
広 報

世 帯 と 人 口
（ 7月1日現在）

世帯数 ３７２世帯
男 ３３６人
女 ３８４人
計 ７２０人

令和２年(2020年)7月15日発行

◇主な内容
令和元年度水と緑のふるさと基金の報告 P2
役場からのおしらせ P3-6
情報掲示板 P7-8

水と緑のふるさと 王滝村

2020.7 No.189

大雨特別警報
梅雨前線の活動が活発になり、７月３日から１２日午前５時までの降水量は田の原観測所で1236ｍｍに

達しました。長野地方気象台では７月８日午前６時４３分、王滝村を対象に大雨特別警報を発表しました。

村では野口区全域に対し避難勧告を発令しました。（７月８日午後２時３０分に解除）

写真は今後の大雨に備え、土嚢を用意する消防団
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事業項目 寄付額 件数（件）

① 木曽御嶽山の環境整備 367万2,000円 48

② 森林整備及び水源涵養 311万5,500円 36

③ 自然エネルギーの利用促進 116万1,000円 10

④ 教育の推進並びに文化の保全及び育成 137万2,500円 36

未指定 124万7,621円 21

合 計 1,056万8,621円 151

■ 令和元年度（14期）の寄付額

施策メニュー 実施事業 事業費 基金充当額

木曽御嶽山の環境整備
登山道整備 547万6,000円 320万円

王滝頂上トイレ改修 588万5,000円 580万円

森林整備及び水源涵養 造林事業 378万9,000円 170万円

教育の推進並びに文化の保全及び育成
学校教育の充実

（図書の購入）
60万2,000円 60万円

合 計 1,575万2,000円 1,130万円

■ 令和元年度事業実績

事業項目 寄付金額合計 基金取り崩し 基金残高

① 木曽御嶽山の環境整備 4,387万6,298円 2,673万円 1,714万6,298円

② 森林整備及び水源涵養 4,405万3,524円 2,472万9,000円 1,932万4,524円

③ 自然エネルギーの利用促進 548万2,000円 84万円 464万2,000円

④ 教育の推進並びに文化の保全及び育成 918万1,159円 801万9,000円 116万2,159円

未指定 3,850万615円 821万8,000円 3,028万2,615円

利 子 18万9,959円 18万9,959円

合 計 1億4,128万3,555円 6,853万6,000円 7,274万7,555円

■ 令和元年度末基金残高

基金充当額 5,400千円（当初予算計上）

実施事業：登山道整備、造林事業、図書整備

■ 令和２年度事業計画

多くの方にご寄付
をいただきました。
ありがとうござい
ました。
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マイナポイントとは？
「マイナンバーカード」を取得した上で以下のSTEP1～STEP3までを行った人に付与されるポイン
トのことです。登録された中からキャッシュレス決済サービスを選んでチャージ又は買い物をした
際に、その金額に対し２５％の「マイナポイント」が付与され、1人あたり上限５，０００ポイント
を貰うことができます。（付与率２５％）

マイナポイントを受け取るには？
「マイナンバーカード」を使い「マイナポイントの予約」（マイキーIDの設定）をする必要があり
ます。その後、登録された中からキャッシュレス決済サービスを１つ選択して申込を行っていただ
くこととなります。

マイナポイントの申込が令和２年７月から行うことができるようになります。
マイナポイントの取得は令和２年９月以降からとなります。

STEP１

マイナンバーカードを持っていない方 マイナンバーカードを取得しましょう！

STEP２

マイナンバーカードを持っているがマイナポイントの
予約（マイキーID設定）をしていない方

マイナポイントの予約方法（スマホで簡単３つの手順）

手順① 「マイナポイト」アプリをダウンロード。

手順② アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取る。

手順③ マイナンバーカード申請時or取得時に設定した４桁のパスワードを入力。

マイナポイントを予約しましょう！

STEP３

マイナンバーカードの取得・マイナポイント
の予約済みの方

※2020年9月より開始予定。マイナポイントは選択したキャッシュレス決済サービスのポイント

として付与されます。

マイナポイントの申込・取得方法（スマホでの手順）

手順① 「マイナポイト」アプリを起動し、「マイナポイントの申込」をタップ。キャッシュレ

ス決済サービスを選択。

手順② 選択したキャッシュレス決済サービスでチャージorお買い物。

スマホアプリのダウンロードはApp StoreもしくはGoogle Playで「マイナポイント」を検索！

マイナポイントの申込・取得をしましょう！

マイナポイントの予約（マイキーID設定）、申込は王滝村役場でも行えます。

マイナポイントの予約・申込のご協力をお願いいたします。

〇マイナンバーカードに関するお問い合わせ：福祉健康課住民係

〇マイナポイントに関するお問い合わせ ：総務課総務係又は福祉健康課住民係



◇王滝村農業委員会

任期３年間

（令和2年7月20日～令和5年7月19日）

大原 博介

瀬戸 エイコ

富井 聡美

中井 秀男

中越 晴彦

松越 柳子

三浦 征弘

南 直

宮澤 博

森 護

◇王滝村監査委員

任期４年間

（令和2年7月1日～令和6年6月30日）

齋藤 晃
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人権擁護委員は法務大臣が委嘱した民間の方で、地域の中で人権相談や啓発活動を

