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平成30年度（第13期）水と緑のふるさと基金の報告

基金から次の事業に1,170万円を使用する予定です。（当初予算に計上しました）
実施事業：登山道整備（基金220万円）、9合目防災無線拡声子局修繕（50万円）

王滝頂上トイレ改修（620万円）、造林事業（220万円）、児童生徒用図書整備（60万円）

事業項目 寄付額 件数

①木曽御嶽山の環境整備 441万2,705円 63

②森林整備及び水源涵養 283万5,000円 33

③自然エネルギーの利用促進 115万6,000円 8

④教育の推進並びに文化の保全及び育成 83万4,881円 32

未指定 129万5,915円 30

合 計 1,053万4,501円 166

施策メニュー 実施事業 事業費 基金繰入額

木曽御嶽山の環境整備
登山道整備 313万2,000円 100万円

9合目監視小屋設置 820万8,000円 820万円

森林整備及び水源涵養 造林事業 394万6,000円 140万円

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） 95万3,000円 80万円

計 1,623万9,000円 1,140万円

事業項目 寄付金合計額 基金取崩合計額 基金残高

①木曽御嶽山の環境整備 4,020万4,298円 1,773万円 2,247万4,298円

②森林整備及び水源涵養 4,093万8,024円 2,302万9,000円 1,790万9,024円

③自然エネルギーの利用促進 432万1,000円 84万円 348万1,000円

④教育の推進並びに文化の保全及

び育成
780万8,659円 741万9,000円 38万9,659円

未指定 3,725万2,994円 821万8,000円 2,903万4,994円

利 子 17万3,959円 ー 17万3,959円

合 計 1億3,069万8,934円 5,723万6,000円 7,346万2,934円

■平成30年度（第13期）の寄付額

■平成30年度事業実績

■平成30年度末基金残高

■令和元年度事業計画
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新しい被保険者証（保険証）をお渡しします

現在お使いいただいております保険証（黄色）は、
有効期限が令和元年（平成31年）７月３１日までと
なっており、間もなく期限切れとなります。
対象者は７５歳以上の方と障害認定を受けられている方
です。
つきましては、下記の日程で新しい保険証(桃色)を

お渡ししますので、都合のよい日時に受け取りに来て
ください。
なお、受け取りに来られない方には郵送もできますので、役場住民係まで

ご連絡ください。また、古い保険証は回収いたしますので、忘れずにお持ち
ください。

後期高齢者医療被保険者の皆様へ

○村内巡回での交付 実施日：令和元年７月２６日（金）

巡 回 場 所 巡回予定時間

滝越公民館前 午前 ９：１５～ ９：３０

瀬戸（瀬戸梅雄さん宅付近） 午前１０：００～１０：１５

野口（のぐ平前） 午前１０：２５～１０：４０

九蔵公民館前 午前１０：５０～１１：００

小川（国民宿舎入口付近） 午前１１：１０～１１：３０

大又（藤本さん宅前） 午後 １：１０～ １：２０

里宮神社前 午後 １：２５～ １：３５

二子持公民館前 午後 １：５５～ ２：１０

崩越（崩越集会所前） 午後 ２：２０～ ２：３０

中越集会所前 午後 ２：４０～ ３：００

王滝村役場住民係窓口 午後 ３：１０～ ５：１５

○ 役場住民係窓口での交付

窓口交付実施日 受 付 時 間

７月２９日（月）～７月３１日（水） 平日：午前８：３０ ～ 午後５：１５

お問い合わせ：福祉健康課住民係電話＊＊48-2001



歯科口腔健診を受けましょう ～後期高齢者歯科口腔健診～

長野県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の方の健康づくり事業の一環として歯科口腔

健診を行います。

お口の健康は、笑顔への第一歩です。固いものが食べにくい、入れ歯が合わない、特に自

覚症状はないが、お口の状態を確認したい方など、費用は無料ですので、ぜひこの機会に受

診しましょう。

・対象者：昭和18年４月１日～昭和19年３月31日生まれの被保険者

（平成31年度に75歳の誕生日を迎えた方）

・案内通知：６月下旬に対象者に対し、案内通知と受診券を送付しております。

・健診期間：令和元年７月１日（月）から令和元年12月30日（月）

・健診費用：無料

※健診により治療が必要な場合は、その治療費は本人負担となります。

・対象医療機関：県歯科医師会所属の歯科医院

・予約方法：対象医療機関へ直接予約をお願いします。

・受診時に必要なもの： 受診券 被保険者証

募金のご報告

赤十字活動資金へのあたたかいご支援とご協力ありがとうございました！

令和元年日赤活動資金合計金額 ２８７，２５９円 となりました。

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、こころのケアや

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

や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。

担当：福祉健康課 福祉係

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。当村では、下記のとおり募金いただきましたので、ご報告します。
なお、この募金は郷土の緑づくりに活用されます。

