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世帯数　３９０世帯
　男　３６３人
　女　４１５人
　計　７７８人
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確定申告の日程のお知らせ
　平成29年分所得税確定申告及び平成30年度分住民税・国保税申告を下記の日程
で行いますので、最寄りの場所で申告手続きをお願いします。

※上記以外の時間で申告を行いたい方は、税務係までご連絡ください。
※電子申告（e-Tax）も出来ますのでご利用ください。

 お問い合わせ：王滝村役場　総務課　税務係　＊
コ メ

＊
コメ

４８－２００１ 

【当日持参するもの】
　● 印鑑　　● 源泉徴収票（年金・給与所得等）
　● 収支を証明する書類（領収書や計算帳簿等）
　● 保険料等控除等の所得控除を受ける場合はその証明書
　● 申告用紙が税務署から届いている場合はその用紙
　● 還付及び納税の口座振替を希望する預金通帳　
　● マイナンバーカード（通知カードと身分証）

月日（曜日） 時　　間 場　　所 対象区

２月 16日㈮ 午前９時から正午まで 二子持集会所
二子持
崩　越
鞍　馬

２月 19日㈪ 午前９時から正午まで 九蔵集会所 九　蔵

２月 20日㈫ 午前９時から正午まで 滝越集会所 滝　越

２月 21日㈬ 午前９時から午後 2時まで 中越集会所 中　越

２月 22日㈭ 午前９時から正午まで 東公民館 東

２月 23日㈮ 午前９時から正午まで 下条公民館 下　条

２月 26日㈪ 午前９時から午後４時まで もろき 野　口

２月 27日㈫ 午前９時から午後５時まで 上条コミセン 上　条

２月 28日㈬ 午前９時から午後５時まで 王滝村公民館 全地区

３月 １ 日㈭ 午前９時から午後５時まで 王滝村公民館 全地区

　 ３月 2 日㈮～
       15 日㈭ 午前９時から午後５時まで 役　場
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（敬称略）

平成30年 消防団出初式
　１月12日㈮　王滝村消防団出初式が、多く
のご来賓の方々にご出席いただき、盛大に挙行
されました。式典に続いて、下村団長を先頭に
村公民館前で団員の分列行進を行いました。
　平成30年の表彰者は、以下のとおりです。
（敬称略）
○日本消防協会長表彰【功績章】副団長　村木賢次　【精績章】副団長　秋山智宏　
○長野県消防協会長表彰【永年勤続功労章】喇叭隊長　池本 誠　【功労章】副団長　秋
山智宏　【努力章】副団長　小山史剛　【精績章】本部長　溝口孝博　【技術章】分団長
森 裕司　【精勤章】係長　林 統隆・係長　下出哲朗・係長　松越暁美　【退団者感謝
状】前副団長　正澤 功　
○木曽消防協会長表彰【功労章】副団長　村木賢次　【勤続章】（20年）副団長　秋山智
宏・副分団長　田近哲也・副本部長　小松 智・班長　下出竜二・班長　星野智之　【精
勤章】班長　稗田 実・班長　木下大輔　【退団者感謝状】前副団長　正澤 功　
○退職報償授与伝達【消防庁長官退職報償授与】前副団長　正澤 功・前係長　松原重征

【長野県知事退職報償授与】前本部長　島崎 満・前班員　福井真一
○村長表彰【勤続章】（25年）喇叭隊長　池本 誠（15年）係長　下出哲朗　【退団者感
謝状】前副団長　正澤 功・前本部長　島崎 満・前係長　松原重征・前係長　宮澤 博・前
班員　福井真一　【後援隊退任者感謝状】前後援隊員　宮下幸一・前後援隊員　山本國
春・前後援隊員　松原あや子・前後援隊員　家高洋子・前後援隊員　藤沢定子
○団長表彰【特別章】係長　林 統隆　【功労章】係長　原 胤裕　【努力章】係長　家
高剛宏・班員　藤田勝巳　【勤続章】係長　森 翔一　【精勤章】（5年）班員　園田紗季

（3年）班員　齋藤宏輝・班員　石川健二

地　区 区　　長 副区長
二子持 巾　　茂幸 下田　君行
鞍　馬 鍛冶谷　保 中井　秀男
中　越 西路　　明 吉田　英司
東 島尻　禎昭 松越　勝人
下　条 田近　清睴 石川　次郎
上　条 植木　雅史 村木　賢次
九　蔵 森下　厚義 吉本　　巧

野　口 泉　　秀行 東平　正史
田中　明彦

滝　越 三浦　悦夫 倉橋孝四郎

１年間よろしくお願いします。

平成30年の区長さんが
決まりました
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御嶽山火山マイスター制度が
始まります

御嶽山火山マイスターとは？

御嶽山火山マイスターに認定されるには…

・御嶽山火山の恵みとリスクを理解し、火山に関する情報を正しく理解している人
・自らの生業やライフワークと「火山」とを結び付け、地域のために活動出来る人
・御嶽山を愛し、地域の魅力を住民や観光客等にわかりやすく発信出来る人

