOSはこちら▲
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国土強靭化地域計画の
公表について

Androidはこちら▲

3月20日（日）
次産業的発展に向けて

　　　　　　　　　　　　　　

６

3月17日（木） ・ 18日（金）
礼駅でドラマの撮影

牟

▲木村講師の話を熱心に聞き入る参加者

直売所出荷者の皆さんを対象に、6次産業化による
地域農業の発展と活性化に向けた勉強会兼報告会が
開催され、約30名が参加しました。勉強会では、和歌
山県田辺市で直売所経営・加工事業から体験農業や廃
校活用まで幅広くコミュニティ事業を展開されている木
村則夫氏を講師に迎え、先進地の取組事例を学びまし
た。また、報告会では、
「飯綱町の6次化の現状と今後」
をテーマに、参加者を交えて活発な意見交換が行われ
ました。参加者からは「人材育成や地域づくりを柱とす
る取組の重要性を実感した」、
「小さいことでも持続可
能な取組を進めていければ」と、今後の6次産業的発展
を進める上での、良い機会と交流になりました。

▲牟礼駅前広場で撮影の準備

牟礼駅でテレビドラマ
の 撮 影 が 行 わ れ ま し た。
制作チームの皆さんによ
り、ホームにある待合所
が蕎麦屋に大変身。
深夜の寒い中、俳優の
▲待合所が蕎麦屋に
皆さんの迫真の演技によ
り、現場は緊迫した空気に包まれました。
4月11日（月）の初回で放送され、ドラマで使われ
た駅名は「浅間駅」になっていましたが、皆さん気が
ついたでしょうか。

4月12日（火）

ＪＡＦ長野支部と観光協定を締結

4月3日（日）

牟礼(60)から始まる新たな人生
むれ

た

び

▲「全国に町をPRするチャンスをもらった」と話す峯村町長

▲還暦祝い記念撮影用パネル除幕式

日本自動車連盟
（JAF）長
野支部と飯綱 町が 観光協
定を締結しました。
JAFの広報誌やウェブサ
イトで飯綱町の観光名所や
特産品の紹介をします。
▲協定書調印の様子
また、信州大学の学生の協力を得て、JAFが観光促
進を目的とした飯綱町のＰＲ動画も作成する予定です。
2,000万人以上のJAF会員の皆さんに、飯綱町の魅
力を発見してもらい、情報の共有や拡散につながるこ
とを期待します。

地域の活性化や北しな
の 線 の 存 続 の た め、 牟 礼
（60）と還暦（60歳）を結び
付け、60歳の節目に牟礼
駅を訪れてもらうことを
▲飯綱権現太鼓の演奏
目的とした取組がスター
トしました。オープニングイベントのこの日は晴天
に恵まれ、町外から多くの方が牟礼駅を訪れました。
今後、町内の事業所にご協力いただき、還暦の方が
楽しんでいただけるようなプランを町観光協会と共
に計画していきます。
む れ
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４月６日（水）

ご入学おめでとうございます　 牟礼小学校・三水小学校・飯綱中学校
町立の各小学校、中学校で入学式が行われました。
牟礼小学校36人、三水小学校29人、飯綱中学校83人の新入生が少し緊張した様子で入場してきました。笑
顔いっぱいの楽しい学校生活が送れますように。

▲三水小学校

▲牟礼小学校

▲飯綱中学校
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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。）

だ い ず

も

はる

つ

こ

まめ

に

ふうぶつし

にお

はな

むらじゅう

さ

ころ

春を告げるジシャの花が咲く頃
み そ

大豆持ってきて
味噌豆を煮る匂いが村中に
た

はる

立ち込めます

むら

ひと

い い ぞ ー （※１）

はいよー

い

なんで
わら入れて
あんの？

こ

村の春の風物詩の一つ

だ い ず

はじ

大豆が焦げていかね

み そ

味噌づくりが始まります

し

ように敷いてあるんだ

第

回

あと

︱ 味噌づくり（前編） ︱
どう

こ ゆ び

どれくらいかな？
おやゆび

親指と小指で
やわ

つぶれるくらいの

へー

柔らかさでしょ

ああ

いいかな

は ん き

半 切 り （※２）

にうつす？

とう

父ちゃん
じゅんび

）
コンゴ （※３は
いて

準備して

はいよ
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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

17

あ し ゆ

はい

よ

足湯に入ってるみてえで
き も

まめ

気 持 ち 良 か ら ず （※４）
に

ふ

煮た豆は
み そ

味噌踏み
せんよう

専用の

なわ

み そ

あ

つ

または縄で編んで吊るす
つ

「吊るし味噌」にして
ま

か

カビがつくのを待ちます

つ

な っ ち ょ だ ね （※６）

いいカビ
ついたかね

は

あと

あたま

み

そ

か

ま

ミソッカワで

ちゃ

そして
だま

待って

き

やした

ま

お茶に

み そ

あら

じょうげ

そ

カビのついた味噌玉を

だま

するかい

み そ

わらのタワシで洗います

ほ

ちゃ

み そ

かわ

干した味噌玉の上下を削いで切ったものを「味噌皮」と

さとうじょうゆ

み そ

な か ま

いってお茶うけのごちそうにしました
や

た

焼いて砂糖醤油で

しんせき

（※７）

食べるとこてらんねな
こう

きんじょ

こうへん

）
ええっこ （※８を
しての大仕事でした （後編につづく）

おおしごと

味噌づくりは近所や親戚の味噌仲間が

み そ

和製チーズださな

わ せ い

香ばしくて

み そ

み そ

わらぐつで
こ ど も

つ

うんまいや

ね

「寝かし味噌二十日」

つぶした後

の

子供の頭ぐらいの
たま

なら

※( ５）

玉にして
うえ

むしろ
み そ

「吊るし味噌三十日」といい

ね

あつ

上に並べ

な か ま

カビがつくのを待って
み そ

「寝かし味噌」

味噌仲間が集まってきます
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にします

むしろ…わらなどを編んでつくった敷物
なっちょだね…どんな様子だね
こてらんね…たまらない
ええっこ…結い

※５
※６
※７
※８

大豆は一晩水につけておきます
半切り…底の浅い木桶
コンゴ…わらぐつ
良からず…良いでしょ

※１
※２
※３
※４

2022 年度 飯綱町民講座 × 飯綱町男女共同参画推進フォーラム

あきらめない生き方
～あなたに伝えたいこと～

冤罪事件 ( 郵便不正事件 ) を闘い抜き無罪を勝ち取り、
史上２人目の女性事務次官を務めた村木厚子さんが語る。

村木厚子氏
講 師 プ ロフィー ル

1955 年高知県生まれ。土佐高校、高知大学卒業。1978 年労働省
( 現厚生労働省 ) 入省。女性政策、障がい者政策などに携わり、
2008 年雇用均等・児童家庭局長、2012 年社会・援護局長などを
歴任。2013 年から 2015 年まで厚生労働事務次官。現在は津田塾
大学客員教授、伊藤忠商事㈱社外取締役など。
著書：「日本型組織の病を考える」( 角川新書 )
「あきらめない」( 日経 BP 社 ) など

