
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役場だより  

 

平成２8年６月１５日発行 第223号 

６月号 
発行：王滝村役場 村おこし推進課  

      Tel  0264-48-2001                  

Fax  0264-48-2172                   

mail  otakivil@vill.otaki.nagano.jp                 

p 

 

平成28年度税務職員（国家公務員）募集のお知らせ 

 税務署や国税局で勤務する税務職員を募集します。 

【受験資格】 

1. 平成28年4月1日において高校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から、 

起算して3年を経過していない者及び平成29年3月までに高校又は中等教育学

校卒業見込みの者 

2. 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者 

【試験日】 

 第１次試験  平成28年 9月 4日（日） 

第２次試験  平成28年10月12日（水）～10月21日(金)のいずれか 

【受験方法等】  （原則 インターネット申込み） 

次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力する。 

http//www.jinji-shiken.go.jp/juken.html   

受付期間 平成28年6月20日(月)午前9時～6月29日（水）受信有効         

インターネットに関する問い合わせ先 

電話 03-3581-5311 内線 2333 

土曜・日曜日及び祝日等の休日を除く 午前9時30分～午後5時 

インターネット申込みができない場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

６月は土砂災害防止月間です 

土石流やがけ崩れ、地すべり等の土砂災害は、時には一瞬のうち

に尊い命や貴重な財産を奪ってしまいます。 

雨が降り続くとき、強い雨のとき、川の水やわき水が急に変化した

り、濁りだしたとき、土地に亀裂が入ったときなどは、非常に危険

です。 

「危ないな」と思ったら早めに避難する 

とともに、 経済産業課へ連絡しましょう。 

（電話 ＊＊４８－２００１） 

村では平成２９年度採用の職員を募集しています。 

◇一般行政職◇ 

受験資格 

○初級一般行政職 

昭和６１年４月２日～平成１１年４月１日までに生まれた方 

○上級一般行政職 

昭和６１年４月２日～平成７年４月１日までに生まれた方 

採用予定人員 若干名 

試験日程 
一次試験…９月１８日（日） 教養試験・事務適正試験 

二次試験…１０月上旬予定  面接試験・作文試験 

受験申込締切 ８月１２日（金） 

◇保 健 師◇ 

受験資格 

昭和５６年４月２日以降に生まれた方で、現に保健師の資格

を有する方または平成２９年春までにおこなわれる国家試験

により保健師の免許を取得見込の方 

採用予定人員 １名 

試験日程 ９月１８日（日）  面接試験・作文試験 

受験申込締切 ８月１４日（日） 

詳しくは役場ホームページをご覧いただくか、受験申込書を役場へ受け取りにきて

ください。 

お問い合わせ先  総務課総務係 ℡ **48-2001 

緑の募金へご協力ありがとうございました！ 

緑化推進強調月間（４・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、ご報告致します。尚、この募金は郷土の緑づく

りに活用されます。 

総額 ６４，７３４円 

二子持  ２,０５０円    鞍馬崩越   ２,４５０円 

中越    ９,５６１円    東      ８,３００円 

下条    ７,０６０円    上条    １５,６６１円 

九蔵    ３,３６０円    野口   １０,９３４円 

滝越    ２,３５０円    区外     ３００円 

ダイドードリンコ ２,４３４円（松原スポーツ公園自販機） 

  その他    ２７４円 

赤十字活動資金へのご協力ありがとうございました 

今年も５月を「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赤十字社 

社資１５９，３５０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。 

「平成２８年熊本地震災害」義援金のお礼とご報告 

４月１４日（木）以降に発生した熊本地震災害より被災された

方々を支援するため、義援金の受付を５月に行いました。 

 このたび、皆様からお預かりした義援金が下記のとおりとなり

ましたことをご報告させていただきます。 

義援金の総額 金３０３，１６３円 

（平成28年6月6日現在） 

 お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災された

方々に届けられます。 

 皆さまの温かいご支援、ご協力に感謝申し上げるとともに、被

災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。 

 

新手の詐欺に注意を！！ 

「高齢者向けの給付金」をよそおった振り込め詐欺にご注意ください！ 

 

村や厚生労働省の職員を名乗る人が、次のことを言ってきたらそれは詐欺です！ 

◎「給付金に関することで世帯構成や銀行口座の番号をおしえてください」 

◎「給付金を支給するためにＡＴＭを操作してください。」 

◎「給付金を支給するので手数料を振り込んで下さい。」 

～・～・～・～被害にあわないよう注意しましょう～・～・～・～ 

・村や厚生労働省などがＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません。 

・村や厚生労働省などが給付金の支給のために手数料などの振り込みを求めること

は絶対にありません。 

・厚生労働省が住民の個人情報を照会することは絶対にありません。 

・不審な点があった場合は役場や警察に相談しましょう。 

 

mailto:otakivil@vill.otaki.nagano.jp


≪田の原駐車場物産販売市場 出店希望者の募集!！≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６月は動物の正しい飼い方普及月間です 

