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　山形村は4月1日にＬＩＮＥの公式アカウントを開設し、
ＬＩＮＥによる情報配信を始めました! 通知がたくさん来て
読み切れない…という心配は無用です。最初に自分がほしい
情報を設定することで、ほしい情報だけが配信されます。
村の情報をスマートフォンで手軽に受け取れるよう、ぜひ
山形村を友だち登録してください！

4月1日　ＬＩＮＥ公式アカウント始動

友だち登録はこちら



こんにちは! 山形村です。
村では皆さまにより手軽に情報を受信していただくため、公式ＬＩＮＥ
アカウントを開設しました。配信は4月1日から行なっています。
防災、子育て、生活情報など多岐にわたって配信していますので、ぜひ
友だち登録をよろしくお願いします！

公式ＬＩＮＥって色 な々通知がたくさん来るから、欲しい情報を
見落としがちになっちゃうよ。

安心してください！
「欲しい情報」を設定することで、選択された情報のみを配信します。
例えば、「ゴミ関連」を選択しなかった場合は、ゴミに係わる情報は配
信されません。
自分に必要な情報だけを受け取ることができるんです！

今後はいろいろな機能を追加し、皆さまに「使いやすい！」「便利！」
と思っていただけるようなＬＩＮＥを目指します!
まずは友だち登録をよろしくお願いします!

村からLINEで情報を受け取ろう!
■まずは友だち登録
①下のＱＲコードを読み取ります。
②左下に配置されている「追加」のボタン
をタップします。

■充実した子育て情報を受け取ることができます
　メニューボタンの下段右から2番目の「妊娠～子育て情報受信設定」をタップしていただき、お子さまの
年齢等をご入力ください。月齢、年齢に合った子育て情報を配信します。妊娠中の方にも、おなかの赤ちゃん
の週数にあった配信を実施しますので、ぜひご登録ください。　※こちらは5月中に配信スタートです。

■設定が必要です
①メニュー右下の「受信設定」の画像をタップしてくだ
さい。
②「お住まい」と「欲しい情報」を選択してください。設
定はメニューボタンからいつでも変更できます。

※ＬＩＮＥアプリをダウンロードしていない方は、お持
ちのスマートフォンにＬＩＮＥアプリのダウンロード
が必要です（ＬＩＮＥはパソコンでも使えます）。

山形村公式LINE始めました！

受信設定

追加

令和４年度の新しい顔ぶれ

区三役

教育長消防団幹部

区
　長

区
長
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理

上大池 中大池 小坂 下大池 上竹田 下竹田

消防団長

本庄　富雄
（上大池区中耕地東）

消防副団長

中川　英樹
（小坂区下北沖）

中村　康利
（中耕地西）

中谷　政則
（中大池中村）

窪田　吉夫
（上中原）

籏町　基良
（中央通）

上條　君俊
(四ツ谷下)

室井　正文
（神明）

会
　計

中村　庄吾
（青木沢北）

眞島　治
（野際東）

上條　徳昭
（下中原）

藤沢　ゆきみ
（橋爪東）

宮澤　恒樹
(宮村)

浅野　俊彦
（唐沢上）

区長の会会長代理
笹川　光夫
（山口）

桐原　茂喜
（橋爪西）

青沼　永廣
（御判形）

北澤　千弘
（三夜塚）

瀬川　秀利
（青木沢南）

区長の会会長
中村　俊春
（中大池下村）

上大池分団長

山室　昌登美
（堤南）

山形小学校長山形保育園長

松本交通安全協会 山形支部

三浦　広司
（小坂区上中原）

芦澤　さゆり
（会計年度任用職員）

根橋　範男
（下竹田区唐沢上）

大池　昌弘
（下大池区橋爪東）

中大池分団長

上條　秋浩
（上手）

小坂分団長

上條　孝次
（大日）

下大池分団長

森井　光博
（中央通）

上竹田分団長

古川　誠治
（原村東）

下竹田分団長

百瀬　悟
（上手村）

※敬称略

　山形村議会3月定例会に
おいて同意を得て、教育長
に根橋範男さんが再任さ
れました。任期は令和4年4
月1日から令和7年3月31
日です。
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役場庁舎

（※）=会計年度任用職員

村長：本庄 利昭　 副村長：赤羽 孝之

篠原 雅彦［課長（兼会計管理者）］ 中村 貞寿［課長補佐（兼総務係長）］ 上條 哲也［課長補佐（兼消防防災係長）］
総務係：大竹 伸弘　 吉池 咲輝　 太田 容子（※）　管財係：草間 浩哲［係長］ 消防防災係：塩原 宇人
財政係：児玉 佳子［係長］ 上條 博之　 会計係：神通川 直美［係長］ 古畑 春花　  
◎長野県松本地域振興局企画振興課へ派遣  古畑 将   ◎安曇野市保健医療部健康推進課へ派遣  仁科 茉莉佳（保健師）

総務課

藤沢 洋史［課長］ 宮越 卓也［課長補佐（兼地域振興係長）］
地域振興係：山本 瑞季　 後藤 えりか（県より派遣）
情報政策係：亀野 秀洋［係長］　波多野 健　 嶋口 紗由美

企画振興課

村田 鋭太［課長］   宮越 麻由［課長補佐（兼農業振興係長兼商工労政係長）］
林務係：島田 真一［係長(兼耕地係長兼観光係長）］ 
商工労政係兼観光係：今井 祥太　 農業振興係：大池 祐作 　農業委員会事務局：南澤 保徳
◎地域おこし協力隊　大橋 一允　 海老原 ひと美　 小山 貴駿

産業振興課

宮澤 寛徳［課長］　中村 光［課長補佐（兼上下水道係長）］
建設建築係：中村 忠敬［係長］　前田 琢也　 上下水道係：小松 宏史    清野 雄大

建設水道課

上條 憲治［事務局長（兼書記長）］   上條 美季
議会事務局・監査委員事務局・選挙管理委員会

中川 俊彦［課長］   中原 美幸［課長補佐（兼戸籍係長）］　住吉 治［課長補佐（兼住民係長兼環境係長）］
戸籍係：田中 結衣   波多腰 美映　依田 奈 （々※）　住民係：大谷 駿太郎　 環境係：平出 怜

住民課

簱町 通憲［課長］
徴税係：丸山 晃弘［係長（兼課税係長）］  上條 祐菜（新規採用職員）  課税係：鈴木 優子　両角 政寛　中原 雄大 　

税務課

いちいの里

古畑 佐登志［課長］  堀 智充［課長補佐（兼福祉係長）］
福祉係：宮島 裕　 丸田 哲也（保健師）　山口 雄太（新規採用職員）
介護保険係：澤地 幸子（保健師）［係長（兼地域包括支援センター係長）］  髙山 はる香　 上條 愛実
地域包括支援センター係：池田 菜奈（社会福祉士） 坂口 真美（※）
保健対策係：大久保 直美［係長］  桐原 香織（保健師）  池田 智美
 上條 美紀（新規採用職員）（保健師）　久保田 夏帆（安曇野市より派遣）（保健師）
 松本 幸恵（※）（保健師）　 藤澤 愛美（※）（保健師）　 土肥 柚美（※）（管理栄養士）

