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飯綱町の世帯数 4,238世帯（－3世帯） （ ）
内は前月比
飯綱町の人口 10,656人 （−4人）
令和４年６月30日現在

「もったいない」をハッピーに！
りんごの町から日本初の
「りんごレザー」が誕生！

特集

「りんごレザー」
という選択。
「りんご」が結びつなげた無限の可能性
全国有数のりんごの産地である飯綱町は、生食の生産だけでなく、高付加価値化の取組として、りん
ごを使用した様々な加工品の製造や開発等にも積極的に取り組んでいます。
特に、近年は、㈱サンクゼールや林檎学校醸造所（北信五岳シードルリー㈱）などで、シードル製造が
盛んに展開されているほか、令和３年度から三本松農産物加工施設が稼働したことで、町内でのりんご
ジュース製造量は大幅に増加しています。
こうしたりんごの搾りかす残渣 が多量に排出される飯綱町の状況に着目し、飯綱町から「りんごレ
ザー」を生み出したいとするビジネスプランが、第５回「いいづな事業チャレンジ」
（2022年2月）で提案さ
れました。提案者は、㈱SORENA（ソレナ）代表の伊藤優里（いとうゆり）さん。
この新たなビジネスプランは、
「日本一のりんごのまちづくり」を目指す飯綱町にとって、りんごをテー
マとした循環型社会の構築や持続可能なまちづくりのモデルとして、また、りんごを余すことなく活用
できる新たな産業創出のチャンスとして、大きな可能性を感じるものでした。
今回の特集では、この「りんごレザー」製造の実現と商品化に向けた取組と今後の展望について紹介し
ます。
ざん

さ

この日本で
ここに生きる人たちと
ともに「りんごレザー」
をつくりたい

◀事業チャレンジで準グランプリを受賞
した伊藤優里（いとうゆり）さん

▲
「いいづな事業チャレンジ」
でりんごレザーのプレゼン
をする様子
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乾燥した搾りかすを粉砕機で粉砕
写真は粗粉砕した粉末

「りんごレザー」って何？

シードル醸造所やジュース加
工所から排出される搾りかす

粉末化するために、乾燥機で乾燥
させたりんごの搾りかす

➡

➡

300㎏の搾りかすが、トートバッグ100個に！

林檎学校醸造所（北信五岳シードル
リー㈱）の場合、シードルの製造過程で、
りんご全体の重量の25％は搾りかすと
なって残ります。この搾りかすを合成
皮革の原材料に使用できるようになる
と、300㎏の搾りかすから100個のトー
トバッグが製作できることになります。
町内では、最盛期で1日1トン以上の
搾りかすが排出されます。この残渣を
家畜飼料や堆肥の他にも有効活用する
ことで、新たな産業創出や特産品製造
につながることが期待されます。

「りんごレザー」共同開発プ
ロジェクトが始動
これまで、主に堆肥や家畜飼料と
して使用していた「りんごの搾りか
す残渣」から、『りんごレザー』とい
う新たな商品が誕生する…。町では
長野県工業技術総合センターや粉
砕機器メーカー等の協力を得なが
ら、合成皮革の原料となる、りんご
の搾りかすの粉末化の試行を進め
るとともに、その粉末を原料とする
皮革のサンプル製作を、皮革製造の
最大手の一つである共和レザー㈱
（静岡県浜松市）に依頼して、りんご
レザーの試作を重ねてきました。
「国内初のりんごレザーを実現し
たい！」、そんな想いを関係者間で
共有しながら一歩一歩進めてきた
結果、ついに「りんごレザー」の長尺
加工試作品が完成し、実用化に向け
た目途がついたことから、６月に飯
綱町、㈱ＳＯＲＥＮＡ、共和レザー
㈱の三者による「りんごレザー共同
開発契約」を結び、本格的な製品開
発と商品化に向けたプロジェクト
が始動しました。
今後は、三者による製造特許の取
得や商品試作、ブランディングや生
産 技 術・ 量 産 体 制 を 確 立 さ せ て い
きながら、本年中の革小物の商品化
とふるさと納税の返礼品などによ
る試験販売を進めていく計画です。
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一般的な合成皮革は、ナイロンや
ポリエステル生地の上に、ポリウレ
タン樹脂をコーティングして作ら
れますが、
「りんごレザー」は、この
樹脂層の原料を石油由来のウレタ
ン樹脂に代えて、りんごジュースや
シードル作りの過程で生じるりん
ごの搾りかすを原料として作られ
た合成皮革です。
石油由来の素材を最小限に抑え
て製造される、植物由来のヴィーガ
ン合成皮革として、海外では「アッ
プルレザー」の名で親しまれ、国内
でもこのアップルレザーを使用し
た商品が市場で注目されるように
なっています。
りんごを素材とした合成皮革は
国内ではまだ製造技術が確立され
ておらず、海外からの輸入に頼って
いる現状ですが、伊藤さんのビジネ
スプランを受けて、飯綱町から国内
産初となる「りんごレザー」が誕生
しようとしています。
▲国内初のアップルレザー
製品「りんごレザー」の試
作品が完成

りんごレザーの発案者
り

伊藤 優里さんに
インタビュー

ゆ
い と う

りんごレザー発祥地として、
さらに豊かな飯綱町に！

国内でりんごレザーを作りたい
サスティナブル展示会で「アップル
レザー」という輸入の生地と出会い、海
外で作れるなら日本で作れないわけが
ないと思い、りんご産地の長野に住ん
でいる自分が作ってみたいと考えまし
た。日本は環境問題に対する取組が遅
れていますので、この事業が形になる
ことによって、環境への配慮や未来社
会を考えるきっかけになればうれしい
ですね。今回のプロジェクトは、私に
と っ て 大 き な 冒 険 で あ り 挑 戦 で す が、
事 業 と し て の メ リ ッ ト だ け で な く、
様々な面で多くの人に良い影響を及ぼ
すことができると感じています。
飯綱町をりんごレザー発祥地に
どうしたらりんごレザー事業を実現
できるのか暗中模索している時に、知
り合いからいいづなコネクトＥＡＳＴ
を紹介されました。飯綱町の廃校活用
はめちゃくちゃイケていて、「この町な
らりんごレザーが作れる」と直感しま
した。この出会いから、飯綱町の様々
な取組を知り、事業チャレンジにも出
場することになりました。
町内の色々な方々と接点ができ、り
んごレザーを実現する上での関係者と
のつながりもできました。新しいこと
を始めようとする人を応援してくれる
飯綱町を、りんごレザー発祥の地にす
ることが目標です。

