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平成29年７月15日発行　第177号

広 報

世 帯 と 人 口
（７月１日現在）

世帯数　３９４世帯 （＋３）
　男　　３６２人　 （＋２）
　女　　４２２人　 （＋１）
　計　　７８４人　 （＋３）

◇ 主な内容 ◇
・平成28年度水と緑のふるさと基金の報告     ２
・村　の　話　題     ４～５　・保健センター行事予定など     ８
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平成28年度（第11期）水と緑のふるさと基金の報告

事業項目 寄付額 件数（件）

①木曽御嶽山の環境整備 400 万 4,567 円 69 

②森林整備及び水源涵養 226 万 300 円 29 

③自然エネルギーの利用促進 104 万 4,000 円 4

④教育の推進並びに文化の保全及び育成 73 万 円 27 

未指定 271 万 8,777 円 35 

合　　　　　計 1,075 万 7,644 円 164 

■ 平成28年度（第11期）の寄付

■ 平成28年度事業実績

施策メニュー 実施事業 事業費 基金繰入額

森林整備及び水源涵養 村有林整備事業 495 万 5,000 円 250 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） 80 万 円 80 万円

合　　　　　計 575 万 5,000 円 330 万円

■ 平成28年度末基金残高

事業項目 寄付額合計 基金取り崩し額 基金残高

①木曽御嶽山の環境整備 3,201 万 4,558 円 700 万 円 2,501 万 4,558 円

②森林整備及び水源涵養 3,502 万 24 円 2,042 万 9,000 円 1,459 万 1,024 円

③自然エネルギーの利用促進 208 万 2,000 円 84 万 円 124 万 2,000 円

④教育の推進並びに
　文化の保全及び育成 548 万 4,778 円 491 万 9,000 円 56 万 5,778 円

未指定 3,397 万 8,278 円 821 万 8,000 円 2,576 万 278 円

利　子 14 万 9,959 円 　 14 万 9,959 円

合　　　　　計 1 億 872 万 9,597 円 4,140 万 6,000 円 6,732 万 3,597 円
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王滝村農業委員会

赤十字活動資金へのご協力　ありがとうございました

御岳・田の原線バスの運行について

王滝村固定資産評価審査委員会

プレミアム商品券　完売

　６月定例議会で同意を得て次の方々が
任命されました。
　任期３年間（平成29年７月20日～
　　　　　　　平成32年７月19日）
　　大　原　博　介
　　木　島　栄　次
　　越　　　敏　章
　　富　井　聡　美
　　中　越　晴　彦
　　細　尾　　　正
　　松　越　柳　子
　　松　下　由喜江
　　三　浦　征　弘
　　宮　澤　　　博
　　 【敬称略、五十音順】

　今年も５月に「赤十字の活動運動月間」とし全国一斉に展開されました。
　村でも各区長さんを通じ、村民の皆さまから日赤活動資金２１０，４４０円をお寄せい
ただきました。
　毎年皆さまから温かいご支援とご協力をいただき感謝申し上げます。

　これらの資金は、日本赤十字社長野県支部に納められ、日本赤十字社のさ
まざまな活動（災害救護活動、国際救護事業、医療活動、看護師養成、救急
法講習会の普及、赤十字奉仕団活動など）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。

  福祉健康課　福祉係　　

　平成29年度の運行は以下のとおりです。
｜運行日｜　７月１日㈯～10月29日㈰の土日祝日のみ運行
｜時刻表｜
　木曽福島　→　田の原　　　　　　　　　　田の原　→　木曽福島

　６月定例議会で同意を得て、
松越勝人さんが選任されました。
　任期３年間（平成29年８月１日～
　　　　　　　平成32年７月31日）

　４月25日から販売していた村内向けプ
レミアム商品券は完売しました。
　使用期間は平成30年３月31日までと
なっています。有効にご使用ください。

｜運　賃｜　木曽福島～田の原…片道1,500円　　王滝～田の原…片道1,300円

木曽福島駅 王　滝 田の原
08:40 09:12 09:55
10:40 11:12 11:55
14:00 14:32 15:15

田の原 王　滝 木曽福島駅
10:25 11:08 11:40
12:45 13:28 14:00
15:45 16:28 17:00
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節目の10回目を迎えました！