保健福祉課

教育長：根橋 範男 　教育次長：小林 好子［教育政策課長］
教育委員会

和田 和哉［課長補佐（兼総務係長兼学校教育係長）］
学校教育係：田中 美穂 　社会教育係：宮本 真彦［係長］　村田 幸子　 齊藤 周治
教育相談員：峯村 忠平（※）　図書館司書：百瀬 恵津子（※）　石川 弘美（※）
小学校事務：赤塚 法子（※）　村上 貴恵子（※）　大池 康子（※）　 百瀬 和美（※）
 伊藤 理絵（※）　山口 修（※）　中川 俊一（※）　荒井 一也（※）
 北原 薫（※）　宮城 千鶴（※）

トレーニングセンター

教育委員会 教育政策課

堤 岳志［課長］
子育て支援係：高山 恵美（保育士） 　荻場 恵美   山﨑 由香里（※） 　倉沢 純代（※）　大野 和美（※）
ふれあい児童館係：平沢 貴司［係長（兼子育て支援係長）］　佐塚 百合子［ふれあい児童館長］（※） 
　　　　　　　　 宮本 順子（※） 　齋藤 貴弥子（※） 
保育園：芦澤 さゆり［園長］（※） 川上 美知代［主任保育士］
 篠原 ほづみ［副主任保育士（さくら①組保育兼務）］ 　上原 拓馬
 未満児／もも①組：堤 良子   小林 幸子（※） 上條 美香（※）
  もも②組：田村 枝里香　 澤谷 美恵子（※） 中西 春佳（※）
  もも③組：由比ヶ濱 敬子（※） 藤澤 舞優（※） 山口 知子（※）
  さくら①組：五味 みゆき（※）
  さくら②組：宮譯 菜々子（新規採用職員） 加藤 小弓（※）
  さくら③組：中塚 亜希子（※） 山口 健斗（※） 
 ３歳児／ たんぽぽ組：堀内 貴義　 久保田 まみ（※） ひまわり組：石川 涼（※） 北澤 香純
  ばら組：上條 咲子 　青木 寿代（※）
 ４歳児／ あさがお組：座間 亮輔　 三浦 由貴子（※）　ゆり組：松本 寛子　広瀬 義江（※）
  あやめ組：田村 惠子（※）　井内 睦（※）
 ５歳児／ りんどう組：村田 明美　 平出 絵理　 すみれ組：田中 省吾　 髙林 由紀（※）
  すずらん組：本間 晶子（※）　緒形 沙織（※）
 管理栄養士／中村 よしみ（※）
 給食／栂井 彰子（※） 亀井 美紀（※） 中村 みゆき（※） 川上 早紀（※） 唐澤 昌江（※） 立澤 明美（※）

子育て支援センター・ふれあい児童館・保育園

教育委員会 子育て支援課

新規採用職員 安曇野市から派遣県から派遣

企画振興課 地域振興係
後藤 えりか

保健福祉課 保健対策係
久保田 夏帆

子育て支援課 保育園係
宮譯 菜々子

保健福祉課 保健対策係
上條 美紀

税務課 徴税係
上條 祐菜

保健福祉課 福祉係
山口 雄太

　最近はようやく暖かくなり、日の長さを感じられるように
なってきましたね。山形村で最初の冬を越した訳ですが、
なかなか自然の厳しさを感じました。今年の雪の多少はわか
りませんが、久しぶりに何回か雪掻きもしました。
　3月ともなるとまだ寒さを引きずりながらも、急にそれが
緩む日があり、1、2日程度ですがそんな日は妙に気持ちが
落ち着かないようなことが私にはあります。それまでの冬
モードというか、体や精神が冬のプレッシャーに対抗して
いる時に急に緩むものですから、かけていた力がふっと抜
けたような、心もとない感じがするのです。
　かと思えば、暖かい日が増えていくと何も無さそうな土手
から福寿草が春の芽を出し、光を浴びてさらさらと揺られて
咲いている所を見ると、一時でも心が休まるということも
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あります。いつも花が咲いていた方が良いようにも思い
ますが、恐らく、いつも花が咲いていたらそう感じることも
ないのかもしれません。そう思うことで、自分は決して頭が
お花畑ではないと言い聞かせるのです(笑)。
　さて、農業の方では、長いもの春掘りが進んでいます。
冬の間に鈍りきった体を叩き起こすのに苦労していますが、
やりがいのある農作業と感じています。ということで、福寿
草の話をしましたが写真
は私の芋掘り風景となっ
ています、見映えがせず
に申し訳ないです。
　春からの研修先の中村
昭彦さんはトレンチャー
の進行をほぼ止めないで
掘っていきます。こういう
領域に行くには地道に覚
えていくしかないと思う
ので、自分の動きと比べ
ながら頑張って身につけ
ていきます。

大橋 一允大橋 一允 隊員
(農業振興)

令和4年度役場職務分担
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役場庁舎

（※）=会計年度任用職員

村長：本庄 利昭　 副村長：赤羽 孝之

篠原 雅彦［課長（兼会計管理者）］ 中村 貞寿［課長補佐（兼総務係長）］ 上條 哲也［課長補佐（兼消防防災係長）］
総務係：大竹 伸弘　 吉池 咲輝　 太田 容子（※）　管財係：草間 浩哲［係長］ 消防防災係：塩原 宇人
財政係：児玉 佳子［係長］ 上條 博之　 会計係：神通川 直美［係長］ 古畑 春花　  
◎長野県松本地域振興局企画振興課へ派遣  古畑 将   ◎安曇野市保健医療部健康推進課へ派遣  仁科 茉莉佳（保健師）

総務課

藤沢 洋史［課長］ 宮越 卓也［課長補佐（兼地域振興係長）］
地域振興係：山本 瑞季　 後藤 えりか（県より派遣）
情報政策係：亀野 秀洋［係長］　波多野 健　 嶋口 紗由美

企画振興課

村田 鋭太［課長］   宮越 麻由［課長補佐（兼農業振興係長兼商工労政係長）］
林務係：島田 真一［係長(兼耕地係長兼観光係長）］ 
商工労政係兼観光係：今井 祥太　 農業振興係：大池 祐作 　農業委員会事務局：南澤 保徳
◎地域おこし協力隊　大橋 一允　 海老原 ひと美　 小山 貴駿

産業振興課

宮澤 寛徳［課長］　中村 光［課長補佐（兼上下水道係長）］
建設建築係：中村 忠敬［係長］　前田 琢也　 上下水道係：小松 宏史    清野 雄大

建設水道課

上條 憲治［事務局長（兼書記長）］   上條 美季
議会事務局・監査委員事務局・選挙管理委員会

中川 俊彦［課長］   中原 美幸［課長補佐（兼戸籍係長）］　住吉 治［課長補佐（兼住民係長兼環境係長）］
戸籍係：田中 結衣   波多腰 美映　依田 奈 （々※）　住民係：大谷 駿太郎　 環境係：平出 怜