地域の想いが詰まった商品として
りんごの搾りかすは、農家さんや加
工事業に携わる方たちの血と汗の結晶
の一部です。それを、廃棄してしまっ
たり、飼料や肥料として活用するだけ
ではもったいないですよね。私はりん
ごレザーに、りんごに関わる人たちの
想いを詰め込んで、その想いを大切に
した商品を製作・販売したいと思って
います。りんごレザーを通じて、りん
ごに関わる全ての人の様々なストー
リーを伝えていくことで、商品として
の付加価値も高くなります。名刺入れ
やキーホルダーなど、多くの方が日常
で使用でき、いつも身近に感じてもら
え る よ う な、 そ ん な 存 在 に り ん ご レ
ザーをしていきたいですね。

りんご搾りかすの多様な可能性

現在、搾りかすの粉末化工程の整備
と本格的な供給体制に向けた検討を進
めているところですが、耐久性や強度
など皮革性能の確認が完了し、高品質
のレザー生産が可能なことが技術的に
も見込めています。りんごレザーが、今
後はヴィーガンレザーの主力製品とし
て、 ま た 将 来 的 に は 本 革 の 代 替 え に
なっていくと私は考えています。
更に、りんご残渣粉末は合成皮革だ
けでなく、和紙、包装容器材料、建築
材料など様々な原料として活用できる
可能性があるので、粉末化を町として
確立するメリットは、
とても大きいと思い
ます。
まずは、環境や人
に配慮した国内初の
素材として、りんご
レザーを飯綱町の皆
さんとともに創って
いき、りんごのまち
として広く飯綱町の
存在をアピールでき
たらいいなと思って
います。

りんごレザーを使用して作ったバッグ
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事業化のイメージと展望

町内で排出される搾りかすの集積・乾

林 檎 学 校 醸 造 所 等 の 協 力 を 得 な が ら、

けた取組が進められています。町では、

三者それぞれの役割の下に事業化に向

んごのまち」飯綱町を、一際光り輝かせ

た豊かな循環型社会の象徴として、「り

いう側面だけでなく、ＳＤＧｓに沿っ

事業化による産業創出や付加価値化と

「りんごレザーという選択」。それは、

次世代に明るい未来を引き
継ぐシンボルとして…

燥・粉砕までのりんご粉末製造を担い

ていく原石です。本格的な生産・販売

りんごレザーの共同開発契約により、

ます。粉末製造は、ふるさと振興公社

がスタートします。

豊かなまちづくりに向けた挑戦の一歩

ルモデルの一つに、持続可能な社会と

「りんごレザープロジェクト」をロー

もあります。

くことは、今を生きる私たちの責務で

飯綱町を次世代に確かに引き継いでい

が不透明な社会にあって、この豊かな

世界情勢や環境問題をはじめ、未来

活用していく計画です。

レザー」を町のシンボルとして幅広く

品等としてギフト化するなど、「りんご

ていただくため、人生の節目での記念

ほか、町民の皆さんにも日常で使用し

は、新たな特産品としてＰＲしていく

シーンでの活用が見込まれます。町で

品質が特徴のりんごレザーは、様々な

植物由来でありながら耐久性の高い

あり、無限の可能性を秘めています。

れたことは、町にとって大きな誇りで

んごレザー」が飯綱町を起点に開発さ

体制を確立できるまでには、まだ多く

共和レザー㈱に販売し、合成皮革の製
造と製品化を同社が担います。製品化
された「りんごレザー」の原反生地は、
同社と商標登録を持つ㈱ＳＯＲＥＮＡ
で広く販売するとともに、レザーを使
用した商品の企画・開発・販売を両社
が手掛けます。
以上が、現段階での事業概要ですが、
りんごレザーの事業化の実現には、原
料となるりんご微粉末の安定生産と供
給体制が課題であることから、町では
そのための量産体制を整え、次年度以
降には月あたり２千㎡程度のりんごレ
ザーを生産できるようにしたいと考え
ています。
また、このプロジェクトを継続・発
展性のある事業としていくため、町も
含めた各事業者の採算性を確立してい
くだけでなく、搾りかすの買取や加工
料金の引き下げ等により、直接・間接
的にりんご生産者に還元できる仕組み
づくりも進めていく予定です。
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の課題がありますが、国内初となる「り
●生産者のやりがいや事業継承問題の下支えに。
（SDGs目標８：働きがいも経済成長も）
●地方創生、残渣活用にも取り組み誇れる地域発祥であること。
（SDGs目標１１：住み続けられるまちづくり）
●国産品を使うことで環境配慮に貢献。
（SDGs目標１３：気候変動に具体的な対策を）
●食品ロスの希望の光に、更に石油資源の枯渇に歯止めを。
（SDGs目標１２：作る責任、つかう責任）
●動物にもやさしいこと。
（SDGs目標１５：陸の豊かさも守ろう）
●地域、ベンチャー、その他大手企業やアパレルブランドとの協力連携。
（SDGs目標１７：パートナーシップで目標を達成しよう）

による事業化を想定し、現在その体制

SDGsの６つの目標も同時に叶えられる！

整備を進めています。製造した粉末は

りんごレザー導入の６つのメリット

大事な投票、忘れずに！

長 野 県 知 事 選 挙 の お 知 ら せ
長野県知事選挙が次のとおり行われます。
大切な一票を棄権することなく投票しましょう。

▼ 選挙の告示日
▼ 選 挙 期 日

令和４年 ７ 月21日（木）
令和４年 ８ 月 ７日（日）

●選挙期日、期日前投票の期間及び投票時間等
選

挙

期

日

期日前投票期間

８月７日（日）

７月22日（金）～８月６日（土）

投票時間

午前７時～午後８時

午前８時30分～午後８時

投 票 所

入場券に記載された各投票所

飯綱町役場 第２庁舎 ２階 会議室

日

程

※ 期日前投票で役場へご来場の際は、エレベーターをご利用ください。

●入場券
・入場券は、世帯毎に郵送されます。
・郵送された入場券は、選挙人毎に切り取り、投票時にお持ちください。
・なお、入場券を忘れても投票はできますが、受付にて本人確認をさせていただきます。

