
  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ 平成24年度の生活援護年金の申請を受け付けます。 ＊＊ 

今年度も生活援護年金の希望者の受付けを行ないます。この年金は一人暮らしの高齢者が自立して安心して生活できるように支援を行なうものです。  

ご希望の方は、平成24年5月31日（木）までに申請をお願いします。  

○対 象 者・・・・・７５歳以上の一人暮らしの方で、基準内所得の方が対象になります。（参考：平成23年度は75万円以下）            

○支 給 額・・・・・月額４,000円                                                   

○支給方法・・・・・・年3回 16,000円／1回支給月8月 

           （４・５・６・７月分）12月（8・9・10・11月分）4月（12・1・2・3月分）                                   

○そ の 他   ・支給の有無を決定するため村民税の資料を参考にしますので、支給の決定通知書は6月下旬に郵送します。 

          ・昨年度、生活援護年金を受給された方も新たに申請してください。 

          ・年金証書または年金支払通知書（ハガキ）をご持参ください。 

          ・申請用紙は役場住民課窓口、保健福祉センターにあります。 

*** ≪お問合せ先≫ 役場住民課住民係 ４８―２００１  まで *** 

『有害獣防除事業補助金』を活用して農作物を守りましょう 

村では農地に設置する獣害対策用の電気柵や防除網等の資材購入費の助成を行っています。 

防除資材を購入した際の領収書と印鑑を持参し、設置する農地の場所を明らかにして 

農業係へ補助金の申請をして下さい。     （平成２２年４月１日から適用） 

申請内容 補助限度額 補助率など 

個人で実施する場合 年間1人50,000円以内 10分の5以内 

2戸以上で 

共同実施する場合 

上記に加え1申請につき 

上限30,000円を加算 

個人補助限度額（5万円/年） 

を超える場合に限り適用 

【注意事項】 

・防除資材の購入費が助成対象です。（⇒設置工事費は対象外） 

・防除網や電気柵等の設置完了後速やかに申請をして下さい。（⇒現地確認が必要です） 

被害にあったらすぐ連絡を！ 

・農作物の被害が発生した時は、すぐに産業課へお知らせ下さい。 

・防除方法（設置方法等）のご相談も随時お受けしています。    

お問合せ先：役場産業課 農業係（＊＊４８－２００１） 
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長野財務事務

所では、改正貸

金業法施行に

より新規借り入

れが困難となっ

た方や返済しき

れないほどの

借金を抱えお悩

みの方を対象と

した相談を毎日

（平日）行ってい

ます。相談内容

に応じて弁護

士・司法書士な

どを紹介しま

す。秘密厳守・

相談無料です。

ひとりで悩まず

にご相談くださ

い。 

 

 

― 相談･問合

せ先 ― 

 長野市旭町

1108長野第2合同

庁舎5階 

       財務省 

関東財務局 長野

財務事務所 

「

多重債務相談窓口」 

 

