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平成２６年９月２７日に発生した御嶽山噴火から３年目にあたる今年は、犠牲となられ
た皆様の鎮魂を願い、木曽町・王滝村で慰霊碑の建立を進めています。２７日には王滝
村慰霊碑の前で除幕式と追悼式を開催いたします。午前８時３０分より、村公民館前か
ら式典会場までの送迎用のバスが、随時出ますのでご利用ください。 
又、午前１１時５２分には、追悼のためのサイレンを流しますので、村民のみなさま

は黙とうをお願いします。 
 
 
 
１．日 時   平成２９年９月２７日（水） 

  午前１１時００分 除幕式開式 
  午前１１時４５分 追悼式開式 

（両式典は午後１時１５分頃に終了予定で、その後は午後３時まで 
一般献花となります。） 

 
２．場 所   王滝村 松原スポーツ公園東側 慰霊碑広場 
    
３．主 催   御嶽山噴火災害犠牲者慰霊碑建立実行委員会  

御嶽山噴火災害犠牲者追悼式実行委員会       
 
４．式内容    

 除幕式  （１）開式の辞、（２）式辞、（３）除幕、（４）一同礼、（５）碑文披露、 
（６）一同礼、（７）閉式の辞 

追悼式  （１）開式の辞、（２）黙祷、（３）式辞、（４）ご遺族の言葉、 
（５）追悼の辞、（６）追悼メッセージ披露、 
（７）献花、（８）閉式の辞 

 
５．その他  
 ・ どなたでもご参列いただけますが、座席数には限りがあります。 
・ 無宗教形式にて執り行います。 

 ・ ご供花、ご供物、ご香典の儀は辞退申し上げます。 
 ・ 式終了後、当日に限り午後３時００分まで式会場で一般献花を受け付けます。 
 ・ 村公民館前から式典会場までは、随時シャトルバスが運行されますのでご利用 

ください。 
 
６．問合せ先     

王滝村役場 総務課   
 

 

 



☆ 国保税に滞納があると有効期限が１年未満の『短期被保険者証』を交付する

ことになります。（滞納のある方は役場窓口でのみ、交付を行います。） 

☆ 就職して社会保険等に加入すると、役場で国保離脱の手続きが必要です。そ

の際は、加入した社会保険の保険証（コピー可）と印鑑をご持参ください。

（この手続きが済んでいないと社会保険料と国保税の二重払いや、国保が支

払った医療費を返還していただくなどの負担が生じます。） 

☆ 保険証を受け取りに来られない方は郵送もできますので、役場住民係までご

連絡ください。 

 

  

巡 回 場 所 巡回予定時間 

滝越公民館前 午前 ９：１５ ～  ９：３０ 

瀬戸（中島さん宅付近） 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 ～ １１：０５ 

小川（国民宿舎入口付近） 午前１１：１５ ～ １１：３０ 

大又（藤本さん宅前） 午後 １：１０ ～  １：２５ 

二子持公民館前 午後 １：４５ ～  ２：００ 

崩越（ふるさとの家前） 午後 ２：１０ ～  ２：２５ 

中越集会所前 午後 ２：３５ ～  ２：５０ 

王滝村役場住民係窓口 午後 ３：００ ～  ５：１５ 

窓口交付実施日 受 付 時 間 

９月２７日（水）～ ２９日（金） 午前 ８：３０ ～ 午後 ５：１５ 

国民健康保険被保険者の皆さんへ 

 

国民健康保険の保険証をお渡しします 
 

お手元の国民健康保険の保険証は、有効期限が平成２９年 

９月３０日までになっております。 

 つきましては下記の日程で新しい保険証（学生用保険証、 

遠隔地用保険証も）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、今回も古い保険証を回収し 

ますので、忘れずにお持ちください。 

 

○ 村内巡回での交付 実施日：平成２９年９月２６日（火） 

 

○ 役場住民係窓口での交付 

 

お問合せ：王滝村役場 福祉健康課 住民係 

 

 



 

王滝村では荒廃農地（遊休農地）が毎年増えてきていますが、これ以上増やさないよう

何とかしたい所であります。また、農地所有者の中には誰かに譲りたいという人もいま

す。（売買したい方も多くいます。） 

農地を所有している方、管理している方等で今後どうしたら 

いいか相談したい、農地がないけど農業に興味があり農業を 

やってみたい方、新しい作物にチャレンジしてみたい方、 

農業に関わることでお手伝いしたい方など、どんなことでも 

結構ですので、農業振興係までお気軽にご相談ください。 

 