●期日前投票を積極的に利用しましょう！

７

22

金

８

６

土

・選挙当日、投票所での密を回避するため、積極的に期日前
投票を利用しましょう。また、仕事などの都合により投票
できない方は、期日前投票ができます。
・新型コロナウイルス感染症が懸念されることを理由とした
期日前投票もできます。
・投票する際は、
郵送される入場券に印刷されている
「宣誓書」
に必要事項を記入のうえ期日前投票所にお持ちください。

●投票所における新型コロナウイルス感染症対策について
・投票所では、事務従事者等のマスク、保護メガネまたはフェイスシールドの着用、アルコール消毒液の設置な
どの感染対策を行います。
・選挙人の皆さんが投票所にお越しになる際は、以下についてご協力をお願いします。
▼マスクの着用及びせきエチケットの徹底をお願いします。
▼来場前、帰宅後には手洗い・うがい・検温等の対策をお願いします。
▼入場時・退場時のアルコール消毒液による手指消毒をお願いします。
▼待機場所では、周りの方との間隔をあけてお待ちください。
▼混雑緩和のため、入場の調整を行う場合があります。ご理解願います。
▼マイ鉛筆等の持参による投票も可能ですが、各投票所では使い捨て鉛筆を用意し
ていますのでご利用ください。

●選挙公報の配布
・選挙公報は７月28日（木）に新聞折込により配布しています。
・新聞の購読をされていない方で選挙公報の郵送を希望される場合は、個別に郵送します。
ご希望の方は、選挙管理委員会（TEL253-2511）までご連絡ください。
・選挙公報は上記の配布方法のほか、役場第１庁舎、福井団地簡易郵便局にも置いています。
○問合せ先

飯綱町選挙管理委員会事務局

電話：026-253-2511
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し

ろ

差出有効期間
令和４年９月
30日まで

426

長野東局
承
認

料金受取人払郵便

折り線

※提案は、住民企画審査委員会の審査結果を受けて、町長が企画の採否を決定し、その結果
を提案者に通知いたします。
※氏名、住所を必ずご記入ください。氏名のない提案や営業目的のもの、政治活動、宗教に
関するもの、他人の誹謗（ひぼう）中傷、その他町が回答することが適当でないものについ
ては、回答いたしません。
※個人情報は、
「飯綱町個人情報保護条例」に基づき適正に取り扱います。なお、提案いただ
いた内容は、個人情報を伏せた上で公表することがあります。

この提案は、下のＱＲコードからも応募することができます。
住所
氏名

ご面倒ですが、太枠で切り取り、のり付けし、封筒の形にして切手を貼らずにポストへ投函ください。
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し
り

飯綱町役場 企画課 企画係 行

ろ

飯綱町大字牟礼二七九五番地一

の

381 8790

り

の

り

し

ろ

の

住民のみなさまの企画・提案を募集します
住民のみなさまの多様な発想から生み出される各種事業の企画を募集し、優れた
ものを町政運営に反映させます。住民のみなさまからの提案をお待ちしています。
◇募集事項
（１）住民サービスの向上に役立つもの

（２）町の活性化に役立つもの

（３）効率的な行政事務事業に役立つもの （４）その他公益上有効であるもの
※企画提案内容について詳細を把握するため問合せさせていただく場合があります。

【問合せ先の電話番号：

－

―

】

１）事業名称：
２）事業内容：

募集期限

令和4年8月31日到着分まで
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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

住民税非課税世
帯等に対する臨
時特別給付金

町民・子育て世帯支援

飯綱町低所得者
世帯生活支援給
付事業

支援概要
・基準日（令和３年12月10日）において住民登録があり、
①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
※既に本給付金の支給受けた世帯は除く。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く
②令和４年度非課税世帯（令和３年度非課税世帯は除く）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和４年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
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活費の負担増や収
入の減少などにより、困窮している低所得者世帯等の生活の支援を行うた
め、給付金を支給する
・給付対象世帯
①令和３年度住民税非課税世帯（既に本給付金の支給受けた世帯は除く）
②新たに令和４年度住民税非課税世帯（令和３年度住民税非課税世帯は除
く）
■給付額：10,000円～ 30,000円
※５階層（１名～５名以上）：階層に応じて給付

【給付額：児童１人当たり一律５万円】
低所得の子育て 児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、かつ住民税均等割が非課税
世帯に対する子 の方は、申請不要で支給されます。
育て世帯生活支 ただし、住民税均等割が非課税の方で高校生のみを扶養している場合や子
育て世帯で家計急変の方などは、申請により支給される場合がありますの
援特別給付金
で、ご相談ください。
・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）
・生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います
総合支援資金
・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
・第６波感染拡大により影響を受ける、町内事業者（飲食・宿泊業、飲食料
第６波対応事業
品製造・小売業等）を対象に、事業継続支援のため給付金を交付
者支援給付金
・給付額： １事業者当たり20万円
・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
飲食店等応援チ
が支援）
ケット発行事業
※チケットは販売店のみで使用可能
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）
介護保険料の
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、前年より30％以
減免
上の減少が見込まれる第１号被保険者（65歳以上）
①②とも保険料が一部又は全額免除となります
緊急小口資金

申請期間等
令和３年度分
現在申請受付中
令和４年度分
７月下旬から予定
※対象者には別途通知

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

申請期限
11月30日まで

７月下旬から予定
※対象者には別途通知 保健福祉課
福祉係
253-4764
申請期限
12月28日まで
厚生労働省
申請が必要な場合は、 コールセンター
令 和 ５ 年 ２ 月28日 ま 0120-400-903
（受付時間：
で申請受付
詳しくはホームページ 平日９時～ 18時）
等でご確認ください
※児 童扶養手当受給者 飯綱町教育委員会
子育て支援係
は給付済みです。
026-253-4769
飯綱町社会福祉協
議会
253-1001

申込期限
８月31日まで

事業者支援

申請期限：
９月30日まで

産業観光課
商工観光係
販売期間（使用期間）： 253-4765
７月１日～ 10月31日

税金・使用料等関係

適用期間：
令和４年４月１日～
令和５年３月31日
※減 免には別途要件が
あります
適用期間：
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
令和２年２月１日～
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％以上減少が見込
令和５年３月31日
まれる世帯
の減免
※減 免には別途要件が
①②とも税金が一部又は全額免除となります
あります
適用期間：
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
令和４年４月１日～
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％以上減少が見込
令和５年３月31日
まれる世帯
保険料の減免
※減 免には別途要件が
①②とも保険料が一部又は全額免除となります
あります
国民健康保険・
適用期間：
後期高齢者医療 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
令和２年１月１日～
保険の傷病手当 できず給与が減少したことに対する手当金の支給
令和４年９月30日
金
適用期間：
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保険料が一部
令和２年２月以降の保
の免除
又は全額免除となります
険料が対象
①町営住宅使用
収入が大幅に減少した等により下記のいずれかの支払いが一時的に困難な
料②水道料金③
方 要件：緊急小口資金、総合支援資金の利用者
随時申請受付
下水道使用料の
①町営住宅使用料②水道料金③下水道使用料
支払猶予