＊ 飼い犬は常につないで飼育し、放し飼いは絶対にしないように

しましょう。 

＊ 散歩中でも他人に迷惑をかけないよう、引き綱は短くし、フン

の始末は飼い主が責任をもって行いましょう。 

＊ 子犬・子猫の出産を希望しない人は、避妊・去勢手術を受けさ

せましょう。 

＊ 犬の飼育にあたっては、生涯１回の登録と年１回の狂犬病予防

注射を必ず受け、未登録・未注射の防止に努めましょう。 

＊ 家庭で飼育している犬・猫などの動物には、所有者を明らかに

するため、鑑札・迷子札を着けましょう 

＊ 猫は近隣に迷惑をかけないため、また、交通事故や感染症防止

のため室内飼いをしましょう 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

春の村内美化清掃を行いました 

去る５月20日に、村民の皆さん他 約30名のご参加をいただ

き、各地区と県道、村道1号線沿いのごみ拾いをしました。回収

結果は次のとおりです。 

◇可燃ごみ  ６０ｋｇ 

◇不燃ごみ  ６０ｋｇ 

合 計  １２０ｋｇ（昨年度は70ｋｇ） 

村内がとてもきれいになりました。 

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。 

１ 場  所 ： 田の原駐車場内の村有地（登山道鳥居付近） 

２ 用  途 ： 地産地消推進のための物産販売市場 

       ※この用途以外の使用は出来ません。 

３ 区  画 ： ３区画（１区画：２ｍ×４ｍ） 

４ 募集対象 ： 王滝村民であること（団体でも個人でもかまいません） 

       ※過去３ヶ月以上住民票を有し、村税その他滞納のない方に限ります。         

５ 使用期間 ： ７月11日～11月上旬（田の原への村道通行止まで） 

６ 販売商品 ： 村内で採れた野菜や、村内で作られた農・林産加工品等 

 の 例 示  ※村外から商品として仕入れた物の販売は出来ません。 

       ※販売のために必要な許認可に関する手続きは、全て使用者側で行ってください。又、現地での営業行為についても、全て自己責任におい

て処理いただくようにお願いいたします。 

７ 料  金 ： １団体又は１個人 期間中 一律 ５,０００円 

８ 申込期限 ： 平成２８年７月７日（木）までに 

９ お申込みお問合せ先： 総務課 財産管理係 （電話＊＊ ４８－２００１） 

物産販売市場として、下記場所の出店希望者を募集します。下記の内容をご一読いただいた上で、希望される方は期限までに、役場 総務課までお申し込み

ください。 

又、詳細をお知りになりたい方や、その他ご不明な点についても、直接担当までお問い合わせください。ご応募お待ちしております。 

※募集が多かった場合には、抽選となりますので予めご了承ください。 

 

6月～7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。 

日付 教室名 時間 場所 

6月21日（火） 子宮頸がん検診 通知文参照 

王滝村保健センター 

  22日（水） 
胸部らせんCT検

診(40歳以上) 
通知文参照 

  24日（金） 定期健康相談 10:00-11:30 

    28日（火） 脳元気教室  9:30-11:30 

7月12日（火） 脳元気教室  9:30-11:30 

  13日（水） 
まめまめ運動教室 13:30-15:00 

4か月児健診 14:00-14:30 木曽町保健センター 

第1・第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 

 

子どもの悩み事相談所を開設します 

相談日  平成２８年７月３日（日） 午前１０時～午後３時 

場  所  木曽町木曽郡民会館（電話0264-22-2327） 

 上松町ひのきの里総合文化センター（電話 0264-52-2736） 

相談者  木曽町人権擁護委員 ／ 上松町人権擁護委員 

 ※予約は必要ありません。相談は人権擁護委員が対応し、無料で、秘密はしっかり

守られます。 

すべての子どもは、生きる権利、のびのび元気に生活する権利を持っています。 

子どもも 一人の人間として最大限尊重されなければなりません。 

毎日の暮らしの中で困ったこと、悲しいことがあったら、どんな小さなことでも勇

気を出して相談してください。  

 

 

 
動物には命があります。むやみに捨

たり、虐待することはやめましょう。 