2022 年

6 月 19 日 日

飯綱町民会館ホール

13：30 ～ 15：30( 開場・受付 12：30)

入場無料・町民限定
( 飯綱町内通学・通勤の方を含む )
席に限りがございます。
お早めにご来場ください。
※託児あり ( 事前申込制 )

リアルタイム字幕あり : 聴覚に障がいをお持ちの方も安心してご参加いただけます。
■新型コロナウイルス感染症対策のおねがい■
・ マスクの常時着用をお願いします。
・ 当日受付 ( 氏名 ・ 地区名等のご記入 ) や検温、 手指消毒、 体調確認等にご協力ください。
・ 発熱や体調不良等の症状がある場合は、 参加をお控えいただきますようお願いします。
※急激な感染拡大等の状況によりイベントが中止になる場合がございます。
主催︓飯綱町、 飯綱町議会、 飯綱町教育委員会
共催︓飯綱町男女共同参画推進委員会、 飯綱町人権教育推進委員会
後援︓飯綱町区長組長会、 飯綱町シニアクラブ連合会、 飯綱町商工会、 飯綱町文化協会、 飯綱町観光協会、 飯綱町ボランティア連絡会、 飯綱町婦人会、 飯綱女性会議

問合せ︓飯綱町 企画課 ☎026-253-2512 飯綱町議会 ☎026-253-4761
飯綱町教育委員会生涯学習係 ☎026-253-6560

( 写真提供：全国居住支援法人協議会）
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町外にお住まいのご家族・ご親戚・ご友人に
飯綱町ふるさと納税のＰＲをお願いします!
ふるさと納税とは、都市部と地方の税収格差を解消するため、現在住んでいる地域以外の市町村に寄
附をされた方へ住民税及び所得税の税額控除を行う制度で、正式には「ふるさと応援寄附金」といいます。
飯綱町においても、ふるさと納税に取り組んでおり、町の地場産品を多くの方に知っていただくことを
目的に、寄附をしていただいた方へ特産品を贈呈しております。当町の令和３年度の総額は4億8千万円
を超え、町行政の貴重な財源として子育て支援や農業振興などに大切に活用しています。
町外にお住まいのご家族・ご親戚・ご友人等に
飯綱町へ「ふるさと応援寄附」をしたいという方が
いましたら、この取り組みをぜひご紹介ください。
寄附された方へは、りんご・もも等の農作物や、
リンゴジュースなどの加工品、町内宿泊施設の宿
泊券など、ご希望のお品をお送りさせていただき
ます。寄附は、楽天などのインターネットサイト
を通じて、簡単にお手続きが可能です。
https://www.town.iizuna.nagano.jp/
docs/299.html

また、飯綱町の農産物や特産品、町内で製造された工業製品などを返礼品として出品してみたい方
も募集していますので、ご興味がある方はお気軽に飯綱町ふるさと納税事務局 ㈱カンマッセいいづな
（電話219-2320）
までお問合せください。
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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
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

町民・子育て世帯支援

・基準日（令和３年12月10日）において住民登録があり、
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
令和３年度住民税
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる 現在申請受付中
非課税世帯等に対
世帯を除く
申請期限
する臨時特別給付
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和３年 ９月30日まで
金
１月以降の家計が急変し、非課税である世帯と同様の
事情であると認められる世帯、世帯全員分
■給付額：１世帯当たり一律10万円
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）

問合せ先
厚生労働省
コールセンター
0120-526-145
（受付時間：
平日９時～ 18時）
保健福祉課
福祉係
253-4764
飯綱町社会福祉
協議会
253-1001

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
・２人以上の世帯：月20万円以内 単身世帯：月15万円 ６月30日まで
以内
・貸付期間：原則３か月以内（延長の貸付も受付けます）

介護保険料の
減免

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
適用期間：
を負った第１号被保険者
（65歳以上）
令和４年４月１日～ 保健福祉課
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、
令和５年３月31日
介護支援係
前年より30％以上の減少が見込まれる第１号被保険者
※減 免には別途要件 253-4764
（65歳以上）
があります
①②とも保険料が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とも税金が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～ 住民環境課
国保年金係
令和５年３月31日
※減 免には別途要件 253-4762
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とも保険料が一部又は全額免除となります

適用期間：
令和４年４月１日～ 住民環境課
国保年金係
令和５年３月31日
※減 免には別途要件 253-4762
があります

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 適用期間：
住民環境課
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 令和２年１月１日～ 国保年金係
の傷病手当金
当金の支給
令和４年６月30日
253-4762
適用期間：
住民環境課
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
令和２年２月以降の 国保年金係
免除
より保険料が一部又は全額免除となります
保険料が対象
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

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
的に困難な方要件：緊急小口資金・総合支援資金の利用 随時申請受付
者

建設水道課
上水道係
253-4767

下水道使用料の
支払猶予

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４年４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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●

高齢者の生活全般にわたって幅広くご相談をお受けします。

例えば…
▢最近、足腰が弱って立ったり座ったりがおっくうになってきた
▢気持ちが沈んで家に閉じこもっていることが多くなった
▢在宅酸素になって管理が大変だけど、外出もしたい
▢最近、物忘れがひどくなった、認知症と言われたけど今後進まないように
したい
▢おむつの当て方や体の動かし方など介護の方法が分からない…
▢病院を退院してまだ体がしっかりしないから買い物や調理が不安だけど…
▢トイレや玄関に手すりがあればいいのに…
▢お金の管理や銀行に下ろしに行くのが困る
などなど

2 介護予防ケアマネジメント
●
「介護や支援が必要となるおそれがある方」、「閉じこもり予防や交流を
したい方」、「要支援１・２・事業対象者の方」を対象に心身状態の悪化
を防ぎ、生活の活動性を高めるための介護予防プログラムを作成し、
サービス等につなげ、一定期間後に評価をします。