木曽郡植樹祭・水と緑の感謝祭合同育樹祭
　　　　　　　　郡内や下流域から約500名が参加して松原スポーツ公園で行われ
ました。イロハモミジ、オオモミジ、ドウダンツツジ計280本を植樹しました。こ
れからの成長が楽しみですね。

　生徒、先生、議員、
役場職員など約50名
が参加し、除伐や枝打
ち作業を行いました。

６／１㈭

中学校・村議会
育樹作業

５／27㈯　 　 さわやかな青空のもと、
第10回王滝ふれあい運動会が行われました。子どもたちからお年寄り
まで大勢参加し、歓声や笑い声にあふれる一日になりました。
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木曽おんたけ観光局、ファムトリップが実施されました
　御嶽山で繋がる王滝村・木曽町では、行政枠を超
えた新たな観光地域づくりを実現するため、王滝観
光総合事務所・木曽町観光協会が連携して地域連携
ＤＭＯ『一般社団法人木曽おんたけ観光局』を立ち
上げました。観光局では、御嶽山が持つスピリチュ
アルな自然空間を感じられる商品造成、火山と共生
する地域として安心して登山ができる体制を整える

こと、そして王滝村・木曽町が中心となり木曽路が世界から選ばれる滞在体験交流型
観光地域となることを目指し活動を行います。
　第１弾の事業として６月５～８日、イギリス・ドイツ・スペインの旅行代理店やメ
ディア関係者13名を招き３泊４日の行程でファムトリップが実施されました。王滝
村・木曽町に宿泊、ひのき箸作りや薬草作り、自然湖カヌー体験、木曽福島の街並
み・馬籠・妻籠・奈良井宿のウォーキングを体験しました。
　ドイツから来たレト・レゴさんは「日本のことは知っているが、木曽のことは知ら
ず初めて来ました。ヨーロッパ人は、自然や文化が好
きなので、木曽が観光地として少しずつ知られるよう
に営業活動を行いたい」と話してくれました。
※ファムトリップとは、外国の旅行代理店やメディア等を招き観
光地を下見していただくツアーで、主に外国人観光客拡大を目
的に実施されます。

６／25㈰

７／２㈰

木曽郡消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会
　　　　　　　　　王滝村消防団はポンプ車操法の部とラッパ吹奏の部に出場を予定
していましたが、６月25日朝発生した地震により大会は中止となりました。後日抽
選会が行われ、ポンプ車操法の部は
木曽町、小型ポンプ操法の部は大桑
村、ラッパ吹奏の部は木曽町が県大
会へ出場することとなりました。
　団員の皆さん、約２カ月にわたる
訓練、大変お疲れ様でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御嶽山登山
道整備が王滝口と黒沢口で行われました。地元関係者や職
員など約60人が参加し、水路の土砂撤去やササ刈りなど
の作業をしました。なお、夏山シーズン到来を告げる「御
嶽山合同開山安全祈願式」は7月1日に田の原で執り行わ
れる予定でしたが、大雨のため中止となりました。

御嶽山登山道整備

６／５㈪～８
㈭

現地練習（６/17） 大会前最後の練習（６/23）
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　自衛官候補生
任期（勤務期間）を定めた制度。自分自身の将来設計
を視野に入れた計画的な日々が送れます。
受験資格：18歳以上27歳未満の者

　航空学生
航空自衛隊、海上自衛隊の航空機パイロットを養成する
制度です。
受験資格
〈海上自衛隊〉18歳以上23歳未満の者
　（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含））
〈航空自衛隊〉18歳以上21歳未満の者
　（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含））

　防衛大学校・防衛医科大学校　
受験資格：18歳以上21歳未満の者
　高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

この今を、未来を、守る。

　一般曹候補生
陸海空自衛隊の曹となる自衛官を養成する制度です。
受験資格：18歳以上27歳未満の者

陸海空自衛官等
募集！
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でっかく当たる！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