保健福祉課
介護支援係
253-4764
住民環境課
国保年金係
253-4762
住民環境課
国保年金係
253-4762
住民環境課
国保年金係
253-4762
住民環境課
国保年金係
253-4762
建設水道課
①建設係
253-4766
②上水道係
③下水道係
253-4767

この一覧表は令和４年7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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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
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※１
※２

―未来に伝えたい昭和の食―」

食の風土記

参考資料：「信州ながの

6月16日（木）

ふくいの森憩いの場にどんぐりを植えよう！　 南部保育園
福井区の福井神楽保存会では、飯綱町まちづ
くり活動支援事業を活用して、福井神社周辺の
森林を整備して「誰もが気軽に集える場所づく
り」を進めています。手作りの遊具などがあり、
近くの南部保育園の園児たちの散歩コースにも
なっています。
この日は、南部
保育園の年長児と
どんぐりの苗木を
植栽しました。
何年後にどんぐ
り の 実 が な る か、
楽しみですね。

▲「これがどんぐりの木なんだ～」と園児たちは興味津々

6月19日（日）
きらめない生き方～あなたに伝えたいこと～

あ

飯綱町民講座と飯綱町男女共同参画推進フォーラムの
共同企画により、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
厚子さんをお迎えして、飯綱町民会館で講演会を開催し
ました。女性官僚として仕事と子育てを両立してきた経
験や、自身が逮捕、拘留され無罪を勝ち取るまでの闘い
を振り返り、ユーモア
を盛り込みながらお話
いただきました。
様々な困難を乗り越
えてきた村木さんの講

▲「困っている人たちが、
社会の中につながりがある状況をつくりたい」

演は、町民の心に強く

と話す村木厚子さん

響きました。

◀村木さんの話に心を打たれ質問をする町民の皆さん

6月30日（木）
Ｃ長野パルセイロと交流　　 南部保育園・りんごっ子保育園

Ａ

長野広域連合が主催する出張スポーツ交流
が、いいづなパルセイロフィールドで開催さ
れ、南部保育園とりんごっ子保育園の年長児
がAC長野パルセイロのコーチと交流しました。
園児たちは
「楽しい♪」と
笑顔でボール
を追いかけて、
サッカーを楽
しみました。
▲ボールを使って体を慣らすと、試合開始！

▲ＡＣ長野パルセイロがんばれー！
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6月30日（木） ・ 7月1日（金） ・ 7日（木） ・ 8日（金）

自然の素晴らしさを体感しよう！　 三水小・牟礼小

町内各小学校の5年生が地域の方の指導を受けな
がら自然の中で様々な体験をしました。
飯縄山登山はみんな無事に下山することができ、
「めちゃくちゃ疲れたけど友達と登れて楽しかった」
と達成感に満ちた表情を浮かべていました。
また、飯ごう炊さんに
もチャレンジ。お米の研
ぎ 方 や 炊 き 方 を 学 び、
ふっくらと炊けたご飯と
おこげを堪能しました。
ほかにもカヌー体験な

▲野菜を切ってカレー作り（三水小）

ど、五感を通して自然の
素晴らしさを体験した2
日間となりました。
◀飯 ごうでお米を研ぐ様子。「先生
～、まだ水が白いけどいいの？」
（三水小）

▲火を囲んでキャンプファイヤー（牟礼小）

▲カヌー体験「力をあわせて前に進むぞー！」（牟礼小）

▲みんな仲良くフォークダンス（牟礼小）

7月8日（金）

どのポーズであいさつする？　
飯綱中学校の生徒会役員が、町内の各小学校に出
向いて、小学生とコミュニケーションをとりながら
朝のあいさつをする「小中連携あいさつ運動」が行わ
れました。
牟礼小学校では、いくつものポーズが描かれた紙
を持った中学生が、「どのポーズであいさつする？」
と小学生に声をかけ、
小学生が選んだポー
ズで「おはよう」と笑
顔であいさつをかわ
▲「こっちにおいで～」と小学生に積極的に声をかける中学生
「おはよう」と嬉しそうにあいさつ▶
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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。）

していました。

新型コロナウイルスワクチン

追加接種（３回目、４回目）のお知らせ
４回目接種について

■60歳以上の方で、３回目接種を完了した方へ

★接種を希望される方は予約が必要です。４回目の接種券が届いてから予約を行ってください。
４回目
接種券発送日

３回目接種完了日
～令和４年３月９日

予約期間

接種日

予約受付終了
発送済

令和４年３月10日～３月12日
令和４年３月13日～３月20日

８月10日

令和４年３月21日～４月30日

８月24日

８月１日～５日

８月

６、11、12、20日

８月

17、18、19、22、23日
24、26日

「接種券」「予約期間、接種日等の通知」を送付いたしま
すのでご覧ください。

■18歳から59歳の方のうち、基礎疾患を有する方等で４回目の接種券の申請をされた方へ
・８月上旬より接種券を送付いたします。
・飯綱町の集団接種を希望された方は、接種日時のご案内通知を同封いたします。

■町の集団接種において、

3回目接種について

武田社ワクチン（ノババックス）の３回目接種

を実施いたします

4 4 4

対象者：２回接種完了から６か月以上経過した18歳以上の方

◎２回目までのワクチンの種類にかかわらず、接種することができます。
◎ファイザー社やモデルナ社等の「ｍRNAワクチン」とは異なり、本ワクチンは「組換えタンパクワクチン」と
いう種類になります。これは不活化ワクチンの一種であり、すでにB型肝炎ウイルスワクチンをはじめ他のワク
チンでも実用化されており、広く接種が行われています。ｍRNAワクチンに対するアレルギー等によって接種
を控えていた方につきましては、この機会にワクチン接種をご検討ください。

ノババックス３回目
接種日時

８月31日（水） 定員40名

予約申込日

８月10日(水)、12日(金)