3 高齢者の方の権利を守る
●虐待、悪徳商法など消費者被害に関する相談や成年後見制度の活用支
援を行います。虐待の防止にも取り組みます。

4 包括的・継続的ケアマネジメント
●暮らしやすい地域にするために、医療機関やケアマネージャーなどさ
まざまな機関とネットワークをつくり連携を進めます。

5 認知症対策
●認知症に関する周知・啓発、地域の見守り体制、早期発見・早期対応、
家族の相談支援等に関係機関と連携しながら取り組みます。

高齢者に関する相談ごとは

１ 総合相談

飯綱町地域包括支援センターへ
ご相談ください

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者のみなさんが、住み慣
れた地域での生活を継続できるよう、介護、福祉、健康、医療などさま
ざまな面から総合的に支えるために設置されています。

所属職員の職種
○主任介護支援専門員
○保健師
○社会福祉士
○介護支援専門員
●来所・電話による相談
ができます。
●必要に応じて、ご家庭
に伺います。
●相談無料・秘密厳守

飯綱町役場（第１庁舎内）保健福祉課 ☎026-253-2485
（直通）
月曜日から金曜日まで8時30分～ 17時15分
(祝祭日、12月29日～ 1月3日までを除く)
※夜間・早朝・休日・祝祭日の場合は、役場宿日直（電話253-2511）にご用件を
お伝えください。後日、担当よりお電話を差し上げます。
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いき教室 イベント年間計画表

ならどなたでも参加できます。シニアクラブ、つながり隊、いきいきサロン等

場合は、天狗の館の個室などを利用することができます。

平出・番匠・福井団地・四ツ屋・
福井・坂上 地区

赤東（東柏原・毛野）･倉井（川北・川西・
谷）
・普光寺（深沢・中部）
・横手・北川・
中宿・古町・東高原 地区

〈実施日〉

〈実施日〉

4月実施なし

10月 6日(木)

4月実施なし

10月14日(金)

5月12日(木)

11月10日(木)

5月20日(金)

11月11日(金)

6月 2日(木)

12月 1日(木)

6月10日(金)

12月 9日(金)

7月 7日(木)

1月12日(木)

7月 8日(金)

1月20日(金)

8月実施なし

2月 2日(木)

8月実施なし

2月10日(金)

9月 1日(木)

3月 2日(木)

9月 9日(金)

3月10日(金)

栄町・牟礼・袖之山・高坂・坂口・
地蔵久保 地区

赤東（奈良本・下赤塩・上赤塩・扇平）・
倉井（原・風坂・川西）・野村上・
夏川・上村・東高原 地区

〈実施日〉

〈実施日〉

4月実施なし

10月 7日(金)

4月実施なし

10月20日(木)

5月13日(金)

11月 4日(金)

5月26日(木)

11月24日(木)

6月 3日(金)

12月 2日(金)

6月16日(木)

12月15日(木)

7月 1日(金)

1月13日(金)

7月21日(木)

1月26日(木)

8月実施なし

2月 3日(金)

8月実施なし

2月16日(木)

9月 2日(金)

3月 3日(金)

9月15日(木)

3月16日(木)

芋川・普光寺（東部・中部・西部）・
小玉・西黒川・東黒川 地区

天狗の館無料送迎バスを運行しています。
送迎バスを利用される方は、教室に参加
される3日前までに人数等を天狗の館まで
ご連絡ください。

〈実施日〉
4月実施なし

10月13日(木)

5月19日(木)

11月17日(木)

6月 9日(木)

12月 8日(木)

7月14日(木)

1月19日(木)

8月実施なし

2月 9日(木)

9月 8日(木)

3月 9日(木)

詳細等については天狗の館までご連絡ください。
天狗の館いきいき教室係

℡026-253-3740
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令和4年度 天狗の館健康いきい

この教室は、温泉を使った健康づくりのために実施しています。町民の方な

の保健福祉関係団体が健康増進を目的として、いきいき教室に参加される場

5月

6月
7月

9月

町内花めぐり

花の香りは、日々の健康維持につながり、
ストレスを緩和します。
季節の変わり目を楽しみ、れんげつつじ、
ぼたん桜、二輪草などを巡りましょう。

紙コップで簡単けん玉作り

紙を丸めてテープで包み、無地の紙コップ2つに好き
な色を塗り、紙コップ2つとつなげれば軽くて安全な
オリジナルけん玉の完成です。手指の運動と昔ながら
の遊びを懐かしみましょう。

紫陽花園見学
（霊仙寺湖周辺）

木工細工（バードコール）

さわやかな高原の空気の中で、紫陽花の花の中を散策
し心も体も前向きに過ごしましょう。
木片に穴をあけ、その穴とボルトをこすり合わせると、
「キュッキュッ」とかわいい鳥の鳴き声のような音が出
るもの。簡単に作れてキーホルダーやストラップにす
ることもできます。外で鳴らせば小鳥が近づいてくる
こともあります。

10月 色鉛筆塗り絵

集中して色を塗ることにより、脳の活性化を図り認知
症予防やストレス解消につながります。

11月 ハーバリウムアレンジメント

瓶の中にオイルと一緒にドライフラワーや貝殻など、
好きな物を入れて鑑賞用でもプレゼントにもできる品
物を制作体験できます。

イスに座ったままできる
冷え症予防運動

冷え性は身体を老化させる原因にもなると言われてい
ます。
椅子に座ったままで簡単な足先の運動をすることで冷
え性の予防ができます。

1月

折り紙

頭と指先を動かして手軽にできる脳トレで集中力を高
めましょう。

2月

茶道入門体験

お茶をたてて、心も体もリフレッシュしていただけま
す。ご自分でたてたお茶を飲んで脱水症対策に！

身体機能向上運動

身体機能の低下は、運動機能や心身機能にも影響する
と言われています。椅子に座ったままできる簡単な運
動をすることで、日常生活を豊かにしましょう。

12月

3月

※令和4年度のイベントは上記のとおり計画しておりますが、当日の天候や講師の都合等により内容が変更になる場合があります。
※天狗の館の入館料（600円）及び飲食等の費用は実費となります。
※天狗の館への飲食物の持ち込みは、衛生管理上できません。
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今月の Pick up
〈資金収支計算書〉の解説

〈行政コスト計算書〉の解説

 資金収支計算書とは、一会計年度における現金の
流れを、収入・支出の性質に応じて、
「業務活動収
支」
「投資活動収支」
「財務活動収支」に区分して表
示したものです。
（単位：万円）※単位未満四捨五入
業務活動収支 町税や業務費用など

9億5,541

投資活動収支 資産形成や貸付など

△12億680

財務活動収支 地方債や借入など

4億1,682

本年度資金収支額

1億6,542

前年度末資金残高

6億2,629

本年度末資金残高

7億9,171

前年度末歳計外現金残高

2,911

本年度歳計外現金増減額

6億9,530

本年度末歳計外現金残高

7億2,441

本年度末現金預金残高

15億1,611

 行政コスト計算書とは、町が１年間に行う人的
サービス・給付サービスなど資産形成に直接つなが
らない経常的な行政サービスに、どのくらいのコス
トをかけたかを表したものです。
（単位：万円）※単位未満四捨五入
経常費用
業務費用
人件費
物件費等
その他の業務費用
移転費用
経常収益
使用料及び手数料
その他
純経常行政コスト
臨時損失
臨時利益
純行政コスト