住民課

簱町 通憲［課長］
徴税係：丸山 晃弘［係長（兼課税係長）］  上條 祐菜（新規採用職員）  課税係：鈴木 優子　両角 政寛　中原 雄大 　

税務課

いちいの里

古畑 佐登志［課長］  堀 智充［課長補佐（兼福祉係長）］
福祉係：宮島 裕　 丸田 哲也（保健師）　山口 雄太（新規採用職員）
介護保険係：澤地 幸子（保健師）［係長（兼地域包括支援センター係長）］  髙山 はる香　 上條 愛実
地域包括支援センター係：池田 菜奈（社会福祉士） 坂口 真美（※）
保健対策係：大久保 直美［係長］  桐原 香織（保健師）  池田 智美
 上條 美紀（新規採用職員）（保健師）　久保田 夏帆（安曇野市より派遣）（保健師）
 松本 幸恵（※）（保健師）　 藤澤 愛美（※）（保健師）　 土肥 柚美（※）（管理栄養士）

保健福祉課

教育長：根橋 範男 　教育次長：小林 好子［教育政策課長］
教育委員会

和田 和哉［課長補佐（兼総務係長兼学校教育係長）］
学校教育係：田中 美穂 　社会教育係：宮本 真彦［係長］　村田 幸子　 齊藤 周治
教育相談員：峯村 忠平（※）　図書館司書：百瀬 恵津子（※）　石川 弘美（※）
小学校事務：赤塚 法子（※）　村上 貴恵子（※）　大池 康子（※）　 百瀬 和美（※）
 伊藤 理絵（※）　山口 修（※）　中川 俊一（※）　荒井 一也（※）
 北原 薫（※）　宮城 千鶴（※）

トレーニングセンター

教育委員会 教育政策課

堤 岳志［課長］
子育て支援係：高山 恵美（保育士） 　荻場 恵美   山﨑 由香里（※） 　倉沢 純代（※）　大野 和美（※）
ふれあい児童館係：平沢 貴司［係長（兼子育て支援係長）］　佐塚 百合子［ふれあい児童館長］（※） 
　　　　　　　　 宮本 順子（※） 　齋藤 貴弥子（※） 
保育園：芦澤 さゆり［園長］（※） 川上 美知代［主任保育士］
 篠原 ほづみ［副主任保育士（さくら①組保育兼務）］ 　上原 拓馬
 未満児／もも①組：堤 良子   小林 幸子（※） 上條 美香（※）
  もも②組：田村 枝里香　 澤谷 美恵子（※） 中西 春佳（※）
  もも③組：由比ヶ濱 敬子（※） 藤澤 舞優（※） 山口 知子（※）
  さくら①組：五味 みゆき（※）
  さくら②組：宮譯 菜々子（新規採用職員） 加藤 小弓（※）
  さくら③組：中塚 亜希子（※） 山口 健斗（※） 
 ３歳児／ たんぽぽ組：堀内 貴義　 久保田 まみ（※） ひまわり組：石川 涼（※） 北澤 香純
  ばら組：上條 咲子 　青木 寿代（※）
 ４歳児／ あさがお組：座間 亮輔　 三浦 由貴子（※）　ゆり組：松本 寛子　広瀬 義江（※）
  あやめ組：田村 惠子（※）　井内 睦（※）
 ５歳児／ りんどう組：村田 明美　 平出 絵理　 すみれ組：田中 省吾　 髙林 由紀（※）
  すずらん組：本間 晶子（※）　緒形 沙織（※）
 管理栄養士／中村 よしみ（※）
 給食／栂井 彰子（※） 亀井 美紀（※） 中村 みゆき（※） 川上 早紀（※） 唐澤 昌江（※） 立澤 明美（※）

子育て支援センター・ふれあい児童館・保育園

教育委員会 子育て支援課

新規採用職員 安曇野市から派遣県から派遣

企画振興課 地域振興係
後藤 えりか

保健福祉課 保健対策係
久保田 夏帆

子育て支援課 保育園係
宮譯 菜々子

保健福祉課 保健対策係
上條 美紀

税務課 徴税係
上條 祐菜

保健福祉課 福祉係
山口 雄太

　最近はようやく暖かくなり、日の長さを感じられるように
なってきましたね。山形村で最初の冬を越した訳ですが、
なかなか自然の厳しさを感じました。今年の雪の多少はわか
りませんが、久しぶりに何回か雪掻きもしました。
　3月ともなるとまだ寒さを引きずりながらも、急にそれが
緩む日があり、1、2日程度ですがそんな日は妙に気持ちが
落ち着かないようなことが私にはあります。それまでの冬
モードというか、体や精神が冬のプレッシャーに対抗して
いる時に急に緩むものですから、かけていた力がふっと抜
けたような、心もとない感じがするのです。
　かと思えば、暖かい日が増えていくと何も無さそうな土手
から福寿草が春の芽を出し、光を浴びてさらさらと揺られて
咲いている所を見ると、一時でも心が休まるということも
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あります。いつも花が咲いていた方が良いようにも思い
ますが、恐らく、いつも花が咲いていたらそう感じることも
ないのかもしれません。そう思うことで、自分は決して頭が
お花畑ではないと言い聞かせるのです(笑)。
　さて、農業の方では、長いもの春掘りが進んでいます。
冬の間に鈍りきった体を叩き起こすのに苦労していますが、
やりがいのある農作業と感じています。ということで、福寿
草の話をしましたが写真
は私の芋掘り風景となっ
ています、見映えがせず
に申し訳ないです。
　春からの研修先の中村
昭彦さんはトレンチャー
の進行をほぼ止めないで
掘っていきます。こういう
領域に行くには地道に覚
えていくしかないと思う
ので、自分の動きと比べ
ながら頑張って身につけ
ていきます。

大橋 一允大橋 一允 隊員
(農業振興)

令和4年度役場職務分担

広 報 や ま が た 5N o . 5 3 5令和4年 4月広 報 や ま が た4 N o . 5 3 5 令和4年 4月



本庄村長

令和４年度  新規事業・
令和４年度がスタートしました。本年度の施政方針としては、「新型コロナウイルス
感染症・自然災害への対策」、「人口減対策」、「行財政改革の推進」を3つの重要
戦略として、ワクチン接種などの既存の事業を滞りなく進めるとともに、時代の
変革に合わせて新たな事業を推進していきます。
本年度の主な新規事業および拡大事業についてご紹介します。

新 規 事 業

拡 大 事 業

村の情報をもっと身近に配信

【目的・内容】
ＬＩＮＥ公式アカウントを取得し、村民が
自分の欲しい情報を手軽に受け取れる
ように情報を配信します。
※詳しくは2ページをご確認ください。
【予算額】 241万円
【開始時期】 4月1日から配信中

【目的・内容】
ＬＩＮＥ公式アカウントを取得し、村民が
自分の欲しい情報を手軽に受け取れる
ように情報を配信します。
※詳しくは2ページをご確認ください。
【予算額】 241万円
【開始時期】 4月1日から配信中

ＬＩＮＥ公式アカウントＬＩＮＥ公式アカウント

企画振興課 亀野係長

保育園はスマホでらくらくやりとり

【目的・内容】
園児の登降園管理、保護者の皆さんへの連絡、保育の記録等をシステム化することにより、
利便性向上と保育士の負担軽減を図ります。
※放課後児童クラブについても同様のシステムを導入します。
【予算額】 141万円
【導入完了時期】 10月予定