予約方法

９月17日（土） 定員40名

13:00 ～ 15:00
８月29日(月)、30日(火)

・予約申込日に予約センター（℡253-5092）へお電話で予約、または、
右記のQRコードを読取りインターネットで予約をしてください。

※町では武田社ワクチン（ノババックス）の初回接種（１、２回目）は行いません。初回接種（１、２回目）を希
望される方、または町の日程以外で接種を希望される方は、長野県接種会場において接種が可能です。
お問い合わせ先「長野県ワクチン接種会場運営事務局」℡026-480-0400

■ファイザー社製３回目接種の日程
4 4 4
対象者：２回接種完了から５か月以上経過した12歳以上の方
接種日時
予約申込期間
予約方法
＜お問い合わせ先＞

８月27日（土）

９月３日（土）

９月24日（土） ９月30日（金）

13:00 ～ 16:00
８月17日（水）～ 19日（金）
・予約申込日に予約センター（℡253-5092）へお電話で予約、または、
右記のQRコードを読取りインターネットで予約をしてください。

飯綱町役場

保健福祉課健康推進係

新型コロナウイルスワクチン接種対策室
（電話

253-6841）
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くらしの情報

健 康 案 内 板
○肺がん検診
対象者：40 ～ 64歳の方（昭和33年4月1日～昭和58
年3月31日生まれの方）
料金：300円
日時：9月1日（木） 13:30 ～ 14:30
会場：りんごパークセンター
 検診を希望される方は、8月12日（金）までに健康
管理センターへお申し込みください。
○結核検診
対象者：65歳以上の方（昭和33年3月31日以前の生
まれの方）
検診料金：無料
服装：無地で装飾のないTシャツ、マスク
持ち物：検診票（水色の封書です。事前に必要書類を
記入し、ご持参ください）
月

日

受付時間

会

場

8:50 ～ 9:15

野村上公民館

9:35 ～ 10:05

JAながの飯綱支所
東側駐車場（砂利）

9月1日
10:25 ～ 10:40
(木)

赤東コミュニティ
消防センター

11:00 ～ 11:30 りんごパークセンター
13:30 ～ 14:30 りんごパークセンター

▽その他
○定期健康相談
日時：8月23日（火） 9:30 ～ 11:30
場所：飯綱町健康管理センター
 8月19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。
※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：8月9日（火） 17:30 ～ 19:30
場所：飯綱町健康管理センター
 8月4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。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。
○断酒会
日程：8月3日、10日、17日、24日、31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）

▽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：8月25日（木）
9 ～ 10か月

対

象

6 ～ 7か月

令和3年10月生
令和4年1月生

3 ～ 4か月

令和4年4月生

○歯っぴいお誕生教室（場所：子育て支援センター）
日付：8月9日（火）
１歳児
２歳児

対

象

令和3年5月～ 6月生
令和2年6月～ 7月生

○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：8月5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
日時：8月5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。
内容：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
○お子さんの定期健康相談
（場所：子育て支援センター）
日時：8月4日（木）、19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
○胃がん検診
対象者

40 ～ 79歳の方（昭和18年4月1日～昭和
58年3月31日生まれの方）

日

時

10月20日（木）、25日
（火）、31日（月）
11月1日（火）、7日（月）

料

金 500円

備

検診の詳細は、4月に配布されている「令
考 和4年度飯綱町各種検診のご案内」の3
ページをご覧ください。

 「令和4年度検診受診調査書」において検診を申し
込まれた方には9月中に書類をお送りします。
 新たに検診を希望される方は、8月末までに飯綱
町健康管理センターへお申し込みください。

INFORMATION

「第22回abn・八十二ふるさとＣＭ大賞ＮＡ
ＧＡＮＯ」のＣＭ作品募集について
ふるさとへの想いを30秒の手作りＣＭに込めて競い
合う「第22回abn・八十二ふるさとＣＭ大賞ＮＡＧＡ
ＮＯ」にＣＭを出品する方を募集しています。出品し
たい方や詳細を知りたい方は、8月12日（金）までに下
記へ問合せください。
▶問合せ 企画課企画係 ℡253-2512

Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験のお知らせ
8月10日（水）、午前11時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

飯綱町地震総合防災訓練について

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。
▶8月の開設日 1日・8日・15日・22日・29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
▶場 所 住民環境課窓口、飯綱病院総合受付窓口
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762

町では、９月４日（第１日曜日）に地震総合防災訓練
を実施します。
▶災害想定
防衛大学校学生、自衛官募集のお知らせ
 午前８時00分、飯綱町で「震度６強」の地震が発生。
町内各地で、家屋の倒壊、火災の発生、道路の崩壊
【防衛大学校学生】
のほか、水道施設や通信施設等にも大きな被害が生
▶概 要 国を思い将来を見つめる自衛隊のリーダー
じた。
を目指す
▶地震発生から避難まで
▶資 格 高卒（見込を含む）21歳未満の者
午前８時00分
▶受 付 一般7月1日（金）～ 10月26日
（水）
・防災行政無線にて訓練開始のお知らせ
▶試験日 1次：11月5日（土）・6日
（日）
・防災行政無線・※緊急速報メールで避難周知の
2次：12月6日（火）～ 10日（土）までの間の
お知らせ → 避難開始
指定された1日
▶防災訓練
【予備自衛官補】
 避難後、各区・組の計画に基づく防災訓練が実施
▶概 要 自衛官未経験者を予備自衛官補として採用
されます。
し、所要の教育訓練を経た後予備自衛官と
 有事に備え、様々な訓練へ積極的に参加しましょ
して採用する制度
う。
▶資 格 一般：18歳以上34歳未満の者
※緊急速報メールを訓練送信します。マナーモード
技能：18歳以上で国家免許資格等を有する
にしていても携帯電話、スマートフォンがなりま
者、保有する資格に応じ53歳～ 55
すので、不都合がある方は午前８時前後に電源を
歳未満の者
ＯＦＦにしてください。
▶受 付 9月16日（金）まで
※今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がみ
▶試験日 9月25日（日）～ 10月10日（月）のまでの間
られた場合等は、訓練を中止することがあります。
の指定された1日
▶問合せ  総務課 危機管理室  ℡253-2511
▶問合せ 自衛隊長野地方協力本部
長野地域事務所 ℡235-6026
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可燃ごみ6月分の委託収集量のお知らせ