81億4,810
42億483
14億150
27億5,844
4,488
39億4,328
3億2,031
6,808
2億5,223
△78億2,780
3,322
－
△78億6,102

ポイント！

ポイント！

〈純資産変動計算書〉の解説
 純資産変動計算書とは、貸借対照表の純資産が1年間でどのように増減したかを示すとともに、行政コスト計算
書で計算した純経常行政コストがどのように税収や補助金収入などの財源で賄われたかを示すものです。
（単位：万円）※単位未満四捨五入
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

204億1,707
△78億6,102
80億2,778
53億9,154
26億3,624
1億6,677

資産評価差額

－

無償所管換等

64

その他

－

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

ポイント！

1億6,741
205億8,448
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統一的な基準による飯綱町の財務書類

飯綱町

総務課

令和２年度決算財務書類【一般会計等】概要版
令和3年3月31日現在 総人口：10,778人
飯綱町では住民の皆様に町の財政状況をよりよく理解していただくために、平成21年度決算から「新地方公
会計制度」に基づく財務書類を作成しております。平成28年度決算からは、これまでの取組を発展させた「統
一的な基準」による財務書類を作成し、公表しています。
「統一的な基準」による財務書類では、一般会計、からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計で構成され
る一般会計等財務書類のほか、一般会計等財務書類に病院や水道事業、下水道事業等の公営事業会計を含めた
全体財務書類、全体財務書類に長野県地方税滞納整理機構をはじめとする一部事務組合・広域連合や第三セク
ター等である飯綱町ふるさと振興公社を含めた連結財務書類が作成されます。財務書類は発生主義ベースで作
成されますので、減価償却費のような現金の支出を伴わないコストの把握や町の資産、借金といったストック
の総体を一覧的に把握でき、従来の決算書では分からなかった情報を得ることができます。
「詳細は飯綱町公式ホームページにおいて公表しています。」

〈貸借対照表〉の解説
 貸借対照表とは、３月31日時点において町が保有する資産の状況と、その財源となった負債・純資産の状況を対照
表示したものです。左側（借方）に「資産」
、右側（貸方）に「負債」と「純資産」が表示され、資産・負債（ストッ
ク）の総体を一覧的に把握できます。
（単位：万円）※単位未満四捨五入

１ 固定資産

⑴有形固定資産

235億350

固定資産台帳上の金額を取得価格とし、減価償却
処理を行っています。

－

２ 流動資産

⑶投資その他の資産

24億4,765

⑴現金預金

15億1,611

⑵未収金
⑶短期貸付金
⑷基金
⑸徴収不能引当金

385
－
21億3,376
△23

２ 流動負債

⑵無形固定資産

１ 固定負債

資産の部（これまで積み上げてきた資産）

負債の部（将来世代が負担する金額）
⑴地方債
⑵長期未払金

ポイント！
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296億464

－

⑶退職手当引当金

5億6,848

⑴1年内償還予定地方債

8億4,573

⑵未払金
⑶賞与等引当金

－
6,994

⑷預り金

7億2,441

⑸その他

－

負債合計

90億2,015

純資産の部（現在までの世代が負担した金額）
純資産合計

資産合計

68億1,160

負債・純資産合計

205億8,448
296億464

飯綱町組織及び業務分担表（令和４年４月１日現在）
町

課等名

及び

長

峯村

課等長名

勝盛

副町長

係名
総務係 ふるさと納税推進室

総務課
課長

徳永

危機管理室

裕二

財政係

課長

土屋

地域振興係

龍彦

人口増推進室

課税係

兼
正和

藤沢

生活環境係

茂行

国保年金係

課長

026
（253）4764

介護支援係

永野

喜一朗

耕地林務係

順一

上水道係

克裕

026
（253）4767

髙橋

秀一

こども子育て
未来室

事務長

伊藤
相澤

一人
浩幸

上水道に関すること
下水道（合併処理浄化槽含む）に関すること

教育委員会庶務、学校の管理運営

こども保育係

生涯学習係【町民会館】

院長

ほか

保育の実施、児童クラブ

026
学校給食、学校給食共同調理場の管理運営 ほか
（253）3250
026
社会教育の振興、公民館活動、人権教育、男女共同参画、青少
（253）6560 年対策、スポーツ振興、歴史・文化活動 ほか
診療業務全般

医療技術部門

各種検査・医療技術全般

看護部門

看護業務全般

健診管理部門

健診業務全般

地域医療連携室

患者の全般的な相談援助及び入退院支援

飯綱訪問看護ステーション【飯綱病院内】
所長 伊藤 一人

総務係
医事係

ほか

ほか

診療部門

事務部門

ほか

026
子育て支援係
子育て支援、児童・母子・父子福祉、母子保健
（253）4769

学校給食係

飯綱病院

ほか

026
議会事務全般・監査事務
（253）4761

議会事務局
総務教育係

教育委員会事務局

ほか

道路・河川改良事業、橋梁等施設整備、砂防、急傾斜、公園整備、
町営・若者定住住宅 ほか
026
（253）4766 道路・河川維持管理、橋梁等維持管理、景観計画、除雪、国土
調査 ほか

下水道係

教育次長

ほか

商工業の振興、労働行政、観光に関すること

維持管理係

建設水道課

議会事務局
事務局長 梨本

介護保険、要介護・要支援認定

農業委員会事務局、農業振興

建設係

笠井

高齢者・母子・児童・障害者福祉、生活保護、福祉医療

026
土地改良事業、農業用水、林業、有害鳥獣
（253）4765

商工観光係

課長

ほか

地域包括支援センター

農政係
平井

町税等の収納・徴収及び滞納処分

ほか

026
総合相談支援、高齢者の権利擁護、介護予防ケアマネジメント
（253）2485
健康推進係【健康管理センター】 026
健康増進、母子保健、精神保健、栄養改善 ワクチン接種
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 （253）6841

光昭

産業観光課
課長

固定資産税・住民税・その他諸税の税制及び賦課

国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金

福祉係
保健福祉課

敦子

戸籍届出、住民異動、マイナンバーカードの交付、印鑑登録、
自衛隊の募集、人権擁護 ほか
026
廃棄物の収集、一般ゴミの収集、環境保全、墓地、犬の登録・
（253）4762 狂犬病予防、消費者行政 ほか