【目的・内容】
園児の登降園管理、保護者の皆さんへの連絡、保育の記録等をシステム化することにより、
利便性向上と保育士の負担軽減を図ります。
※放課後児童クラブについても同様のシステムを導入します。
【予算額】 141万円
【導入完了時期】 10月予定

保育園ＩＣＴシステム導入保育園ＩＣＴシステム導入

子育て支援課 上原主事

通学路の交通安全

【目的・内容】
中学生の通学路である横出ヶ崎交差点
（上大池）西側の道路（470ｍ）に歩道を
設置することで、通学生の安全を守り
ます。
【予算額】 3,064万円
【工事完了時期】 令和7年3月予定

【目的・内容】
中学生の通学路である横出ヶ崎交差点
（上大池）西側の道路（470ｍ）に歩道を
設置することで、通学生の安全を守り
ます。
【予算額】 3,064万円
【工事完了時期】 令和7年3月予定

村道1級4号線道路の改良工事村道1級4号線道路の改良工事

建設水道課 中村係長

気軽に移住体験

【目的・内容】
移住希望者が村を訪れ、実際に住むことで村の暮ら
しを体験し、移住の検討をしてもらえるように、空き
家を活用しておためし住宅を整備します。
【予算額】 272万円
【事業開始時期】 6月予定

【目的・内容】
移住希望者が村を訪れ、実際に住むことで村の暮ら
しを体験し、移住の検討をしてもらえるように、空き
家を活用しておためし住宅を整備します。
【予算額】 272万円
【事業開始時期】 6月予定

おためし住宅事業おためし住宅事業

企画振興課 波多野主査

山の環境整備で鳥獣害対策

【目的・内容】
有害鳥獣の被害が多い山際で徐間伐を実施すること
で、獣が隠れられる場所を減らし、獣が人里まで下り
てきて畑を荒らすなどの被害を防ぎます。
【予算額】 70万円
【工事完了時期】 12月予定

【目的・内容】
有害鳥獣の被害が多い山際で徐間伐を実施すること
で、獣が隠れられる場所を減らし、獣が人里まで下り
てきて畑を荒らすなどの被害を防ぎます。
【予算額】 70万円
【工事完了時期】 12月予定

鳥獣被害防止緩衝帯整備鳥獣被害防止緩衝帯整備

産業振興課 島田係長

テレワークで感染対策

【目的・内容】
役場の通常業務用のパソコンから切り離されている
インターネット領域へ、セキュリティを保ちながらアク
セスできる環境を整え、業務の円
滑化を図るとともに、テレワーク
環境を確保し、職員の感染拡大を
防ぎます。
【予算額】 2,185万円
【設定完了時期】 10月予定

【目的・内容】
役場の通常業務用のパソコンから切り離されている
インターネット領域へ、セキュリティを保ちながらアク
セスできる環境を整え、業務の円
滑化を図るとともに、テレワーク
環境を確保し、職員の感染拡大を
防ぎます。
【予算額】 2,185万円
【設定完了時期】 10月予定

インターネット環境仮想化インターネット環境仮想化

総務課 大竹主査

税・料金のお支払いをコンビニでも

【目的・内容】
村民の皆さまの利便性向上のため、各種税・料金に
ついて、コンビニ収納およびQRコード決済ができる
ようにシステムおよび帳票を改修します。
※実際にコンビニ等で支払いができるのは
　令和5年4月を予定しています
【予算額】 1,018万円
【導入完了時期】 令和5年3月予定

【目的・内容】
村民の皆さまの利便性向上のため、各種税・料金に
ついて、コンビニ収納およびQRコード決済ができる
ようにシステムおよび帳票を改修します。
※実際にコンビニ等で支払いができるのは
　令和5年4月を予定しています
【予算額】 1,018万円
【導入完了時期】 令和5年3月予定

コンビニ収納導入（準備）コンビニ収納導入（準備）

企画振興課 嶋口主任

保育環境の充実

【目的・内容】
仕事などの都合により病気の子どもの
保育ができない場合に、生後5か月から
小学3年生までの児童を対象に、松本市
の病児保育で受け入れます。
【予算額】 21万円
【開始時期】 4月1日から実施中

【目的・内容】
仕事などの都合により病気の子どもの
保育ができない場合に、生後5か月から
小学3年生までの児童を対象に、松本市
の病児保育で受け入れます。
【予算額】 21万円
【開始時期】 4月1日から実施中

病児保育病児保育

子育て支援課 高山主査

自然災害への備え

【目的・内容】
近年激甚化している自然災害に対し、
災害時でも避難所で村民が制限なく
情報を得られるように防災拠点の「役
場庁舎」、指定避難所の「トレーニング
センター体育館」および「保健福
祉センターいちいの里」に公衆
無線ＬＡＮを整備します。
【予算額】 231万円
【整備完了時期】 令和5年3月予定

【目的・内容】
近年激甚化している自然災害に対し、
災害時でも避難所で村民が制限なく
情報を得られるように防災拠点の「役
場庁舎」、指定避難所の「トレーニング
センター体育館」および「保健福
祉センターいちいの里」に公衆
無線ＬＡＮを整備します。
【予算額】 231万円
【整備完了時期】 令和5年3月予定

公衆無線ＬＡＮ整備公衆無線ＬＡＮ整備

総務課 上條補佐

拡大事業を紹介します！

山形村に住んでSmile

【目的・内容】
地域の活性化を図るため、村内に住宅を建築または購
入された方へ30万円を補助します。さらに転入者の
場合で新築住宅を建築・取得した場合は20万円を上
乗せします。※申請には諸要件があります。
【予算額】 1,000万円

【目的・内容】
地域の活性化を図るため、村内に住宅を建築または購
入された方へ30万円を補助します。さらに転入者の
場合で新築住宅を建築・取得した場合は20万円を上
乗せします。※申請には諸要件があります。
【予算額】 1,000万円

住まいる奨励金住まいる奨励金
地域防災の担い手支援

【目的・内容】
有事の際に村、住民を守るために活動し、日々訓練に励
む消防団員に対し、待遇の改善や新規団員の確保を図
るため、団員の年間報酬を36,500円に引き上げます。
【予算額】 760万円

【目的・内容】
有事の際に村、住民を守るために活動し、日々訓練に励
む消防団員に対し、待遇の改善や新規団員の確保を図
るため、団員の年間報酬を36,500円に引き上げます。
【予算額】 760万円

消防団員の処遇改善消防団員の処遇改善

総務課 塩原主任企画振興課 山本主任

中古住宅の取得や、
転入者以外も
対象になりました！

団長から団員まで
一律15,700円の
増額となりました！
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本庄村長

令和４年度  新規事業・
令和４年度がスタートしました。本年度の施政方針としては、「新型コロナウイルス
感染症・自然災害への対策」、「人口減対策」、「行財政改革の推進」を3つの重要
戦略として、ワクチン接種などの既存の事業を滞りなく進めるとともに、時代の
変革に合わせて新たな事業を推進していきます。
本年度の主な新規事業および拡大事業についてご紹介します。

新 規 事 業

拡 大 事 業

村の情報をもっと身近に配信

【目的・内容】
ＬＩＮＥ公式アカウントを取得し、村民が
自分の欲しい情報を手軽に受け取れる
ように情報を配信します。
※詳しくは2ページをご確認ください。
【予算額】 241万円
【開始時期】 4月1日から配信中