特定外来種（植物）の駆除について

現在、町内各所で生息しているアレチウリやオオキ
ンケイギクについて、国の特定外来生物に指定されて
います。「特定外来生物」とは、外来生物（海外起源の
外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水
今月
基準年
前年
産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるも
R3年
Ｒ4年 Ｈ25年
差引量 増・減
差引量 増・減
6月
6月
6月分
のの中から指定されます。
111ｔ 152ｔ △41ｔ △27% 112ｔ △1ｔ △1%
ともに繁殖力が旺盛であり、大きな群落を形成する
のが特徴です。そこで、今回其々の防除方法を紹介し
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762
ます。
耐震診断希望者募集のお知らせ
【アレチウリ】
・花期：8月～ 10月頃
既存木造住宅の耐震診断と耐震改修の希望者を募集
・特徴：花の径は１㎝程
します。 昭和56年5月以前の旧建築基準で建てられ
度で黄白色。葉は、径
た建築物は大規模な地震により大きな被害を受ける
10 ～ 20㎝。茎は粗い
恐れがあります。町では耐震化に向けた支援を実施し、
毛を密生したつるで、
地震に強いまちづくりを目指します。
他物に巻き付き拡がる。
▶耐震診断（精密診断）
・生息エリア：畑地・樹園地などの日当たりの良い
・対
 象：昭和56年5月以前に建設された木造一戸建
場所
住宅
【オオキンケイギク】
・費用：無料（国・県・町からの補助対象）
・花期：5月～ 7月頃
▶耐震改修
・特 徴：直径5 ～７㎝の
・対象：町で実施した耐震診断の結果、倒壊の可能
オレンジ色の花を咲か
性が高いと診断された住宅
せる。
・補
 助金：耐震改修工事費の2分の1以内（上限1戸
高 さ30 ～ 70㎝ 程 度。
100万円まで）
葉は茎の下につき、両
▶問合せ 建設水道課 建設係 ℡253-4766
面に粗い毛がある。
人権擁護委員として1名の方が委嘱されました
・生息エリア：路傍・土手などの日当たりの良い場
所
本年7月1日付けで、人権擁護委員の中村芳人さんが
▶防除方法
委嘱されました。
①刈り払い
▶人権擁護委員名簿
 広範囲を防除したい場合に適している。抜き取
中村 芳人さん（再任）、藤澤 睦志さん、
りに比べると軽微であり、種子をつける前に刈り
丸山 正和さん、久遠 春美さん、高橋 広美さん
取れば、繁殖の抑制効果もある。
▶人権擁護委員について
②抜き取り
 人権擁護委員法に基づき、地域の皆さんから人権
 根絶を目指し、確実に駆除できる。スコップ等
相談を受けて問題解決のお手伝いをしたり、法務局
を使用し根ごと抜き取る。（根茎の一部でも残っ
の職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、
ていると、そこから再生する。）
地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえる
▶処分方法
ような啓発活動を行っています。
 刈り取ったものは、花や果実が飛び散らないよう
▶人権相談専用電話番号
密閉できる可燃ごみ袋に入れて枯らしてください。
 近年社会問題となっている女性や子どもの人権問
その後、可燃ごみの収集日に出すなど適正な処分方
題等について専用電話を設置し、全国各地の法務局
法に従ってください。
職員や人権擁護委員が電話相談を受けていますので、
▶その他
ご利用ください。
むやみに持ち帰って植栽することは、
・みんなの人権110番 ℡0570-003-110
絶対にやめましょう。
・子どもの人権110番 ℡0120-007-110
県ホームページもご覧ください。
・女性の人権ホットライン ℡0570-070-810
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762
令和4年6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。
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肝炎ウイルス検査・前立腺がん検診の
単独検診について

夏の省エネ・節電にご協力ください

検診内容

中部電力パワーグリッド株式会社からのお願いです。
今夏の電力需給は非常に厳しい見通しとなっています。
下記のとおり実施します。ご希望の方は8月18日
つきましては、無理のない範囲で省エネ・節電にご協
（木）までに健康管理センターへ電話でお申し込みくだ
力をお願いします。具体的な節電方法や節電のヒケツ
さい。検診書類をお送りします。
は中部電力のホームページをご覧ください。
肝炎ウイルス検査
前立腺がん検診

冬期間の地区住民の安全な交通確保のため、町内道
路の除雪作業をしていただく方を募集します。
▶募集人員
除雪オペレーター（受託オペレーター） 若干名
▶募集期間 8月1日（月）～ 9月16日
（金）
▶作業内容 重機運転による町道除雪
▶作業時間
 出動要請がかかった時（ただし、命令があるまでは
自宅待機とし、出動できるようにしていただきます。）
▶契約期間
令和4年12月10日
（土）～令和5年3月9日（木）
▶申込書類
・履歴書（市販されているものでOK）
・運転免許証の写し
・車両系建設機械技能講習修了証の写し
▶問合せ 建設水道課 維持管理係 ℡253-4766

水稲共済加入農家の皆さんへ

令和4年産水稲の被害届の受付を開始します。
▶対 象
 水稲共済に加入していて、自然災害、病虫害、獣
害などにより減収が見込まれる場合。
▶申告方法
 各戸配布の損害通知書に必要事項を記入の上、長
野県農業共済組合北信支所に提出してください。
▶提出期限 9月2日（金）
※詳しくは下記へお問い合わせください。
▶問合せ
長野県農業共済組合北信支所 ℡219-2892

40歳以上（昭和58年3月31 50歳以上の男性
日以前に生まれた方）で過 （ 昭 和48年3月31日
去に一度も肝炎ウイルス検 以前に生まれた方）
査を受けたことがない方

受診料

除雪オペレーターの募集について

対象者

▶問合せ
中部電力パワーグリッド株式会社
ネットワークコールセンター ℡0120-985-232

血 液 を 採 りB型 肝 炎・C型 血液を採り、血液中
肝炎ウイルスに感染してい のPSA（前立腺特異抗
ないか調べます
原）の値を調べます

500円
500円
ただし、令和4年4月1日現
在、40・45・50・55・
60・65・70歳の方は無料

▶場
▶日

所
程

飯綱病院
9月12日（月）～ 30日
（金）
平日診療日の14:00 ～ 16:00

加工所施設の予約受付について
9月・10月・11月の3 ヶ月分の予約について、以下
のとおり受付を行います。
▶日 時 8月18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