住民係
課長

馬島

主な業務
条例・規則、人事管理、区長・組長会、選挙、交通災害共済
地縁団体、ふるさと納税 ほか
026
危機管理・防災・消防、国土強靭化、業務継続計画、防災無線設備、
（253）2511 防犯、文書公開 ほか
財政の企画・調査・公表、予算編成・執行計画、地方交付税・起債・
基金、財産の取得・処分、公用車管理 ほか

026
（253）4071

収納係

住民環境課

教育長

026
経理全般・一般出納事務・源泉徴収
（253）4768

会計係

税務会計課

会計管理者
課長 土倉

武久

DX 推進、総合計画、過疎対策、行政評価、行政改革、交通対策、
広報広聴、連携中枢都市圏、入札、統計、SDGs ほか
026
地域活性化、集落創生、創業支援、旧小学校跡利用、総合戦略、
（253）2512 若者育成 ほか
人口増推進、移住就業支援、交流促進（都市農村交流・大学連携・
国際交流）
、コミュニティ助成、集会施設整備 ほか

企画係 DX 推進室

企画課

池内

電話番号

ほか

病院の運営、予算・決算、経理全般、院内の施設・器械等の管理、
診療材料等の管理 ほか
026
（253）2248 外来入院患者の受付、診療費の請求・整理等、診療録の整理保
管 ほか
026
訪問看護事業・居宅介護支援事業
（253）3481
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飯綱町職員募集

■試験区分、採用予定人数など
区

分

採用予定

受験資格

試験日程等

平 成4年4月2日 か ら 平 成17
一般事務
年4月1日までに生まれた人
（初級） 若干名 で、高校卒業程度の学力を有
し、令和5年４月１日現在で
飯綱町に住民登録がある人

■第1次試験
令和4年9月18日
教 養試験、職場適応性検査、事務
適性検査
■第2次試験
令和4年10月下旬
作文・面接

昭和53年4月2日から昭和63
年4月1日までに生まれた人
一般事務
で、高校卒業程度の学力を有
（社会人 若干名
し、申し込みの直近10年中8
経験者）
年以上の民間企業などにおけ
る職務経験がある人

2回実施予定
■第1次試験
①令和4年6月19日、②10月16日
社会人基礎試験、事務適正検査
■第2次試験
①令和4年7月17日、②11月中旬
作文、面接

ホームページ等掲載時期
7月下旬を予定し
ています。
併せて町内無線放
送により周知しま
す。

5月、8月 を 予 定
しています。
併せて町内無線放
送により周知しま
す。

■受験できない人

①日本の国籍を有しない人
②地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
③その他受験案内による

■受験手続

①受験申込書
②申込方法
③受付時間
④受付場所

飯綱町役場総務課総務係にあります。（町ホームページからもダウンロードできます。）
持参又は郵送（郵送の場合は締切日当日の消印のあるものに限り受け付けます。）
平日（土･日・祝日は除く。）の午前8時30分～午後5時15分
飯綱町役場第1庁舎2階 総務課総務係

■採用予定

令和5年4月1日（条件付き採用期間6カ月）
社会人経験者は令和4年度中の採用又は令和5年4月1日の採用を予定しています。

■その他

受験申し込みに関しご不明な点は、役場総務課総務係までお問合せください。

■問合せ 総務課総務係 ℡253-2511
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新型コロナウイルスワクチンについて

◆追加接種（３回目）

新型コロナウイルスワクチン3回目接種の対象年齢が12歳以上に引き下げられ
たことから、2回目接種を完了した12歳以上の方の3回目接種を実施しています。
2回目接種完了後6カ月経過した12歳以上の方は接種が可能になりますので、
下記のとおりお知らせします。
□5月以降の接種スケジュール
接種日
予

5月20日（金）

28日（土） ６月４日（土）

25日（土） ７月９日（土）

30日（土）

5月9日～ 5月11日

約

5月30日～ 6月1日

受付期間

7月4日～ 7月5日

※上表で接種するワクチン
5月20日（金）は‘モデルナ’ を使用します。（18歳以上の方が対象となりますのでご注意ください。
）
それ以外の日は、ファイザーを使用します。
□追加接種（３回目）の接種券発送スケジュール
2回の接種完了日

接種券発送日

令和3年12月1日～ 12月28日

5月24日

令和4年

6月27日

1月4日～ 1月31日

以後2回目接種から6カ月経過時期に
あわせて順次発送します。

◆初回接種（１回目、２回目）

12歳以上の方でこれまでに１回目、２回目が未接種で、これから希望される方は下表をご覧ください。
接種日

予約受付期間

１回目 ６月 ４日（土）

５月19日（木）・20日（金）

予約方法

町ワクチン接種予約センター（253２回目 ６月25日（土） 1回目と2回目はセットでの申込みになります。 5092）へ電話のみの予約です。
★★追加接種、初回接種の実施期間は令和4年9月30日までの予定です。7月以降も接種を実施しますの
で、日程等は決まり次第町ホームページ、町広報紙等でお知らせします★★

お子さんや高齢者の予防接種に関するお知らせ
令和４年３月末に、お子さんの予防接種や高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせを、対象となる方にお
送りしましたが、実施医療機関の内容に一部変更が生じたため、お知らせします。
【変更前】
医療機関名

時間

丸山医院

午前９：00 ～ 11：30
午後２：00 ～ ４：30

備考
午後、お盆、年末年始は要問合せ

【変更後】
医療機関名

丸山医院

診療受付時間

備考

午前９：00 ～ 11：00
午後２：00 ～ ４：00

・土曜日は午前のみ、日曜祝日は休診
・診療日であっても休診となる場合もありますので、あら
かじめ丸山医院にお問い合わせの上、受診していただく
ようお願いします。（電話）253-2028

【予防接種に関する問い合わせ先】飯綱町健康管理センター（電話）253-6841
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健 康 案 内 板
国保特定健診

対

料

象

町民健診

飯綱町国保に加入
さ れ て い る40 ～ 20 ～ 39歳 の 方
74歳の方（昭和58 （ 昭 和58年4月1
年3月31日以前に 日 ～ 平 成15年3
生まれた方で、健 月31日 生 ま れ の
診 当 日75歳 未 満 方）
の方）

金

1,000円

1,000円

心電図検査：無料
心電図検査：
眼底検査：500円
オプション等
1,000円
大腸がん検診（便
眼底検査：500円
潜血検査）を含む
○無料がん検診クーポンについて
（乳がん・子宮頸がん・大腸がん）
 令和4年度に対象となる方に、5月中旬～下旬を目
安にクーポン券をお送りします。以下の方は、検診
の自己負担分が無料になります。詳細は、クーポン
券と同封の通知をご覧ください。
検診種類