【目的・内容】
ＬＩＮＥ公式アカウントを取得し、村民が
自分の欲しい情報を手軽に受け取れる
ように情報を配信します。
※詳しくは2ページをご確認ください。
【予算額】 241万円
【開始時期】 4月1日から配信中

ＬＩＮＥ公式アカウントＬＩＮＥ公式アカウント

企画振興課 亀野係長

保育園はスマホでらくらくやりとり

【目的・内容】
園児の登降園管理、保護者の皆さんへの連絡、保育の記録等をシステム化することにより、
利便性向上と保育士の負担軽減を図ります。
※放課後児童クラブについても同様のシステムを導入します。
【予算額】 141万円
【導入完了時期】 10月予定

【目的・内容】
園児の登降園管理、保護者の皆さんへの連絡、保育の記録等をシステム化することにより、
利便性向上と保育士の負担軽減を図ります。
※放課後児童クラブについても同様のシステムを導入します。
【予算額】 141万円
【導入完了時期】 10月予定

保育園ＩＣＴシステム導入保育園ＩＣＴシステム導入

子育て支援課 上原主事

通学路の交通安全

【目的・内容】
中学生の通学路である横出ヶ崎交差点
（上大池）西側の道路（470ｍ）に歩道を
設置することで、通学生の安全を守り
ます。
【予算額】 3,064万円
【工事完了時期】 令和7年3月予定

【目的・内容】
中学生の通学路である横出ヶ崎交差点
（上大池）西側の道路（470ｍ）に歩道を
設置することで、通学生の安全を守り
ます。
【予算額】 3,064万円
【工事完了時期】 令和7年3月予定

村道1級4号線道路の改良工事村道1級4号線道路の改良工事

建設水道課 中村係長

気軽に移住体験

【目的・内容】
移住希望者が村を訪れ、実際に住むことで村の暮ら
しを体験し、移住の検討をしてもらえるように、空き
家を活用しておためし住宅を整備します。
【予算額】 272万円
【事業開始時期】 6月予定

【目的・内容】
移住希望者が村を訪れ、実際に住むことで村の暮ら
しを体験し、移住の検討をしてもらえるように、空き
家を活用しておためし住宅を整備します。
【予算額】 272万円
【事業開始時期】 6月予定

おためし住宅事業おためし住宅事業

企画振興課 波多野主査

山の環境整備で鳥獣害対策

【目的・内容】
有害鳥獣の被害が多い山際で徐間伐を実施すること
で、獣が隠れられる場所を減らし、獣が人里まで下り
てきて畑を荒らすなどの被害を防ぎます。
【予算額】 70万円
【工事完了時期】 12月予定

【目的・内容】
有害鳥獣の被害が多い山際で徐間伐を実施すること
で、獣が隠れられる場所を減らし、獣が人里まで下り
てきて畑を荒らすなどの被害を防ぎます。
【予算額】 70万円
【工事完了時期】 12月予定

鳥獣被害防止緩衝帯整備鳥獣被害防止緩衝帯整備

産業振興課 島田係長

テレワークで感染対策

【目的・内容】
役場の通常業務用のパソコンから切り離されている
インターネット領域へ、セキュリティを保ちながらアク
セスできる環境を整え、業務の円
滑化を図るとともに、テレワーク
環境を確保し、職員の感染拡大を
防ぎます。
【予算額】 2,185万円
【設定完了時期】 10月予定

【目的・内容】
役場の通常業務用のパソコンから切り離されている
インターネット領域へ、セキュリティを保ちながらアク
セスできる環境を整え、業務の円
滑化を図るとともに、テレワーク
環境を確保し、職員の感染拡大を
防ぎます。
【予算額】 2,185万円
【設定完了時期】 10月予定

インターネット環境仮想化インターネット環境仮想化

総務課 大竹主査

税・料金のお支払いをコンビニでも

【目的・内容】
村民の皆さまの利便性向上のため、各種税・料金に
ついて、コンビニ収納およびQRコード決済ができる
ようにシステムおよび帳票を改修します。
※実際にコンビニ等で支払いができるのは
　令和5年4月を予定しています
【予算額】 1,018万円
【導入完了時期】 令和5年3月予定

【目的・内容】
村民の皆さまの利便性向上のため、各種税・料金に
ついて、コンビニ収納およびQRコード決済ができる
ようにシステムおよび帳票を改修します。
※実際にコンビニ等で支払いができるのは
　令和5年4月を予定しています
【予算額】 1,018万円
【導入完了時期】 令和5年3月予定

コンビニ収納導入（準備）コンビニ収納導入（準備）

企画振興課 嶋口主任

保育環境の充実

【目的・内容】
仕事などの都合により病気の子どもの
保育ができない場合に、生後5か月から
小学3年生までの児童を対象に、松本市
の病児保育で受け入れます。
【予算額】 21万円
【開始時期】 4月1日から実施中

【目的・内容】
仕事などの都合により病気の子どもの
保育ができない場合に、生後5か月から
小学3年生までの児童を対象に、松本市
の病児保育で受け入れます。
【予算額】 21万円
【開始時期】 4月1日から実施中

病児保育病児保育

子育て支援課 高山主査

自然災害への備え

【目的・内容】
近年激甚化している自然災害に対し、
災害時でも避難所で村民が制限なく
情報を得られるように防災拠点の「役
場庁舎」、指定避難所の「トレーニング
センター体育館」および「保健福
祉センターいちいの里」に公衆
無線ＬＡＮを整備します。
【予算額】 231万円
【整備完了時期】 令和5年3月予定

【目的・内容】
近年激甚化している自然災害に対し、
災害時でも避難所で村民が制限なく
情報を得られるように防災拠点の「役
場庁舎」、指定避難所の「トレーニング
センター体育館」および「保健福
祉センターいちいの里」に公衆
無線ＬＡＮを整備します。
【予算額】 231万円
【整備完了時期】 令和5年3月予定

公衆無線ＬＡＮ整備公衆無線ＬＡＮ整備

総務課 上條補佐

拡大事業を紹介します！

山形村に住んでSmile

【目的・内容】
地域の活性化を図るため、村内に住宅を建築または購
入された方へ30万円を補助します。さらに転入者の
場合で新築住宅を建築・取得した場合は20万円を上
乗せします。※申請には諸要件があります。
【予算額】 1,000万円

【目的・内容】
地域の活性化を図るため、村内に住宅を建築または購
入された方へ30万円を補助します。さらに転入者の
場合で新築住宅を建築・取得した場合は20万円を上
乗せします。※申請には諸要件があります。
【予算額】 1,000万円

住まいる奨励金住まいる奨励金
地域防災の担い手支援

【目的・内容】
有事の際に村、住民を守るために活動し、日々訓練に励
む消防団員に対し、待遇の改善や新規団員の確保を図
るため、団員の年間報酬を36,500円に引き上げます。
【予算額】 760万円

【目的・内容】
有事の際に村、住民を守るために活動し、日々訓練に励
む消防団員に対し、待遇の改善や新規団員の確保を図
るため、団員の年間報酬を36,500円に引き上げます。
【予算額】 760万円