行っています。

いじめ問題、女性・子どもの人権、家庭問題（夫婦・親子・離婚・相続等）、隣近

所との困りごとなど、幅広い相談に応じています。

むずかしい手続きも必要なく、相談は無料で秘密は堅く守られますので気軽にご相

談ください。

王滝村の人権擁護員 森 敏 さん 胡桃澤尚乃 さん

今後の人権相談日 ９月２４日（木）、１２月３日（木）、２月４日（木）

場所・時間 村保健センター １３時 ～ １６時

～✿～ 人権に関する専用電話（全国共通）（8：30～17：15）～✿～
みんなの人権１１０番 ０５７０－００３－１１０
子どもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０
女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０

王滝村議会６月定例議会で同意を得て次の方々が任命、選任されました。

【敬称略】

◇王滝村固定資産評価審査委員会

任期３年間

（令和2年8月1日～令和5年7月31日）

西村 時夫
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毎年５月に日本赤十字社長野県支部の事業協力として「日赤活動資金」の募集活動を
行っています。今回、皆さまからお寄せいただいた金額はの上記のとおりとなりました。

毎年皆さまからのあたたかいご支援とご協力をいただき心より御礼申し上げます。

この資金は、日本赤十字社長野県支部に納められ、災害時は医療支援やこころのケア、

毛布などの救援物資の配布に、平時は救急法などの普及や赤十字奉仕団活動、看護師養成、

青少年赤十字の育成に役立てられるほか、一部は村に還元され、地域の災害時備蓄品などの

整備にあてられています。

子どもの誕生や成長の節目の時期のお祝いとともに、これから村の次世代を担う子ども

たちの健やかな成長を願い、子育て世代の定住促進を図るため「子育て支援祝い金」を制

定しました。（令和２年７月１日施行）

【祝い金額】

誕生祝 第１子、第２子 ５０，０００円

第３子以降 １００，０００円

保育所等卒園祝 １０，０００円

小学校卒業祝 ２０，０００円

中学校卒業祝 ２０，０００円

【対象要件】

・村住民登録されていて祝い金の対象となる子どものいる保護者

・祝金を受けてから引き続き５年以上定住する意思を有する保護者

日付 教室名 時間 場所

8月4日（火） いないいないばぁ 9時30分～11時30分

保健センター

5日（水）
健康サークル 9時30分～10時30分

男性健康教室 10時40分～11時40分

6日（木） 定期健康相談 10時00分～11時30分

11日（火） 熟年サークル 13時30分～15時30分

18日（火） ちびっこひろば（親子相談） 10時00分～12時00分

19日（水） こころの相談 10時00分～11時00分

26日（水） 肺がん検診（70歳以下） 通知文参照 通知文参照

※予防接種をご希望の方は事前予約をお願いします。 王滝村診療所

都合により日程が変更になることがありますのでご了承下さい。

日赤活動資金合計 ２９３，４００円
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1．補助対象の資材に防草シートが追加になります。

※補助対象になるのは、耕作する農地へ電柵漏電防止用として設置する際のみ

２．補助申請受付締切が、11月末日から翌年3月末日になります。

３．2筆以上2人以上で申請する場合、原則として実施する農地が隣接している

場合のみとなります。

申 請 者 限 度 額 補 助 率

個人で実施する場合

年間1人80,000円以内

10分の６以内

２筆以上２人以上で
実施する場合

10分の８以内

・補助対象の定義

申請者が耕作している自己所有及び借地の農地内において設置する、有害獣被害防止

用の防護壁、防護網、電気柵及び物理柵、電柵用防草シートが対象となります。また、

電気柵の適切な運用のため、電気柵用電圧測定器も補助対象とします。

・交付申請について

補助金交付申請書に防除資材を購入した際の領収書、購入資材の分かる明細書等を添

付して提出してください。交付申請書は、役場経済産業課にありますのでお声かけ

下さい。

・補助率

○有害防除事業補助について

有害獣による農作物被害が増加する中、農作物をサルやイノシシ等の有害獣から守る

ために購入した、電気柵や網などに対する補助制度が、下記のとおり改正となりました。

緑化推進強化月間（４月～５月）に行った緑の募金運動にご協力いただき、

ありがとうございました。当村での募金金額は下記金額となりました。

尚、この募金は郷土の緑づくりに活用されます。

総額 ７４，１９２円

有害獣防除事業の補助金交付要綱が改正されました
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◇当選本数 1等：5億円×21本 前後賞：各１億円×42本