対象者

子宮頸がん検診

令和4年4月1日現在、20歳、
25歳、30歳、35歳、40歳の方

乳がん検診
大腸がん検診

令和4年4月1日現在、40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳の方

▽その他
○定期健康相談
日時：5月20日（金） 9:30 ～ 11:30
場所：飯綱町健康管理センター
 5月19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。
○心の健康相談
日時：5月18日（水） 17:30 ～ 19:30
場所：飯綱町健康管理センター
 5月16日（月）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。
○断酒会
日程：5月4日、11日、18日、25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）
※感染拡大状況により変更する可能性があります。

▽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、詳細は通知にてお知らせします。
○乳児健診（場所：子育て支援センター）
期日：5月26日（木）
対

象

9 ～ 10か月

令和3年7月生

6 ～ 7か月

令和3年10月生

3 ～ 4か月

令和4年1月生

○1歳6か月児健診（場所：飯綱町健康管理センター）
期日：5月12日（木）
1歳6か月児

対

象

令和2年9月～ 11月生

○離乳食講習会（場所：子育て支援センター）
日時：5月31日（火） 10:00 ～ 12:00
対象：令和3年12月から令和4年2月生まれのお子さ
ん
離乳食初期から中期の講義と調理の実演です。
○おっぱい教室（場所：子育て支援センター）
日時：5月13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：子育て支援センター）
日時：5月10日（火）、27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。
○心理相談（場所：飯綱町健康管理センター）
日時：5月25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。5月20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。

▽各種健診（検診）のご案内
○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、飯綱病院から受
診券、問診票等を郵送します。新たに健診を希望さ
れる方は、5月31日（火）までに健康管理センターへ
ご連絡ください。
実施日：6月、7月の指定日
会場：飯綱病院

INFORMATION

飯綱町住宅リフォーム支援事業の受付について

町では、町内施工業者（町内に主たる事業所を有す
る法人または個人事業者）の受注機会の拡大による地
域経済の活性化と町民の皆さまの住環境の向上を図る
ため、個人住宅（自己が所有する居住の用に供する家
屋）、または併用住宅（自己が所有する個人住宅部分と
店舗、事務所または賃貸住宅が併設している建物）の
リフォームを行う場合の経費の一部を補助します。
▶受付開始 5月9日（月） 10:00
▶受付場所 役場第２庁舎 2階会議室
▶事業予算 600万円
※補助申請額が予算の上限に達した時点で、受付は
終了となります。
▶補助率
補助対象工事に要する費用の10/100に相当する額
▶補助限度額
20万円（千円未満は切り捨て）
▶補助対象者
以下の全てに該当する方が対象になります。
・町内に居住し住民登録をしている方。
・補助を受けようとするリフォーム支援事業につい
ては、町の他の補助金を受けていないこと。
・同一世帯に属する全員が町税等（住民税、固定資
産税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道受益
者分担金、上下水道料金など）を滞納していない
こと。
・下水道区域内の方は、既に接続工事が終了してい
ること。または、このリフォーム支援事業に併せ
下水道への接続工事を行っていただける方。
▶補助対象工事
・町内施工業者が行う補助対象工事費が30万円以上
で、住宅等の屋根・外装・建具・内装・設備の各
工事及び増改築工事。
・補助金は同一住宅、同一人について当該年度中１
回限りとします。
※工事の種類によっては対象にならない場合があり
ます。詳しくはお問い合わせください。
▶問合せ 産業観光課 商工観光係 ℡253-4765

Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験のお知らせ

5月18日（水）、11:00頃に全国瞬時警報システム（J
アラート）の試験放送を実施します。各戸に配布（貸与）
している受信機と、町内51か所にある屋外スピーカー
から試験放送が流れます。
緊急地震速報や武力攻撃における弾道ミサイル情報
などの緊急時の情報を、迅速に伝達するために必要な
試験ですので、ご理解をいただきますようお願いします。
※気象・地震活動の状況等により、中止することがあ
ります。
▶問合せ 総務課 危機管理室 ℡253-2511

お知らせ
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、毎週月曜日の夜間に一部の窓口を開設します。
▶5月の開設日 2日・9日・16日・23日・30日
▶時 間 17:15 ～ 19:00
▶場 所 会計係窓口・住民係窓口
▶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

マイナンバーカード申請のお手伝いをします（無料）

マイナンバーカードを希望する方へ、写真を撮って
カード申請のお手伝いをしています。個人番号カード
交付申請書（お持ちの方）及び身分証明書（免許証、保
険証等）をお持ちください。※所要時間約10分
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762

可燃ごみ3月分の委託収集量のお知らせ

令和4年3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

Ｒ4年
3月分

Ｈ26年
差引量
3月分

108t

161t △53ｔ △33% 120t △12t △10%

▶問合せ

住民環境課

前年
増・減

R3年
3月分

生活環境係

差引量

増・減

℡253-4762

加工所施設6・7・8月分の予約受付について

3か月分の予約受付を以下のとおり行います。
▶日 時 5月19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。
・予約受付日の電話での申込みは、11:00以降とな
ります。予約受付開始日以降は、随時電話で受け
付けます。
▶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

22

くらしの情報

地域おこし協力隊

飯綱町消防団長、副団長の紹介

隊員の紹介

たかはし

高橋

え

り

枝里 さん

4月1日付で消防団長に
小林一成さん（赤東）が
任命されました。（再任）

4月1日から、農産物加工施設で
の加工品の生産支援、新たな農産
加工品の開発等の業務を行ってい
ただきます。
「りんごの製品加工や、加工品
製作の活動を通じて、飯綱のりんごを幅広く届ける
ことを目指し、少しでも飯綱町の地域おこしに貢献
できるように頑張ります。よろしくお願いします」
▶問合せ 産業観光課 農政係 ℡253-4765

4月1日付で副団長に
宮本永人さん（普光寺）が
任命されました。（新任）

銃砲刀剣類の登録について

銃砲刀剣類は銃砲刀剣類所持等取締法により原則と
して所持できませんが、美術品もしくは骨とう品とし
て価値のあるものは長野県教育委員会の登録審査会で
登録手続きを行い、登録証が交付されることにより所
持が認められています。
令和４年度の日程・会場は次のとおりですが、新型
コロナウイルス感染症拡大予防の観点から予約制とな
りますのでご注意ください。
審査月日

審査会場

第1回

5月11日(水)

佐久合同庁舎 講堂
佐久市跡部65-1

第2回

7月7日(木)

松本合同庁舎 講堂
松本市島立1020

第3回

9月7日(水)