御嶽山火山マイスターになって、火山防災と地域振興を共に取り組みませんか！？
平成30年３月に誕生予定の初代マイスターの募集を開始します

～御嶽山火山マイスターになるには、認定審査への申込と、認定審査の受験が必要です～
【以下、平成29年度御嶽山火山マイスター認定審査について説明します】

・マイスターとして継続的な実践活動が出来る人
・御嶽山火山マイスター認定審査事前講習（基礎講習１及び基礎講習２の両方）を受講した人
・認定審査日に、御嶽山周辺地域（長野県木曽郡及び岐阜県の御嶽山域）に居住または勤務（活動）

している人

○受験の申込には、以下の４つの書類を提出
・御嶽山火山マイスター認定審査申込書（第１

号様式）
・御嶽山火山マイスター志望レポート（第２号

様式）
・活動等経歴書（第３号様式）
・第１号様式に貼付した顔写真と同じ顔写真
（カラー）１枚

○申込の方法
・郵送、Eメール、持参
○申込受付期間
　平成30年２月７日㈬から３月５日㈪まで

○基礎講習１：火山の理科的知識（講師：信州大学教育学部　竹下准教授　ほか）
　　　　　　・平成30年２月14日㈬午後７時から午後９時まで　木曽合同庁舎 401･402会議室
○基礎講習２：御嶽山火山の特徴（講師：名古屋大学御嶽山火山研究施設　國友特任准教授　ほか）
　　　　　　・平成30年２月21日㈬午後７時から午後９時まで　木曽合同庁舎 401･402会議室

＊受験予定のない方でもご参加いただけます　　＊事前の申し込みは不要です　

○認定審査日時（面接審査）
　平成30年３月18日㈰午前10時から
　場所：長野県木曽合同庁舎
○認定審査の内容
・レポートを基にした書類審査
・認定審査委員会との面接審査
＊応募者多数の場合、書類審査により
　面接審査対象者を選抜することがあります
○合格発表
　平成30年３月28日㈬午前10時に
　木曽地域振興局ホームページで発表

●『御嶽山火山マイスター認定要項』の詳細は、村のホームページでも公開しています。
●御嶽山火山マイスター制度についてのご質問は　
　長野県木曽地域振興局　総務管理課☎0264-23-2583までお問い合わせください。

～御嶽山地域を、
“日本で最も火山防災の進んだ地域”に

するために、この地域の未来を共に設計したい～

受験資格について（以下の要件を全て満たす人が申込可能です）

受験の申込方法について

受験資格を得るための認定審査事前講習について

認定審査および合格発表について
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　９月17日に開催予定だったレースが台風18号接近
により中止となったため、代替レースとして開催され
ました。
　路面凍結や積雪によりコースが一部変更されました
が、約500名が参加しました。
　なお、平成29年度のマウンテンバイクレースと
トレイルランニングレース全体のエントリー数は約
5,500名、参加者数は約3,300名でした。選手の皆さ
ん、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。

　恒例の元旦ウォーキングが行われ、晴天にも
恵まれて村民や帰省された皆さん約70名が参
加しました。
　終了後、豚汁を食べながら楽しく歓談し、王
滝村で撮影をした映画の鑑賞会も行われ、笑い
につつまれていました。

　各地区で小正月の行事
「どんど焼き」が行われま
した。
　今年１年、無事に過ごせ
るといいですね。

　王滝観光総合事務所や村民有志による行事
は４回目を迎え、今回は御嶽神社里宮参道と
鳳泉寺参道に竹灯籠が設置されました。約
670個の竹灯籠が大晦日の夜に温かな灯りを
ともしました。

１／14㈰

11／19㈰

どんど焼き

竹灯籠

元旦ウォーキング

SDA王滝クロスマウンテンバイク

１／１㈷

12／31㈰

野口区

中越区

村の 話 題

写真：有限会社パワースポーツＨＰより
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王滝村行政運営状況などをお知らせします
１．普通会計人件費（平成28年度決算）

２．職員給与費（一般会計　平成28年度決算）

３．職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額（平成29年４月：一般会計）

４．職員の初任給（平成29年４月１日）

５．職員の手当（ボーナスの支給月数：平成28年度実績）

６．職員数

７．常勤特別職の報酬等（平成29年４月現在）

※平成29年１月１日　住民基本台帳人口

「平均給与月額」とは、給料と扶養手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当を合計したもの。

 単位：千円、％

　単位：千円

人口（※） 歳出総額 実質収支 人件費 人件費率
806 2,221,608 78,405 367,328 16.5

職員数
給　　与　　費 1 人当たり

給与費給　料 職員手当 期末勤勉手当 計
42 159,776 18,585 61,202 239,563 5,703

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職員 43.8 歳 315,336 円 336,354 円

区　　分
王滝村 国の制度

行政職 医療職 行政職 医療職
高校卒 146,100 円 － 146,100 円 －
大学卒 178,200 円 247,600 円 178,200 円 247,600 円