消防団員の処遇改善消防団員の処遇改善

総務課 塩原主任企画振興課 山本主任

中古住宅の取得や、
転入者以外も
対象になりました！

団長から団員まで
一律15,700円の
増額となりました！
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４月１日から
開始しました

●電子申請のイメージ●

手書き、押印

スマホで入力 インターネット 365日24時間受付

平日の定時間内に受付持参、郵送

電子申請
による申請

従来の申請

　3月16日に松本信用金庫様より、創立100周年事業と
して村に寄付金を贈呈いただきました。いただいた寄付金
は村の振興のために活用させていただきます。ありがとう
ございました。

寄付をいただきました

　令和３年度は、延べ1,112名の方から、合計18,716,000円のご寄附をいただきました。
　北は北海道から南は沖縄まで、46の都道府県の皆さまからたくさんの寄附をいただき、特に寄附件数は
昨年度の倍以上となりました。ありがとうございました。
　お寄せいただいた寄附金は、寄附者の皆さまのご意向に沿って大切に使わせていただきます。
　今後も全国の皆さまに、山形村を知ってもらい、心のふるさとと感じてもらえるよう、また、寄附者の皆さ
まの想いにお応えできるよう、村職員一同、精一杯努めてまいります。

　山形村出身者が集う村人会の皆さまからも、昨年に引き続きご寄附をいただきました。
　村を離れても温かく見守ってくださる村人会の皆さまに、懐かしくも新しく、よりよい村になったと思っていた
だけるような村づくりをしていきたいと思います。

《希望使途別の寄附額集計》

《村人会の皆さまへ》

395件
22件
310件
207件
59件
119件

7,234,000円
297,000円
5,226,000円
2,590,000円
749,000円
2,620,000円

１. 自然を守り景観を創造する事業
２. 祭りやイベントを振興する事業
３. 子育て支援や教育を振興する事業
４. 農業や観光などの産業を振興する事業
５. 地域福祉を推進する事業
６. その他村長が特に認める事業

ふるさとへの想いをかたちに！

山形村ふるさと応援寄附金
　各種手続における利便性向上や申請手続きの負担を軽減するため、４月１日から、村へ提出していただく申請
書などへの押印は、原則として不要としました。
　なお、契約書、金融機関の届出印が必要な手続き、委任状、同意書（申請書内にある委任欄や同意欄等含む）
などは、引き続き押印が必要になります。
※詳細は、手続きの担当課へお問い合わせください。

申請書等の押印は原則不要です

　村の各種手続をパソコンやスマートフォンを使ってインターネットで行なう「電子申請サービス」をご利用でき
ます。上下水道の開閉栓届、保育園の欠席・遅刻・早退届、山形村道の破損個所の連絡、村に対する意見・アン
ケートなどをご自宅などからインターネットを利用して、簡単に行なうことができます。
　村では、行政手続のオンライン化を順次進めており、今後も利用できる申請手続きを拡充し
ていきます。
　右のQRコードを読み取ると利用できる手続きの一覧が表示されます。必要な届出事項を選
択して手続きをしてください。

いつでも、どこでも、簡単に申請!!

令和３年度　ふるさと応援寄附金の使い道

　村では、ふるさと応援寄附金へのお礼として、山形村の地場産品を贈呈しています。
　ふるさと応援寄附金制度は、山形村を全国に発信し、地元製品の販路拡大のきっかけとして活用いただけます。
山形村の「ファン」を増やすとともに、あなたの自慢の一品を全国にアピールしませんか？
　申し込み方法など、詳しくは役場企画振興課へお問い合わせください。

ふるさと応援寄附金へのお礼の品物を提供いただける方を募集しています

保育園遊具設置 保育園備品購入

電子申請サービスは
こちら

小学校鉄棒設置 小学校ガス炊飯器設置

トンネル遊びもできる
クッションマットや
クッション積み木を
購入しました。
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　3月16日に松本信用金庫様より、創立100周年事業と
して村に寄付金を贈呈いただきました。いただいた寄付金
は村の振興のために活用させていただきます。ありがとう
ございました。

寄付をいただきました

　令和３年度は、延べ1,112名の方から、合計18,716,000円のご寄附をいただきました。
　北は北海道から南は沖縄まで、46の都道府県の皆さまからたくさんの寄附をいただき、特に寄附件数は
昨年度の倍以上となりました。ありがとうございました。
　お寄せいただいた寄附金は、寄附者の皆さまのご意向に沿って大切に使わせていただきます。
　今後も全国の皆さまに、山形村を知ってもらい、心のふるさとと感じてもらえるよう、また、寄附者の皆さ
まの想いにお応えできるよう、村職員一同、精一杯努めてまいります。

　山形村出身者が集う村人会の皆さまからも、昨年に引き続きご寄附をいただきました。
　村を離れても温かく見守ってくださる村人会の皆さまに、懐かしくも新しく、よりよい村になったと思っていた
だけるような村づくりをしていきたいと思います。
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　各種手続における利便性向上や申請手続きの負担を軽減するため、４月１日から、村へ提出していただく申請
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山形村の「ファン」を増やすとともに、あなたの自慢の一品を全国にアピールしませんか？
　申し込み方法など、詳しくは役場企画振興課へお問い合わせください。

ふるさと応援寄附金へのお礼の品物を提供いただける方を募集しています

保育園遊具設置 保育園備品購入

電子申請サービスは
こちら

小学校鉄棒設置 小学校ガス炊飯器設置

トンネル遊びもできる
クッションマットや
クッション積み木を
購入しました。
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YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

□対①県が認定する事業者との契約により、太陽光発電設備と
蓄電池セットで設置する場合、②既に太陽光発電設備を設置
済みのご家庭が蓄電池を設置する場合
□額 ①20万円、②15万円  ※共同購入との併用はできません。
□問長野県環境政策課ゼロカーボン推進室
　N026-235-7179

既存住宅エネルギー自立化補助金補 助 金

心身等に障がいを有する方で、一定の要件を満たす方は申
請により軽自動車税を減免しています。
□対下記のいずれかの手帳をお持ちの方
 ・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
※ただし、それぞれの手帳の等級によっては、対象にならない
場合がありますので詳細は役場へお問い合わせください。
□受５月２５日（水）まで（５月2６日以降の申請は受付できません）
□持各種手帳、印鑑、納税通知書、運転免許証、車検証
　減免は、一人につき一台となります。他の車両（普通自動
車や二輪車等）で減免を受けていると、軽自動車税の減免は
できませんのでご注意ください。
□問税務課　N98-5663

軽自動車税の減免お知らせ
　村では令和4年度も引き続き、国・県の方針に基づき、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業を進めていきます。
村が実施するいちいの里での集団接種のほか、県が設置する会場でも接種が可能です。
　3月27日までに登録された接種回数は、1回目 7,342回、2回目 7,180回、3回目 3,862回となっています。接種率
は下の表をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン情報

ガイドブック・リーフレットを作成しました！

　路線バス山形線（アルピコ交通）、コミュニティバス
（C・D・E線）、福祉バス、朝日村営バスが載っている、村
に特化したガイドブックです。
　公共交通をたくさんの方々に利用していただくために、
路線図、時刻表をできるだけわかりやすいように作りまし
た。お買い物、通学、通院などには、環境にやさしい公共交
通に乗って、車窓を眺めながらゆったりお出かけしてみま
せんか。
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■年代別接種率（3月27日現在）