長野合同庁舎 501 ～ 503
長野市南長野南県町686-1

第4回

11月9日(水)

第5回

令和5年
松本合同庁舎 講堂
1月12日(木) 松本市島立1020

第6回
▶審査時間

令和5年
3月8日(水)

伊那合同庁舎 講堂
伊那市荒井3497

長野合同庁舎 501 ～ 503
長野市南長野南県町686-1

午前の部 9:30 ～ 11:30
午後の部 13:00 ～ 15:00
▶審査手数料 新規登録審査 6,300円/本
再交付審査
3,500円/本
※登録証がない銃砲刀剣類を発見した場合のほか、登
録証をなくした場合、刀剣類を相続し所有者が変
わった場合など、それぞれ手続きが異なりますので、
詳しくは下記までお問い合わせください。
▶問合せ
長野県教育委員会 文化財・生涯学習課文化財係
℡（直通）235-7441
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▶問合せ

総務課

危機管理室

令和4年度

℡253-2511

出前講座のご案内

住民のみなさんが知りたい、聞きたい町の情報を、
町担当職員が直接お届けします。町や行政への理解や
関心を深めていただくとともに、これからのまちづく
りについて、住民の皆さんと一緒に考えていきます。
▶講座の内容
ガイドツアー 5講座／健康・福祉・医療36講座／文
化・スポーツ・子育て11講座／安全・暮らし8講座
／まちづくり・協働4講座／その他20講座 （※詳
細は下記問い合わせ先まで）
▶申し込みができる人は？
 町内にお住まい、お勤め、または通学している、
おおむね10人以上のグループでお申し込みください。
▶例えばこんな集まりに…
 区、組、分館、老人クラブ、消防団、いきいきサロン、
育成会、子ども会、PTA、ご近所の集まり、学校の
授業など。小学校の社会見学でもご活用いただいて
います。
▶申込方法は？
 開催希望日の20日前までに、所定の申込用紙に必
要事項を記入のうえ、企画課まで提出してください。
申込用紙は、企画課でお渡しして
いるほか、町公式ホームページか
らもダウンロードできます。
※町公式ホームページ
「出前講座のご案内」
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/712.html
▶問合せ 企画課 企画係
℡253-2512

INFORMATION

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 5月10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
※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によって
は、中止となる場合があります。
▶問合せ 保健福祉課 福祉係 ℡253-4764

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 5月26日（木） 13:30 ～ 15:30
▶場 所 飯綱町民会館 2階 会議室
▶予約受付 5月18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

令和4年度犬・猫の休日譲渡会開催について

長野保健所に保護されている犬・猫を対象に、休日
譲渡会を毎月開催します。
▶開催日（いずれも日曜日）
令和4年 5月15日、6月12日、7月10日、
8月14日、9月11日、10月16日、
11月13日、12月11日
令和5年 1月15日、2月12日、3月12日
▶開催時間 10:30 ～ 12:00
▶開催場所 長野県長野保健所地下駐車場及び犬舎
（長野市中御所岡田98-1）
▶内 容 保護されている犬・猫の見学
▶参加方法
・完全予約制であるため、事前に申込みの上、参加
してください。
【申込先】長野保健所 ℡225-9065
【受付時間】平日8:30 ～ 17:15
・1組30分間の交代制となります。（1日10組限定）
・当日は、マスク着用のうえご参加ください。発熱、
咳、嘔頭痛など体調がすぐれない場合は参加をお
控えください。
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762

国民健康保険「医療費のお知らせ」を送付します

国民健康保険から病院等へ支払われる医療費は、皆
さんが負担する保険税と国の負担金（補助金）によって
まかなわれています。健康保険等の給付を含め病院等
へ支払われた医療費を確認いただくために医療費のお
知らせをお送りします。本年度は下記の3回送付を予
定しています。
発送時期

対象診療月

令和4年5月上旬

Ｒ3.11月～ 12月診療分

令和4年9月上旬

Ｒ4.1月～ 5月診療分

令和5年2月上旬

Ｒ4.6月～ 10月診療分

※なお、このお知らせは医療費控除の申告に使用する
医療費通知として申告書に添付することができます。
大切に保管してください。
▶問合せ 住民環境課 国保年金係 ℡253-4762

国保の特定健診を受診しましょう！

国民健康保険の特定健診は、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 保健福祉課 健康推進係 ℡253-6841

催

し

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
知症に関する事全般について、専門の相談員が相談に
応じます。
▶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。今年度も、5月・7月・9月・
11月・1月・3月の6回を予定しております。
※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。
▶日 時 5月17日（火） 13:00 ～ 15:00
（13:00 ～と14:00 ～ それぞれ1件1時間）
▶場 所 飯綱町役場 第１庁舎 １階相談室
▶申込方法 相談希望の方は、5月10日（火）までに下
記までお申し込みください。
▶問合せ 飯綱町地域包括支援センター
℡253-2485
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くらしの情報

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 5月2・9・16・23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 5月10・17・24・31日（火） 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を支援（クラフト、カラ
オケ、温泉など）
▶日 時 5月12・19・26日
（木） 15:30 ～ 16:30
※内容など詳細は下記へお問い合わせください。
▶開催場所・問合せ 飯綱町地域活動支援センター
（メーラプラザ内） ℡253-7519

納税日のお知らせ
5月31日（火）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5月31日（火）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、軽自動車税、下水道料（からまつ）
、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
※みずほ銀行窓口における町税や保険料、水道料金な
どの公金に関する納付書の取扱いは、令和5年3月
31日で終了します。

アップルミュージアムからのお知らせ
「篠田風花一花の写生図」展

▶期 間 4月23日（土）～ 5月29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 墨彩画による屏風絵や、パステル画に見る
花々の絵は、まさにそのままを写し取ったような深
い洞察力と繊細な表現力に溢れています。画家40余
年にわたる篠田さんの集大成ともいえる作品展を是
非この機会にご鑑賞ください。

画／篠田風花「あやめ」
▶お願い 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いたします。
▶問合せ
いいづなアップルミュージアム ℡253-1071

歴史ふれあい館からのお知らせ
星空観望会のご案内

天体観測室を使用しての夜の星空観望会は、感染症
対策として当面事前予約の定員制で実施します。ぜひ
お申し込みのうえご参加ください。
▶日 時 5月14日（土）・28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
▶申込み 予約先着順。開催前日までに歴史ふれあい
館（℡253-6646）
まで
▶参加費 無料
▶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
6月

5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（水）～ 3日（金）
7日（火）～ 10日（金）
14日（火）～ 17日（金）
21日（火）～ 24日（金）
28日（火）～ 30日（木）