  

農地について簡単にはいかないことも多いけれど、一度相談してみてください。 

 

最近村内でクマの出没情報が多発しております。農作業や散歩に出かる時は、花火、 

ラジオ、鈴等、音の出るものを携帯し事故に遭わない様にしましょう。 

また、目撃の情報がありましたら役場経済産業課までご連絡お願いします。 

 



 

 

  
 

 
 

借金に関するトラブルで、ひとりで悩んでいませんか？ 

この相談会では弁護士や司法書士などが直接ご相談に応じ、 

解決方法をアドバイスします。 

借金問題は、きちんとした手続きをとれば必ず解決できます 

ので、この機会にぜひご相談ください。 

 

 

 

 

日 時 

平成 2９年１０月２５日（水） 

10：00～１７：００ 

会 場 

予約・問合せ先 

中信消費生活センター（松本合同庁舎４階） 

☎ ０２６３－４０－３６６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆相談方法◆   

弁護士、司法書士などが面接相談に応じます。料金は無料です。 

予約制となりますので、上記の消費生活センターへ直接電話でお

申し込みください。 

予約電話は、１０月１１日（水）から１０月２４日（火）（土日を

除く） 

までの 8：30～17：00 の間に受け付けます。 

 ※ご不明な点は、消費生活センターへお問い合わせください。 

 

◆日程・会場・開催時間◆ 



 

  

災害など突然の予期しない出来事によって、ストレスが強くかかります。ドキドキ

する、お腹が痛くなる、イライラする、考えがまとまらない、など心や体の変化が起

こりますが、「異常な出来事に対する正常な反応」と呼ばれ、時間が経過することで

たいていは安定してきますが個人差があります。また、同じ災害の中でも、そこで『何

を体験したか』、『何を感じるか』ということは、個人によって大きく異なります。 

テレビや新聞などで災害に関するニュースを見たり、御嶽山が噴火をした日など特

別な日に強い悲しみが生じ、不安、不眠、気持ちが沈む、食欲が減る、イライラする、

集中力が低くなるなどの状態になることもあります。 

 個人の回復には、それぞれの速度があり、年月をかけて回復するとも言われます。

日常生活に影響が出ている場合等、専門家に相談することも考えてみましょう。  

 
 

 

 

 
 

○日 時    平成２９年１０月１５日（日） 午後１時１５分 から 午後３時 

 

○場 所    木曽合同庁舎 ２階 講堂 

 

○内 容    猫の習性・本能・適正な飼育管理など 

 

○その他    参加費・事前申し込みは不要です。お気軽にご参加下さい。 

 

○お問合せ  木曽保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ☎２５－２２３５ 

相談先 

長野県精神保健福祉センター  電 話：026-227-1810  

時 間：月～金・8時 30分～17時 15分  

その他：匿名です 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 教室名 時間 場所 

9月 20日(水) ブックスタート 9時 30分～10時 30分 公民館 

9月 21日(木) 定期健康相談 10時 00分～11時 30分 
保健センター 

9月 28日(木) 人権相談 13時 00分～16時 00分 

10月  3日(火) 胸部レントゲン検診 通知文のとおり 各地区 

10月  5日(木) 
各種健診（身長・体重・
血液検査・心電図・診察
等）・前立腺がん検査・

肝炎検査 

通知文のとおり 

保健センター 10月  6日(金) 

10月 10日(火) 脳元気教室 9時 30分～11時 30分 

10月 11日(水) こころの相談 10時 00分～11時 30分 

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下さい。 

 

 医師を名乗り「息子さんが吐血し、検査の結果喉の病気だと分かった。喉

の病気なのでどんどん声が変わります。」などと電話をし、その後、息子を

名乗る男から「病院で携帯電話と財布を盗まれた。恩師の先生に頼まれて現

金が必要だ。今日中に振り込まなければいけないけれど、カードも盗まれた

から用意ができない。一週間後にカードを再発行できたら返す。」などと電

話をして場所を指定し、現金をだまし取るもの。 

★ ★ ★  被害にあわないよう注意しましょう ★ ★ ★ 

◎息子を名乗る電話で現金を要求されたら、別の家族に相談したり、息子本人

の元の番号に電話をかけて確認をしましょう。 

◎不審な電話があった場合は、電話を切りましょう。 

◎不審な点があった場合は消費生活センターや警察に 

相談しましょう。 

 