℡ ０２６－２３４

－２９７０（相談窓口

直通） 

受付時間 月曜

日から金曜日（祝祭

日を除く） 

午前  ８時３

０分 ～ １２時００分 

５月は、自動車税と軽自動車税の納付の時期です。         

課税は４月１日現在の車輌所有者に課税され５月上旬に納税通知書が郵送されます。

自動車税は長野県の収入、軽自動車税は村の収入として貴重な財源となっています。 

どちらも、納期限は５月３１日（木）ですので、期限内の納付をお願いいたします。

自動車税はお近くの金融機関・ゆうちょ銀行等で納付して下さい。 

軽自動車税は役場会計室、又は農協窓口等で納付して下さい。軽自動車税の口座振

替の手続きを済ませている方は５月２５日（金）に指定口座から引落しになります。 

（※25日までに、残高確認をお願いします。） 

★納付の確認がないと、車検や廃車等は出来ない事がありますのでご注意ください★ 

◇自動車税・・・木曽地方事務所税務課 （電話２５－２２１６）         

◇軽自動車税 ・・・役場 総務課 税務係    （電話４８－２００１） 

地域包括支援センターより        

高齢者の万一の救急時に備える ≪救急医療情報キット≫ の

整備をしていきます。                     

救急医療情報キットとは、「氏名・生年月日・健康保険証番号・既往

歴等」の情報を記入した用紙を、容器に入れ、救急隊等がわかりやす

いように冷蔵庫に入れておくものです。 

           救急時に、必要な情報がわかり、 

より迅速な救命活動が行われるように 

するものです。 

７５歳以上の一人暮らしの方を対象に、 

希望される方に整備していく予定です。 

お問い合わせは： 王滝村地域包括支援センター 野田 

（ Ｔｅｌ  ４８-３１５５ ） 

野生鳥獣による農作物の被害対策について 

野生鳥獣の防除は早め！早め！に行いましょう。 

「農作物の鳥獣被害には、集落で取り組む鳥獣防除対策が一番 

有効です」 

大切な農作物を守るために皆さんの力で被害対策をしてみまし

ょう。 

○柵・網等 電気柵（防除網）、猿落くん、金網柵等が有効です。 

  効果が上がらない方は設置の仕方を工夫してみましょう。 

○見廻り  不定期な花火類、爆音器による追い払い。 

  まわりの人の田畑の作物を取らせないことも大切な事です。 

○その他  囲いの外での作付けの改善。 

   （とれる作物があるとエサ場として認識します） 

   農作物は外から見ることができないようにする。 

   無理せず、こつこつと簡単な事から実施していきましょう。 

※ 鳥獣被害や有害駆除の連絡先 役場産業課 林業係まで 
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☆5月～6月の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がありますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75歳以上の後期高齢者医療制度に加入のみなさんへ 

 

 

 村では、後期高齢者医療対象者の方の疾病予防、早期発見、早期治療 

を通じて健康の増進に役立てていただくため、平成24年4月から人間 

ドックの検診費用を助成します。 

◆対 象 者  村内に住所をおく長野県後期齢医療制度に加入している方 

◆助 成 額  平成24年4月以降に受診された 

人間ドックにかかる費用のうち２万円 

◆申請方法  受診後、検診結果を受取ってから 

約２ヶ月以内に村役場住民課住民係へ申請 

◆持 ち 物  印鑑、領収書、検診結果の写し、通帳 

◆問合せ先  役場住民課住民係 

 

 

 長野県後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次のとおり 

改定することになりました。 保険料額は、6月下旬に決定し、7月中に決定通知書をお送りします。 

 改正後（H24・25年度） 改正前（H22.23年度） 

均等割額 ３８，２３９円   ３６，２２５円   

所得割額 ７．２９％   ６．８９％   

限度額 ５５０，０００円   ５００，０００円   

  ※保険料率は２年間の医療給付費を推計して、２年ごとに見直されます。 

日付 教室名 時間 場所 

５月１８日(金) 定期健康相談 10：00～11：30 

王滝村保健センター 

   ２３日(水) 体操せまい会 10：00～11：30 

   ２４日(木) 子宮頸がん検診 12：45～13：45 

   ２５日(金) 幼児健診 13：00～13：30 

   ２８日(月) 脳元気教室 9：30～11：30 

   ３０日(水) 
女性検診（マンモ・ 

超音波・骨） 
個人通知のとおり 

６月  １日(金) 熟年教室 13：00～14：30 

  ５日(火) 脳元気 9：30～11：30 

１３日(水） ４ヶ月児健診 13：20～13：40 
木曽町福島保健   

センター 

   １３日(水) 心の相談 10：00～12：00 
王滝村保健センター 

   １５日(金) 定期健康相談 10：00～11：30 

＊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 

平成24年度「世界禁煙デー」「禁煙週間」 

 

世界禁煙デー 5月31日(木)  

禁煙週間 5月31日（木）から 

6月6日（水）まで 

～受動喫煙による健康被害をなくしましょう！～ 

家族を受動喫煙のリスクにさらしたくないという気持ち 

から、家庭内ではたばこを吸わずにベランダや玄関先で吸っ 

たり、台所の換気扇の下で吸う光景をみかけます。しかし、 

これらのことではベランダのサッシ窓や玄関のドアのすきま 

から煙が室内に入ってしまい受動喫煙は防止できません。 

平成24年度 歯の衛生週間 6月4日～6月10日 

「歯みがきは じょうぶなからだの 第一歩」 

平成 24年度 笑顔で卒煙クリニックのお知らせ 

無理なく禁煙できる方法をスタッフと一緒に考えながら、禁煙に取り組んで

みませんか？ 

禁煙開始後3か月間は、保健師があなたの禁煙をバックアップします！ 

＊このクリニックは禁煙を強要するものではありません。 

☆日    程：随時受付（予約制） 

☆場    所：木曽保健所 1階相談室（木曽合同庁舎内） 

☆初回相談内容：一酸化炭素量測定と結果説明 

        禁煙に向けた話し合い、助言、必要な方には病院の紹介 

☆費    用：無料 

☆申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれか 

 問い合わせ先 長野県木曽保健福祉事務所 健康づくり支援課 保健師

まで     電  話：0264-25-2233（直通） 

        F A X ：0264-24-2276 

        E-mail：kisoho-kenko@pref.nagano.lg.jp 

人間ドックの検診費用を助成します 

後期高齢者医療保険料が変わります 
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