総額 ７１，５１８円 （前年度に比べ ２，２０５円増）

緑の募金へご協力ありがとうございました！

担当：経済産業課 林業振興係

【お問い合わせ】 長野県後期高齢者医療広域連合

業務課給付係 電話026-229-5320
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令和元年度自衛官等募集のご案内

「木曽悠久の森」スマートフォン写真コンテストの実施について

木曽地方のヒノキ、サワラなどの木曽五木を含む温帯性針葉樹林は、世界的にも希少で貴重な

存在となっています。中部森林管理局では、この地域を「森林生物多様性復元地域」（愛称：

「木曽悠久の森」）として設定し、この貴重な森林資源の保存・復元を図るための取組を行っ

ています。

人とのかかわりの中で息づいてきた「木曽悠久の森」を多くの人に知っていただき訪れてもら

いたいという思いから写真コンテストを実施します。

悠久の森の中にある四季折々の表情、森林浴やレジャーなど森に親しむ姿など、たくさんの応

募をお待ちしています。

応募方法：スマートフォン（タブレットを含む）で撮影したデータをメールで送信ください。

募集期限：令和元年8月31日（土）（必着）

撮影対象場所：「木曽悠久の森」の区域内

（赤沢自然休養林、ウグイ川渓谷、

阿寺渓谷、付知峡自然休養林 など）

応募用メールアドレス：c.keikaku@maff.go.jp

撮影場所・応募方法などの詳細は、

林野庁中部森林管理局ホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】 木曽森林管理署 電話：0264-52-2083

スマホで写真を撮ったらすぐ応募！

応募用QRコード

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2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

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/
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自動車税が令和元年10月１日から自動車税が変わります

自動車税（種別割）の税額が排気量に応じて1,000円から4,500円引き下げられます。
対象は、令和元年10月１日以後に新車新規登録を受ける自家用乗用車です。また、自動車取得
税が廃止され、燃費性能に応じて自動車購入時に払う環境性能割を新たに導入。
環境性能割は、令和2年９月30日までの間、自家用乗用車に限り税率が軽減されます。

詳しくは県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/jidoshaze/index.h
tml#zeiseikaisei

情 報 掲 示 板

海水浴を安全に楽しむために

海水浴でおこる事故のほとんどは、なにも難しい事が原因で起こるわけではありません。
実は簡単な事を守らなかったことが原因でおこる事がほとんどなのです。
次の6つの事を守るだけで、海での事故はほとんど防げます。

その１ 必ず指定海水浴場で指定期間に泳いで下さい。
その２ 小さな子供から絶対に目を離さないで下さい。
その３ 急な深みや離岸流に注意して下さい。
その４ 波の高い時には海に近づかないで下さい。
その５ お酒を飲んだら絶対に泳がないで下さい。
その６ 「せっかく来たから少しくらい」と言って無理をしないで下さい。

安全に注意し、楽しい
思い出を残しましょう！

「守ろう！電波のルール」

【お問い合わせ】 県庁 税務課 電話：026-235-7051

公共の電波を正しく使用するために、電波法というルールがあります。
しかし、ルールを守らない「不法無線局」から発射される不法な電波によるテレビ・ラジオ

の受信障害や消防・救急や航空など重要な無線通信への混信・妨害は後を絶ちません。
また、インターネット取引などにより、日本では使用できない外国規格の違法な無線機器

（技適マークが付いていないトランシーバーなど）が流通しています。これらは比較的容易に
入手できるため、法令違反の認識がないまま使用し、混信妨害の原因者となるケースが増えて
います。
私たちの財産である電波の良好な利用環境を守るため、「不法無線局」をなくし、電波を正