１等　５億円×20本　　前後賞各　１億円×40本　　２等　1,000万円×60本
※当選本数は発売総額600億円・20ユニットの場合

｜発売期間｜　平成29年７月18日㈫から８月10日㈭まで
｜抽 選 日｜　平成29年８月20日㈰
宝くじの収益金は長野県の販売実績により配分されますので、長野県内の宝くじ売り場で
お買い求めください。
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。

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
｜内　容｜　暴力団を許さない、暴力団を排除する意識への高揚を訴えるもの
｜要　領｜　ポスター…Ｂ３判画用紙（裏に氏名明記）
　　　　　　標語…メール、はがき、ＦＡＸなどで何点でも
｜締　切｜　９月８日㈮当日消印有効
｜その他｜　作品には必ず住所、氏名（ふりがな）、電話、年齢を明記
　　　　　　入選作品は10月25日㈬開催の県民大会で表彰
｜送付先｜　〒380-8510　長野市南長野幅下692-2
　　　　　　（公財）長野県暴力追放県民センター
　　　　　　TEL 026-235-2140　FAX 026-233-3741　メール boutsui@mx2.avis.ne.jp

相続登記特別相談会の実施
８月３日司法書士の日を記念して、下記の通り無料の相続登記特別相談会を実施します。
お近くの司法書士事務所へお問い合わせの上、お出かけください。
｜日　時｜　平成29年７月31日㈪～８月４日㈮午前９時～午後４時
｜場　所｜　県内各地司法書士事務所
｜相談料｜　無料
｜予　約｜　事前にお近くの司法書士事務所へお問い合わせの上、予約してください。
｜お問い合わせ先｜　長野県司法書士会　TEL 026-232-7492

家庭でも電気の安全点検を！ ８月は「電気使用安全月間」
高温多湿の夏場は、１年のうちで感電や電気事故の最も多い季節です。このため、経済産
業省の主唱のもと、８月を「電気使用安全月間」として、全国一斉に電気使用安全を呼び
かけています。
＝チェックポイント＝
・傷んだ電線、コードを使っていませんか
・洗濯機、電子レンジにアースは取り付けてありますか
・漏電遮断器は取り付けてありますか
・１つのコンセントからたくさんの電気を使っていませんか
　電気のご相談は
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日　　付 教　　室　　名 時　　　間 場　　 所

 7 月19日㈬ ブックスタート   9 ：30～10：30 村公民館

  21日㈮ 定期健康相談 10：00～11：30

保健センター
  25日㈫ 脳元気教室   9 ：30～11：30

 8 月 8 日㈫ 脳元気教室   9 ：30～11：30

    9 日㈬ こころの相談 10：00～11：30

予防接種の日（事前に診療所へ予約をお願いします） 村診療所

海で安全に楽しむために
　海上保安庁では海浜事故を無くすために注意を呼びかけています。
　以下の項目に注意して安全に楽しみましょう。
　□天気予報を確認する　　　　　□天気の急変や波が高くなる前に帰る
　□飲酒後は絶対に泳がない　　　□子供から目を離さない
　□遊泳禁止区域では遊ばない　　□遊泳区域内に水上バイクなどを乗り入れない
　□海の「もしも」は１１８番
お問い合わせ
　第九管区海上保安本部　交通部　安全対策課　０２５－２８５－０１１８（代表）

★ 保健センター行事予定 ★

★ 村内行事予定 ★

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。

ＪＲ６社が地元観光関係者
や自治体と協力し、長野県
を旅行先として全国にＰＲ
する国内最大級の観光キャ
ンペーン。期間中に様々な
イベントが実施されます。

信州デスティネーションキャンペーン

日　　付 行　　　事

7 月 27 日㈭
～ 28 日㈮ 御嶽神社例大祭

8 月 14 日㈪ お盆ふれあい祭り

15 日㈫ 成人式

9 月 10 日㈰ 福祉健康の集い

14 日㈭ 防災訓練

17 日㈰ SDA 王滝クロスマウンテンバイクレース

18 日㈷ OSJ 王滝ダートマラソン

27 日㈬ 御嶽山噴火災害犠牲者追悼式

10 月  7 日㈯ 長寿を祝う会