三本松農産物加工施設ジュース・ジャム
加工説明会について
飯綱町三本松農産物加工施設のジュース及びジャム
加工委託の説明会を下記のとおり行います。
▶場 所 三本松農産物加工施設（平出2953-2）
▶日 時 8月19日（金）・20日
（土）
9:00 ～ 10:00 １回目
11:00 ～ 12:00 ２回目
13:00 ～ 14:00 ３回目
15:00 ～ 16:00 ４回目
※各回6名様まで。お電話にてご予約ください。
▶問合せ 三本松農産物加工施設 ℡262-1135
受付時間 平日9:00 ～ 17:00
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心配ごと相談及び行政相談所の開設
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 8月9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、司法書士、人権擁護委員、
行政相談委員
※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
［民生児童委員、司法書士、人権擁護委員］
総務課 総務係 ℡253-2511
［行政相談員］

いのちとくらしの相談会のご案内
「眠れない」
「生きるのがつらい」
「仕事がつらい」
「多
重債務で困っている」など、どこに相談していいかわ
からない、さまざまな悩みについて弁護士や精神科医
等の専門家に一度でご相談が可能です。相談は無料、
秘密は厳守されます（事前予約制）。
▶日 時 9月11日（日） 13:00 ～ 17:00
▶場 所 長野市芹田公民館2階
（長野市若里二丁目8番18号）
▶主 催 長野市
▶共 催 飯綱町、信濃町、小川村
▶問合せ・予約 長野市保健所 健康課 ℡226-9965

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 8月1・8・22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 8月2・9・23・30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 8月4・18・25日
（木） 15:30 ～ 16:30
※内容など詳細は下記へ問合せください。
▶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
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市民後見人養成講座を開催します

▶成年後見制度と市民後見人
 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害な
どにより、自身での財産管理や契約行為を行うこと
が難しい場合に、後見人（成年後見人、保佐人、補
助人）が必要な意思決定を支援する制度です。
 これまでは、主に第三者の専門職（弁護士、司法
書士など）や親族が後見人の担い手となっていまし
たが、今後、制度利用者の増加が見込まれることか
ら、利用者を地域住民の視点で支える市民後見人の
後見活動が期待されています。
▶市民後見人養成講座の開催
 令和4年10月から12月まで、全7日間の市民後見
人養成講座を開催します。養成講座の内容と日程は
下記の事前説明会で説明しますので、受講を希望さ
れる方は必ず参加してください。
▶対象・研修受講要件
①市民後見人として活動を希望する人
・長野市または信濃町、飯綱町、小川村に住所を有
すること
・全ての講座に参加できること
・年齢が30歳以上70歳未満の人（令和4年4月1日現在）
・講座終了後、実務研修として週半日程度のパート
勤務が可能な人
②成年後見制度の知識を習得したい人
・長野市または信濃町、飯綱町、小川村に住所を有
すること
・全ての講座に参加できること
※この他にも受講要件があります。詳しくは、長野
市ホームページをご覧ください。
▶事前説明会（オリエンテーション）
○日時：9月6日（火） 14:00 ～ 15:30
9月7日（水） 9:30 ～ 11:00
※どちらかに参加してください。
○場所：長野市ふれあい福祉センター（大字鶴賀緑町）
○申込期限：令和4年8月30日（火）
○申込み・問合せ：
長野市成年後見支援センター ℡225-0153
▶問合せ 保健福祉課 介護支援係 ℡253-4764

8月のおはなし会

8月6日（土）は夏のお楽しみおはなし会
▶時間・対象者 10:00 ～ 0 ～ 2歳／低学年
10:15 ～ 幼児
▶場 所 飯綱町民会館 教養娯楽室及び元気の館
▶問合せ 飯綱町民会館 ℡253-6560
※8 月27日（土）は通常通り、10:00から0 ～ 2歳、
10:15から幼児・低学年を対象に開催。また、8月
13日（土）はお休みです。

▶期 間
▶時 間
▶休館日
▶場 所

撮るしん展

8月2日（火）～ 8月28日
（日）
9:00 ～ 16:00 ※入場無料
月曜日
いいづなアップルミュージアム
ギャラリーホール
▶内 容 NHK長野で県内各地の美しい風景を集めた
写真50点を展示。

スピリチュアリティ－・サマーデイ

▶日 時 8月7日（日） 9:00 ～ 15:00
▶場 所 いいづなアップルミュージアム 芝広場
▶内 容 企画展に合わせスピリチュアルな性格を持
つテナントが集結。手相・数奇・ホロスコープ・カラー
セラピー等、自分と向き合うひと時をお過ごしくだ
さい。またステージでは、マジックや漫談、邦楽の
コンサートもあります。
※各テナントは、お一人1,000円～1,500円となります。
※詳細は、新聞折込チラシまたは町回覧でのチラシを
ご覧ください。

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 8月13日（土）・27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

納税日のお知らせ
8月31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8月31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、後期高齢
者保険料、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
※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
古川葉子「生きるふくらみ」 高野結花「碧き聖なる木」
▶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

深層に触れしアート展

▶期 間 8月2日（火）～ 9月19日
（月）
▶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 抽象の中に深いメッセージ力を持つ作家６人
のアート展。深層に眠る想念や感情すべての記憶を
呼び覚まします。

中学校図書館から開館日のお知らせ
9月

8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）
21日（水）、22日（木）
27日（火）、28日（水）

  3日（土）、4日（日）
10日（土）、11日（日）
17日（土）～ 19日（月）
23日（金）～ 25日（日）

23日（火）～ 26日（金）
30日（火）、31日（水）

  2日（火）～  7日
（日）
  9日（火）～ 14日（日）
16日（火）～ 21日（日）
、28日（日）
27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。
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しなの鉄道第４飯山街道踏切（JAながの飯綱支所前踏切）
周辺の工事による全面通行止めのお知らせ
しなの鉄道第４飯山街道踏切周辺が、歩道橋橋台設置工事と踏切拡幅工事に伴い

全面通行止めとなります。

▼通行止め区間
華表橋およびしなの鉄道第４飯山街道踏切
下図をご覧ください。
▼通行止め期間
令和４年夏過ぎ頃から令和５年夏頃まで
▼規制方法
全面通行止め
・令和４年夏過ぎ頃から令和５年春頃は日中のみ歩行者通行可
・令和５年春頃から令和５年夏頃は歩行者を含めて終日全面通行止めとなる予定
※詳細な通行止め期間等については調整中ですので、決まり次第、HPや防災無線、別途開催予定の
工事説明会等にてお知らせします。