しく使いましょう。
電波に関することは、総務省信越総合通信局までお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】総務省信越総合通信局
★無線設備への混信・妨害及び違法な無線設備の情報に関すること
監視調査課 電話：026-234-9976

★テレビ・ラジオなど放送の受信障害に関すること
受信障害対策官 電話：026-234-9991

★その他、情報通信の行政相談に関すること
総合通信相談所 電話：026-234-9961

ホームページ http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/

【お問い合わせ】第九管区海上保安本部 海の安全推進室 電話：025-285-0118
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保健センター行事予定

日付 医院名 電話番号 日付 医院名 電話番号

7月21日 芦沢医院（上松町） 52-2018 9月 1日 王滝村診療所 48-2731

28日 田澤医院（木曽町開田） 44-2008 8日 原内科医院（木曽町福島） 22-2678

8月 4日 古根医院（大桑村） 55-1188 15日 芦沢医院（上松町） 52-2018

11日 池口医院（大桑村） 55-2002 16日 古根医院（大桑村） 55-1188

12日 奥原医院（木祖村） 36-2264 22日 田澤医院（木曽町開田） 44-2008

18日 木曽ひよし診療所 26-2001 23日 池口医院（大桑村） 55-2002

25日 大脇医院（上松町） 52-2023 29日 大脇医院（上松町） 52-2023

日付 教室名 時間 場所

8月 6日（水） 熟年サークル 13時30分～15時30分 保健センター

8日（火） 定期健康相談 10時00分～11時30分 保健センター

13日（木） こころの相談 10時00分～11時00分 保健センター

28日（水） 胸部レントゲン 通知文参照 通知文参照

29日（木） 健康サークル 10時00分～11時00分 保健センター

第1・3（木）予防接種の日（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、ご了承ください。

休日当番医

村内行事予定

木曽地区就職企業説明会

日時：8月7日(水)午後1時30分～午後3時30分

場所：木曽合同庁舎講堂

対象者：令和2年3月大学等卒業見込者、

一般求職者、パート求職者、UIJターン希望者

（仕事をお探しの方なら、どなたでも参加でき

ます）

※参加企業は25社を予定しています。

※求職者の方は、遅くとも午後2時30分までにご来

場ください。

【お問い合わせ】木曽地区雇用対策推進協議会

（木曽福島公共職業安定所） 電話：0264-22-2233

木曽病院お盆期間中の一部休診

外来休診日 8月14日(水)及び15日(木)

※救急患者については、救急外来で対応します。

※8月13日(火)及び16日(金)は通常通り外来診療

を行います。

日付 行事

7月27日(土)
～28日(日)

御嶽神社例大祭

8月14日(水) お盆ふれあいまつり

15日(木) 成人式

9月8日(日) 福祉健康の集い

14日(土) 防災訓練

15日(日)
SDA王滝クロスマウンテンバイ
ク120㎞/100km/42km

16日(月)
OSJ王滝ダートマラソン
42km/20km

27日(金) 御嶽山噴火災害犠牲者追悼式

10月 5日(土) 長寿を祝う会



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/

※今年度から公民館印刷機を使用した庁内印刷に変更しました。

村 の 話 題

6月23日（日）、南木曽町南木曽中学校グラウンドを会場に、全町村の団員や関係者など

約580名が集まる中、木曽郡消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が開催されました。

王滝村消防団は、小型ポンプ操法の部に出場し、見事準優勝を決めました。

選手を支えた第一分団はもとより、そのご家族の方々、全団あげての取り組みに感謝をい

たします。

順位 ポンプ車操法 小型ポンプ操法 ラッパ吹奏

1位 南木曽町 上松町 上松町

2位 木曽町 王滝村 大桑村

3位 上松町 南木曽町 木曽町

6月2日(日)、愛知製鋼(株)の社員やご家族の皆様が、おんたけ銀河村キャンプ場周辺で除伐作

業を行いました。

愛知製鋼(株)は今年4月に王滝村と「森林の里親」制度の契約を締結しました。今後、12ヘク

タールの森林を「愛知製鋼グループの森」として整備していきます。

森林（もり）の里親事業

木曽郡消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

森林（もり）の里親制度は、長野県が仲介となり、企業が森林整備の資金や労働力を提供
し、受け入れる市町村や団体が企業との交流や森林整備の実施を行う仕組みです。