※総務省が公表している令和3年1月1日現在の人口データを使用して接種率を計算しているため、接種率が100％を超える場合があります。

（単位：％）

新生活が始まりますが、引き続き基本的な感染対策をお願いします。

体調に異変を感じたら、早めにかかりつけ医などに相談し、受診や検査を行なってください。

◆マスクの着用
◆感染拡大地域への往来を控える

◆こまめな手洗い・手指消毒
◆会食においても対策を

◆「密接」「密集」「密閉」3密を避ける
◆こまめな換気

　認知症は早期発見早期治療が大切！
　早期に発見して適切な対応をすると、その
人らしい充実した暮らしを続けることができ
ると言われています。村では、どこに相談し
てよいかすぐにわかるように、認知症ケアパ
ス・リーフレット版を作成しました。

村ホームページからも
ご覧いただけます

村ホームページからも
ご覧いただけます

□申申し込み□日日時 □場場所□期期間 □予 予約期間□受受付期間 □額 補助金額□持持ち物 □問問い合わせ□対対象者

風しんの流行を防ぐため、公的な予防接種を受ける機会のな
かった世代を対象に、抗体検査と予防接種のクーポン券を発
行しています。クーポン券を利用すると無料で抗体検査を受
けられ、検査結果が基準値より低い場合には、予防接種も無
料で受けられます。
□対昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
□期令和7年3月31日まで
※対象者には４月下旬にクーポン券を発送しました。
※クーポン券を使用せずに受けた抗体検査及び予防接種は、
全額個人負担となります。
□問保健福祉課　N97-2100

大人の風しん追加対策お知らせ

お申し込みいただいた健診（検診）のご案内については、対象
時期になりましたら詳細をお送りさせていただきます。
検診申込票の提出がまだの方で健診（検診）をご希望される
場合は、保健福祉課へお問い合わせください。
【今後の健診（検診）の予定】
5月中旬に下記の健診（検診）をお申し込みいただいた方に案
内通知を発送します。
詳細については通知をご確認ください。
【対象の健診（検診）】
個別健診、肺がん検診（レントゲン）、個別子宮がん検診、マン
モグラフィー検診
□問保健福祉課　N97-2100

令和4年度健診（検診）についてお知らせ

イノシシやニホンジカの数が増えすぎないよう捕獲を実施し
ています。ワナを仕掛けてある場所には表示が出ていますの
で、近づかないようにお願いします。もし獣がかかっているの
を見かけたら、役場までご連絡ください。
□問産業振興課　N98-5664

獣捕獲用のワナを設置していますお知らせ

司法書士が登記、多重債務、相続等の相談にのります。
□日 5月20日（金）午後1時～3時
□場保健福祉センターいちいの里　談話室
□予５月６日（金）～１７日（火）まで
　（土日、祝日除く午前8時30分～午後5時15分）
□申・□問 総務課　N９８－３１１１

山形村司法書士無料法律相談募　　集

環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ
情報登録」が6月1日から始まります！
犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体（Fam、JKC、
AIPOなど）に登録をしている飼い主の方は、5月31日までに
「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境
省のデータベースにも登録できます。
・手続きはこちら https://www.aipo.jp/transfer
□問公益社団法人日本獣医師会　N03-6384-5320

犬と猫のマイクロチップ情報登録お知らせ

太陽光パネル・蓄電池を県民みんなで
おトクに購入する共同購入の参加者を
募集します。おうちでできるSDGs! 
この機会におトクに購入しませんか！？
□期 8月31日（水）まで
参加登録・詳しい情報は専用WEBサイトにて
https://group-buy.jp/solar/nagano/home
□問長野県みんなのおうちに太陽光事務局 
       　 0120-698-300 （平日午前10時～午後６時)

『太陽光パネル・蓄電池』の共同購入
グループパワーで、かしこくチョイス。
未来へつなぐおトクな一歩。

募　 集

□期 5月12日（木）～18日（水）
村では、19人の委員が厚生労働大臣から委嘱されボランティア
として活動しています。主な活動内容は下記のとおりです。
【地域の見守り】
一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯の見守りを行なっています。
【身近な相談相手】
地域住民からの生活上の心配ごとや介護・子育ての不安など
の相談に応じ、問題解決ができるよう行政等関係機関へのつ
なぎ役になります。
【その他】
地域や行政と連携し、防犯・防災活動にも参加しています。
※民生委員・児童委員は法に基づく守秘義務があり、相談の
秘密は守られます。
□問保健福祉課　N97-2100

民生委員・児童委員の日
活動強化週間お知らせ

山形村公共交通ガイドブック 山形村認知症ケアパス
リーフレット

設置場所：
役場、いちいの里等
（数に限りがあります）

設置場所：
役場、いちいの里等

5歳～11歳 12歳～19歳 20代 30代 40代 50代 60～64歳 65～69歳 70代 80代 90代 計100歳以上
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YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

□対①県が認定する事業者との契約により、太陽光発電設備と
蓄電池セットで設置する場合、②既に太陽光発電設備を設置
済みのご家庭が蓄電池を設置する場合
□額 ①20万円、②15万円  ※共同購入との併用はできません。
□問長野県環境政策課ゼロカーボン推進室
　N026-235-7179

既存住宅エネルギー自立化補助金補 助 金

心身等に障がいを有する方で、一定の要件を満たす方は申
請により軽自動車税を減免しています。
□対下記のいずれかの手帳をお持ちの方
 ・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
※ただし、それぞれの手帳の等級によっては、対象にならない
場合がありますので詳細は役場へお問い合わせください。
□受５月２５日（水）まで（５月2６日以降の申請は受付できません）
□持各種手帳、印鑑、納税通知書、運転免許証、車検証
　減免は、一人につき一台となります。他の車両（普通自動
車や二輪車等）で減免を受けていると、軽自動車税の減免は
できませんのでご注意ください。
□問税務課　N98-5663

軽自動車税の減免お知らせ
　村では令和4年度も引き続き、国・県の方針に基づき、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業を進めていきます。
村が実施するいちいの里での集団接種のほか、県が設置する会場でも接種が可能です。
　3月27日までに登録された接種回数は、1回目 7,342回、2回目 7,180回、3回目 3,862回となっています。接種率
は下の表をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン情報

ガイドブック・リーフレットを作成しました！

　路線バス山形線（アルピコ交通）、コミュニティバス
（C・D・E線）、福祉バス、朝日村営バスが載っている、村
に特化したガイドブックです。
　公共交通をたくさんの方々に利用していただくために、
路線図、時刻表をできるだけわかりやすいように作りまし
た。お買い物、通学、通院などには、環境にやさしい公共交
通に乗って、車窓を眺めながらゆったりお出かけしてみま
せんか。
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■年代別接種率（3月27日現在）

※総務省が公表している令和3年1月1日現在の人口データを使用して接種率を計算しているため、接種率が100％を超える場合があります。

（単位：％）

新生活が始まりますが、引き続き基本的な感染対策をお願いします。

体調に異変を感じたら、早めにかかりつけ医などに相談し、受診や検査を行なってください。

◆マスクの着用
◆感染拡大地域への往来を控える

◆こまめな手洗い・手指消毒
◆会食においても対策を

◆「密接」「密集」「密閉」3密を避ける
◆こまめな換気

　認知症は早期発見早期治療が大切！
　早期に発見して適切な対応をすると、その
人らしい充実した暮らしを続けることができ
ると言われています。村では、どこに相談し
てよいかすぐにわかるように、認知症ケアパ
ス・リーフレット版を作成しました。