区　　　分
特定幹部職員以外 特定幹部職員

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
６月期 1.225月分 0.850月分 1.025月分 1.050月分
12月期 1.375月分 0.850月分 1.175月分 1.050月分

計  2.60月分  1.70月分  2.20月分  2.10月分

区　　分
普　通　会　計

公営
事業 合計 条例

定数議会 総務
企画 税務 民生 衛生 農林 商工 土木 教育 小計

28年度 1 15 2 8 3 4 2 2 4 41 5 46 50
29年度 1 16 2 7 3 5 2 2 3 41 5 46 50
増減 0 1 0 －1 0 1 0 0 －1 0 0 0 0

区　　　分 給料月額 期末手当支給割合

給　　料
村　長 583,200円 ６月期　　1.575　月分

12月期　　1.725　月分
　計　　　3.300　月分

副村長 529,000円
教育長 510,700円

報　　酬
議　長 231,200円 ６月期　　1.575　月分

12月期　　1.725　月分
　計　　　3.300　月分

副議長 158,600円
議　員 135,300円
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使用者も、労働者も「必ず確認、最低賃金」 ～長野県の最低賃金～

　最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以
上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
　長野県内の事業所で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使
用者に適用される「長野県最低賃金」が、平成29年10月から　時間額　７９５円　に改
正されています。

　この機会に、ぜひ賃金の確認をお願いします。また、最低賃金の引上げに向けた相談窓
口がありますので、ご活用ください。

―お問い合わせ―
長野県労働基準部賃金室（TEL: 0264-223-055）または
松本労働基準監督署（TEL: 0263-48-5693）

行政書士無料相談会について
｜木曽会場｜　２月18日㈰　午前10時～午後３時
　　　　　　　場所：木曽町文化交流センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　（木曽町福島5129番地 　TEL: 0264-23-2000）
｜塩尻会場｜　２月23日㈮　午前10時～午後３時
　　　　　　　場所：塩尻市民交流センター303・304・305号室
　　　　　　　　　　　　　　　　　（塩尻市大門一番町12-2　TEL: 0263-53-3350）
｜松本会場｜　２月17日㈯　午前10時～午後３時
　　　　　　　場所：松本駅前会館　4階大会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　（松本市深志2-3-21　TEL: 0263-33-2966）

―お問い合わせ―　長野県行政書士会松本支部　TEL: 0263-33-7166

「法定相続情報証明制度」をご利用ください
　昨年５月29日㈪から、全国の法務局において、各種相続手続（預金の払戻しや相続登
記等）に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
　この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するものです。
　利用に当たっては、法務局に亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等を提出してい
ただくこととなります。そして、各種相続手続において、この証明書を戸除籍謄本等の代
わりに提出していただければ、複数の手続を同時に進められ時間短縮につながるメリット
があります。
　是非、この制度をご利用ください。詳しくは、長野地方法務局木曽支局へお問い合わせ
ください。法務局ホームページにも掲載しております。

※相続手続で必要となる書類は各機関で異なりますので、必要な書類については提出先と
　なる各機関にご照会ください。

―お問い合わせ―　長野地方法務局木曽支局　TEL: 0264-22-2186
　　　　　　　　　法務局ホームページ　http://houmukyoku.moj.go.jp
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ホームページアドレス　http://www.vill.otaki.nagano.jp/

★ 保健センター行事予定 ★
都合により日程が変更になることもありますのでご了承ください。

日　　付 教　　室　　名 時　　　間 場　　所

2月  1 日㈭ 人権相談・行政相談 13：00～ 16：00

保健センター
6日㈫ 脳元気教室   9：30～ 11：30

14日㈬ こころの相談 10：00～ 11：00

15日㈭ 熟年サークル 13：30～ 15：00

第１・第３㈭　予防接種の日（事前予約をお願いします） 村診療所

平成29年度電源立地地域対策交付金の使い道

木曽広域情報センターからのお知らせ

　電源立地地域対策交付金は水力発電施設のある市町村に対して、公共施設の整備や地域
の活性化、地域住民の福祉向上を図る目的で国から交付される交付金です。
　平成29年度は総額1,847万1千円の交付見込です。
　村ではこの交付金を次の２つの事業に活用しました。
①村道第41号線落石防止網設置工事　事業費1,420万2千円（内交付金1,300万円）
②王滝村保育所運営事業　　　　 　　事業費   592万4千円（内交付金   547万1千円）

　最近、ケーブルテレビ加入者宅でＮＴＴの電話が掛けられないという
症状が増えています。
　この場合、
　①音声告知端末の故障　②ＮＴＴ回線の障害・断線　③電話機の故障　
のいずれかが考えられます。
　このような症状がありましたら、まずは木曽広域情報センターへお問い合わせくださ
い。
　木曽広域情報センター ☎0264-21-2212  域内ＩＰ☎＊＊21-2212

村道第41号線落石防止網設置工事
（白樺峠　施工延長102.1m）

保育所運営事業