▼問い合わせ先
長野建設事務所 整備課 整備第４係
飯綱町役場 建設水道課 建設係
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Tel 026-234-9543（直通）
Tel 026-253-4766（直通）

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）

■テーマは「ワークライフバランス」
子育て・家事・仕事。どれも大切だけどバランスが

やものづくりができる個室など様々な活動にご利用く

います。静かなワークスペース、周りを気にせず裁縫

庭のはたらき」
「地域のはたらき」の３つをを応援して

クセンターでは、子育て世代の「わたしのはたらき」「家

活動を支える「はたらき」にも支えられています。ワー

あります。また、学校や保育園・幼稚園のほか、地域

き」だけでなく、家族の衣食住を支える「はたらき」も

私たちの暮らしの中には、収入を得るための「はたら

■ワークセンターは子育て世代の
様々な「はたらき」を応援します

詳しくは左ページをご覧ください

てを楽しむためのセミナーです。

毎日の家事や仕事が充実し、飯綱町での暮らしや子育

や「はたらき」のヒントになるセミナーを開催します。

今年度、ワークセンターでは自分らしい「暮らし方」

難しい…。

はたらきと 暮らしの セミナー
ださい。託児の利用も可。（事前登録・予約制）

インスタに作品を掲載しています。

「みつどんのお家」
特別開放日のお知らせ
8月10、12、15、16、17日の5
日間、施設1階を特別開放します。
時 間 は10:00 ～15:00で、 未 就
学のお子様まで、保護者同伴で
利用できます。遊びに来てね！

事完成！

うち

交流日・ミシンカフェ開催中！
みつどんのお家見学随時受付
うち

＼ 開催
予定 ／
飯綱町ワークセンター

月に１回程度テーマを設けてお茶会を開いたり、

ミシンで作品作りをしています。初めて利用され

る方も大歓迎です！

１回目はワンポイントで

刺繍を入れた「おしゃれ雑

巾」を作りました！久しぶ

りにミシンを 使う方も見
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ワークセンター
「ｉワーク」
年間予定
気になるセミナーはお気軽にお申込みください。
※各回、申し込み方法についてはホームページやSNSでお知らせします。

無理なくできる家計簿術 ～子供のために今できること～

火

気になる子育て中にかかる費用から家計の見直し方法まで具体的にお話しします。
おすすめ家計簿アプリもご紹介！明日から実践できる講座です！
子育てを応援する会

お申込みはこちら

【講師】ライフプランナー
【定員】先着10名

【受付期間】8/1 ～ 9/1

【時間】10:00 ～ 11:45

女性の復職・転職セミナー

水

今年から変更になる103万円・130万円の壁や子育てに合わせた就職活動時期など復職・
転職のために知っておきたいポイントをお伝えします。

【講師】就業支援員松本理恵氏 開催
【定員】10名程度
予定
（予定）
【時間】10:00 ～ 11:45
月

整理収納セミナー

●お仕事マッチングイベント（2月）

●就職個別相談会（11 ～ 2月/月1回）

月

整理収納アドバイザー

【講師】西澤佳代子氏

お家の中をすっきりさせて家事や仕事の効
率アップ！収納法など片づけ方を知るセミ
ナー。

月

テレワーク入門講座

子育て世代のための
確定申告相談会

確定申告に向け、不明点や不安点を解消！
確定申告の基本知識から提出書類につい
て個別相談も。

月

入園グッズ制作講座

最新の在宅ワーク事情やスキルアップに関

入園に必要な肩掛けカバンや座布団カ

する情報をお伝えします。また町内で活躍

バーを制作します。町内の先輩ママ達が

中のテレワーカーさんを交えた座談会も。

丁寧にお教えします。※ミシン貸出あり。

〇この他、子供の生活習慣についてのセミナーなども予定しています。
〇ｉワークの公式LINEにご登録いただくと、セミナーに関するお知ら
せが届きます。

主催：飯綱町教育委員会

飯綱町ワークセンター『ｉワーク』

※新型コロナウイルス感染状況により予定を変更する場合があります。
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LINE
公式アカウント

No.152
地域校紹介

北部高校生との交流
お兄さんお姉さんと一緒に
今年の入学式では、新１年生に
北 部 高 校 生 か ら「 手 作 り リ ン ゴ
ジャム」のプレゼントをいただき
ました。１年生は北部高校にお出
かけして、お礼のごあいさつにう
かがいました。大きなお兄さんお
姉さんたちに、ドキドキしながら

今年もコロナ禍の中での実施と

れにダンスを取り入れたり、３・

なりましたが、１・２年生は玉入

心配された天候でしたが、気持

４年生は密を避けながら２年ぶり

全力発揮！運動会
ちよく晴れ、すがすがしい運動会

の 綱 引 き を み せ て く れ ま し た。

たちの声も聞こえました。

と心から運動会を楽しめた子ども

たち。
「また、運動会やりたいなぁ」

全力を出してがんばった子ども

演技をみせてくれました。

ソーラン節に挑戦！激しく力強い

５・６年生は、組体操の代わりに、

日和となりました。

リンゴジャム
ありがとうございました

大迫力の５・６年ダンス
「ソーラン節」
かっこよかったです！

たてわり清掃

再開

コロナ禍のため、しばらく中断

していた「たてわり清掃」も再開

しました。三水小で大切にしてい

る「たてわり活動」の一つです。た

てわり活動は、１年生から６年生

までが混在したグループでの活動

です。低学年は高学年の真似をし

て、高学年は低学年のお手本とし

て、それぞれが大きく成長できる

活動です。様々な活動に共に取り

組む「さみずっ子」の成長が今年

も楽しみです。
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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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「ありがとう」を伝えることができ

２年ぶりの「つな引き」！
力が入りました！

ました。

摘花の作業を教えて
もらいました

また、今年の３年生のりんご学
習 で も、 教 え
ていただく予
定 で す。 高 校
生の貴重な授
業の時間に参
加させていた
だ く の で、 緊
張 し な が ら も、
同じ小学生ど
うしの活動で
は学べない経
験となること
でしょう。
（い
いづな通信２
００号北部高
校紹介もご参
照ください）

全力かけっこ
よーいドン！

〈Ｗｉｔｈコロナの
学校活動〉

～協力 ･ 仲良く ･ 明るく
楽しい学校を目指して～

笑顔
三水小学校