4日（土）、 5日（日）
11日（土）、12日（日）
18日（土）、19日（日）
25日（土）、26日（日）

6日（金）
10日（火）～ 13日（金）
17日（火）～ 20日（金）
24日（火）～ 27日（金）
31日（火）

1日（日）
3日（火）～ 5日（木）
7日（土）、 8日（日）
14日（土）、15日（日）
21日（土）、22日（日）
28日（土）、29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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一緒に
探そう！

飯綱町で

毎回違ったスポーツや
アクティビティに挑戦！
たくさんの種類のスポー
ツを体験して、好きなス
ポーツを見つけよう！

いろんな
スポーツ

対象
小学生全学年
た

た

い

い

ん

ぼ

し

ん

け

ゅ

う

ん

た

い

定員
各回 20 名

2022

活動費用

プログラムごと ¥1,500/ 回
年間パス ¥8,000
※昨年度開催実績例

参加無料！入隊説明会開催！

2022 年 5 月 15 日 ( 日 ) 13:30～14:30
いいづなコネクト WEST スタジオ
詳しい情報
〒389-1226 長野県上水内郡飯綱町川上１５３５（旧牟礼西小学校音楽室）

活動内容や年間日程などについてご説明いたします。 もちもの
上履き
まずはお気軽に、親子でご参加ください。

楽しみたい人は

マツキング

子どもの運動指導歴 15 年
体育教室「マツキ倶楽部」代表

キングについてこい！

探検隊長

お申し込みは
こちら

飯綱町のスポーツ文化を次世代に！
地域の少子化や昨今のコロナ禍の影響で、子どもたちの
いろいろな体験・経験の機会が減ってしまいました。そ
んな子どもたちに、
この「スポーツ探検隊」を通じてスポー
ツの楽しさを体験してもらいます。
様々なスポーツを “その道のプロ” から教わり、
自分に合っ
たスポーツを見つけましょう！その体験を通じて困難を
乗り越えられる力を身につけて欲しいと思っています！

主催

：

お問い合わせ
株式会社みみずや
( 廃校フィットネス Sent.)
080-9648-5823
飯綱町企画課
026-253-2511

飯綱町・株式会社みみずや
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地域おこし協力隊活動報告
〜本郷隊員編～～

古 町 在 住 で す。

ですが、このたび起業をすることになりま

着任時にはあまり考えていなかったの

ような気がしています。

令 和 ４ 年 ４ 月 で、

した。「つて志お華や」（つてしおはなや）

本 郷 華 子 で す。

いよいよ任期終
という屋号です。

昨年取得した「伝筆」（つてふで）とい

了 で す。 平 成

年４月に飯綱町

という、名前に使われていることだまを紐

う筆文字の講師業と、
「名前のことはな書」

ら、 つ い に ３ 年

解き、詩に織り込むという作品の制作・販

にやって来てか

の月日が経ちま
着任時は、初めてのことに不安と期待を

リンゴを使ったジュースの販売ほか、飯綱

た、自分で栽培したリンゴの販売や、その

売、イベントでの実演販売等をします。ま

抱きつつ、実験中のハウスの管理をしなが

町産のリンゴを使ったオリジナル商品の

した。

ら、イチゴ栽培について学びました。そん

そして、福島ひまわり里親プロジェクト

販売も予定しています。

は農業関連の仕事等に就職することにな

などさまざまな活動で、今後も皆様とお会

な中、就農の可能性を探りながら、退任後
るかもしれないなどと考えながら活動を

ど、初めてのことばかりでしたが、とても

借 り し て の リ ン ゴ 栽 培、 畑 で 野 菜 作 り な

業関連の業務支援、地域との交流、樹をお

事業「四季成りイチゴ」のハウス管理と農

飯綱町での生活、信州大学との共同研究

うきっかけになれ

がっていく、そうい

気 を 取 り 戻 し、 繋

人が笑顔になり、元

する言葉で、周りの

私の生き方や、発

いできると思います。

楽しくて充実した毎日でした。私を受け入

たら嬉しいです。そ

始めました。

れてくださった仕事の関係者の皆様、地域

して、私の人生史上、最高に内容の濃い時

本当に３年間はあっという間でした。そ

ろしくお願いしま

きます。今後ともよ

の町で暮らしてい

れを喜びにして、こ

間だったと思います。また、それだけでは

す

の皆様に、心より感謝申し上げます。

なく、まるで昆虫のように、変態に変態を
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重ねて、全く違う生き物にでもなったかの

‼

▲オリジナルりんごジュース

60年前のバイクと牟礼駅で。還暦にまた撮ります。

地域おこし協力隊
本郷 華子

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）

４月１日 にゅうえん おめでとう！

かわいい おともだちが たくさん！
たくさんのお友達や保護者と一緒に、町立保育園3園で入
園式が行われました。
小さな手をいっぱいに伸ばして「は～い！」と返事をし、お
母さんやお父さんと手をつないで入場する子どもたちから
は、保育園での活動を楽しみにしている気持ちと、ちょっぴ
り不安な気持ちが伝わってきますね。
みんなで遊んだり、歌をうたったり、おいしいお昼を食べ
たり、これから楽しいことがいっぱいです。交通事故などに
気をつけて、毎日元気に登園しましょう。

毎年5月5日から１週間は児童福祉週間です
令和4年度標語

「見つけたよ 広がる未来とつかむ夢」
厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やか
な成長について国民全体で考えることを目的に、毎
年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福
祉週間」と定めています。
子どもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝
である子どもたちに対する国民全体の願いです。す
べての子どもたちが家庭や地域において、豊かな愛
情に包まれながら育っていけるような環境・社会を
作っていくことが重要です。
飯綱町でも、子どもたちと子育て家庭を支援する
取組を進めています。また、子育ての悩みやご相談
等がありましたら、下記までご連絡ください。
■ご相談・連絡先
教育委員会 こども子育て未来室子育て支援係
子育て支援センター

令和4年6月から児童手当制度の
一部が変わります！

○児童手当現況届が原則不要になります。ただし、提
出が必要な場合もありますので、対象の方には後日
郵送します。
○特 例給付（月額5,000円受給されている方）の所得
上限限度額が設けられ、一定以上の所得がある方は
支給されません。
 詳しくは町ホームページをご覧下さい。またご
不明な点は、担当までお問合せください。
■お問い合わせ先
教育委員会 こども子育て未来室子育て支援係

みつどんのお家が１周年！

みつどんのお家（子育て世代支援施設）を開設して、
まもなく１周年となります！ そこで６月４日（土）
に、ファミリーコンサートを開催する予定です。
時間などの詳細は、決まり次第町ホームページ等
でもお知らせしていきますので、お楽しみに！
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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。

28