（発売総額630億円・21ﾕﾆｯﾄの場合）

『同時発売のサマージャンボミニは、1等1,000万円！』

◇当選本数 1等：1,000万円×80本

（発売総額240億円・8ﾕﾆｯﾄの場合）

「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボミニ」が、7月14日（火）から全国で2種

類同時発売されます。

◇発売期間（サマージャンボ宝くじ・サマージャンボミニで共通）

令和2年7月14日（火）～令和2年8月14日（金）

◇抽選日（サマージャンボ宝くじ・サマージャンボミニで共通）

令和2年8月21日（金）

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

収益金は都道府県別の販売実績に応じて交付されますので、ぜひ長野県内の宝くじ売り

場でお買い求めください！

長野県青年司法書士協議会は、令和２年８月１０日（月）下記の日程にて、司法書士によ

る空き家問題の電話相談会を実施いたします。

◆日時：令和２年８月１０日（月）１０：００～１６：００

◆電話番号：０１２０－４４８－７８８（フリーダイヤル）

◆相談料：無料 ※秘密は厳守します。

◆相談例

・実家が空き家になって困っている。売る・貸す等は可能か。

・まだ空き家ではないが、家を継ぐ者がいない。どうなるのか。

・空き家を放置しておくと、固定資産税が上がるのか？等々

日本の７軒に１軒が空き家状態。長野県では５軒に１軒が空き家状態です。

そこで、空き家をお持ちで悩んでいる方、空き家を相続する予定の方、処分の方法や利

活用の方法がないか考えてみませんか。

司法書士は、相続や遺言、不動産登記に携わっている専門性を活かし、また、関係機関

と連携しながら、あなたの空き家対策のお手伝いが出来るかもしれません。また、当会に

は市町村の空家等対策協議会の委員である司法書士もおりますので、その声を行政や社会

に届けていきたいと考えています。ぜひお気軽にお電話ください。

司法書士による「空き家問題１１０番」

今年のサマージャンボ宝くじは、
1等・前後賞合わせて7億円！



編集／発行 長野県王滝村 総務課 TEL: 0264-48-2001 FAX: 0264-48-2172
役場ホームページ http://www.vill.otaki.nagano.jp/

木曽広域連合では、令和3年4月1日採用の一般行政職員及び消防職員を募集します。

○提出書類：受験申込書（木曽広域連合事務所・郡内各町村役場で受け取ることができる他、

木曽広域連合のホームページからもダウンロードできます。）

○提出方法：郵送（8月11日（火）、9月8日（火）必着、簡易書留） 持参

○提出先：〒399-6101 木曽郡木曽町日義4898-37 木曽広域連合事務局 総務課

令和２年度自衛官等募集のご案内

募集種目 資格 受付期間 試験時期 合格発表・採用時期

一般曹候補生
採用予定月の1日現在、
18歳以上33歳未満

7月～9月
１次：9月
２次：10月

１次：10月
最終：11月
【採用】9月もしくは
3～4月

自衛官候補生
（男子）

採用予定月の1日現在、
18歳以上33歳未満

第２次(7～9月)
第３次(10～12月)
第４次(1～3月)

それぞれ受付時に
指定

合格発表はその都度
【採用】第２次：8～
9月、第３次：11月、
第４次：3～4月

自衛官候補生
（女子）

採用予定月の1日現在、
18歳以上33歳未満

第２次(7～9月)
第４次(1～3月)

それぞれ受付時に
指定

合格発表はその都度
【採用】第２次：8～
9月、第４次：3～4月

航空学生

令和3年4月1日現在、
［海上自衛隊］18歳以
上23歳未満高卒（見込
含）［航空自衛隊］18
歳以上 21歳未満高卒
（見込含）

7月～9月
1次：9月
2次：10月
3次：11～12月

１次：10月
２次：11月
最終：1月
【採用】3～4月

上記以外の種目の募集も行われています。
詳しくは自衛官募集ホームページをご確認ください。 http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

木曽広域連合職員募集のご案内

試験区分 受付期間 試験日程

一般行政職員（上級） 6月29日（月）～8月11日（火）
1次試験 9月20日（日）
2次試験 10月中旬予定

一般行政職員（初級）
6月29日（月）～9月8日（火）

1次試験 10月18日（日）
2次試験 11月中旬予定

消防職員

お問い合わせ：木曽広域連合事務局 総務課

℡0264-23-1050