村ホームページからも
ご覧いただけます

村ホームページからも
ご覧いただけます

□申申し込み□日日時 □場場所□期期間 □予 予約期間□受受付期間 □額 補助金額□持持ち物 □問問い合わせ□対対象者

風しんの流行を防ぐため、公的な予防接種を受ける機会のな
かった世代を対象に、抗体検査と予防接種のクーポン券を発
行しています。クーポン券を利用すると無料で抗体検査を受
けられ、検査結果が基準値より低い場合には、予防接種も無
料で受けられます。
□対昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
□期令和7年3月31日まで
※対象者には４月下旬にクーポン券を発送しました。
※クーポン券を使用せずに受けた抗体検査及び予防接種は、
全額個人負担となります。
□問保健福祉課　N97-2100

大人の風しん追加対策お知らせ

お申し込みいただいた健診（検診）のご案内については、対象
時期になりましたら詳細をお送りさせていただきます。
検診申込票の提出がまだの方で健診（検診）をご希望される
場合は、保健福祉課へお問い合わせください。
【今後の健診（検診）の予定】
5月中旬に下記の健診（検診）をお申し込みいただいた方に案
内通知を発送します。
詳細については通知をご確認ください。
【対象の健診（検診）】
個別健診、肺がん検診（レントゲン）、個別子宮がん検診、マン
モグラフィー検診
□問保健福祉課　N97-2100

令和4年度健診（検診）についてお知らせ

イノシシやニホンジカの数が増えすぎないよう捕獲を実施し
ています。ワナを仕掛けてある場所には表示が出ていますの
で、近づかないようにお願いします。もし獣がかかっているの
を見かけたら、役場までご連絡ください。
□問産業振興課　N98-5664

獣捕獲用のワナを設置していますお知らせ

司法書士が登記、多重債務、相続等の相談にのります。
□日 5月20日（金）午後1時～3時
□場保健福祉センターいちいの里　談話室
□予５月６日（金）～１７日（火）まで
　（土日、祝日除く午前8時30分～午後5時15分）
□申・□問 総務課　N９８－３１１１

山形村司法書士無料法律相談募　　集

環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ
情報登録」が6月1日から始まります！
犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体（Fam、JKC、
AIPOなど）に登録をしている飼い主の方は、5月31日までに
「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境
省のデータベースにも登録できます。
・手続きはこちら https://www.aipo.jp/transfer
□問公益社団法人日本獣医師会　N03-6384-5320

犬と猫のマイクロチップ情報登録お知らせ

太陽光パネル・蓄電池を県民みんなで
おトクに購入する共同購入の参加者を
募集します。おうちでできるSDGs! 
この機会におトクに購入しませんか！？
□期 8月31日（水）まで
参加登録・詳しい情報は専用WEBサイトにて
https://group-buy.jp/solar/nagano/home
□問長野県みんなのおうちに太陽光事務局 
       　 0120-698-300 （平日午前10時～午後６時)

『太陽光パネル・蓄電池』の共同購入
グループパワーで、かしこくチョイス。
未来へつなぐおトクな一歩。

募　 集

□期 5月12日（木）～18日（水）
村では、19人の委員が厚生労働大臣から委嘱されボランティア
として活動しています。主な活動内容は下記のとおりです。
【地域の見守り】
一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯の見守りを行なっています。
【身近な相談相手】
地域住民からの生活上の心配ごとや介護・子育ての不安など
の相談に応じ、問題解決ができるよう行政等関係機関へのつ
なぎ役になります。
【その他】
地域や行政と連携し、防犯・防災活動にも参加しています。
※民生委員・児童委員は法に基づく守秘義務があり、相談の
秘密は守られます。
□問保健福祉課　N97-2100

民生委員・児童委員の日
活動強化週間お知らせ

山形村公共交通ガイドブック 山形村認知症ケアパス
リーフレット

設置場所：
役場、いちいの里等
（数に限りがあります）

設置場所：
役場、いちいの里等

5歳～11歳 12歳～19歳 20代 30代 40代 50代 60～64歳 65～69歳 70代 80代 90代 計100歳以上
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 5月17日（火）午前10時～正午
 上大池コミュニティセンター
 100円

Yamagata CATV Service

まるごと
一週間

まるごと
一週間

松本市・塩尻市
ニュース

まるごと
一週間

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

松本市・塩尻市
ニュース

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

まるごと
一週間

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

松本市・塩尻市
ニュース

松本市・塩尻市
ニュース

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

卒園・入園
おめでとう
（山形保育園）

卒園・入園
おめでとう
（山形小学校）

卒園・入園
おめでとう
（山形保育園）

卒園・入園
おめでとう
（山形小学校）

卒園・入園
おめでとう
（鉢盛中学校）

卒園・入園
おめでとう
（鉢盛中学校）

卒園・入園
おめでとう
（やまのこ保育園）

卒園・入園
おめでとう
（やまのこ保育園）

まるごと
一週間

16

23

2 3 4 5 6 7

8

1

9 10 11 12 13 14

15 17 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

29 30 31 6/1 6/2 6/3 6/4

※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。

日 月 火 水 木 金 土

放送時間 月～土 日6時30分・9時・10時・11時（23時まで毎時間） ／ 9時・13時・17時・21時

まるごと
信州情報ネット

JA
グリーンタイム

村税等納期限
　　 5月25日（水）　
■固定資産税第１期 ■軽自動車税 ■上下水道料
口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるよ
うに、また現金納付の方は、お手元の納付書により納
め忘れのないようにしてください。

日 時

おすすめおすすめおすすめおすすめ

おすすめおすすめおすすめおすすめ

夜間窓口開設日
　　 ５月１６日（月)・３１日(火)
　　　午後７時３０分まで　出入口：正面玄関
業務内容
■戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
■印鑑証明書の発行　　■税金・各種料金等の納付
■所得証明書等の発行　■公図閲覧
■１２５ｃｃ以下のバイクの登録・廃車
■水道開閉栓の届出
※上記の業務内容以外は、お手続きできませんのでご了承ください。

日 時

＊今後も定期的にご紹介いたします。

環境川柳の紹介
こんな事？　小さな一歩の　積み重ね （スナフキン）
帰る時　振り向き見回し　消すこころ （退庁ルーティーン）
印刷時　ミスがないかと　読みかえす （匿名希望）

役場職員作

松本山雅ＦＣ
パブリックビューイング参加者募集
 6月5日（日）
 正午開場 午後1時キックオフ
 ガイナーレ鳥取
 ミラ・フード館2階大ホール
 先着50名様

日 時

場 所
V  S

場 所

人 数

令和3年度までは年度内1回の回数制
限を設けていましたが、令和4年度から
は回数制限を撤廃し、年度内に何回宿
泊いただいても助成を受けられるよう
になりました。ぜひご利用ください。

スカイランドきよみず宿泊助成の
回数制限を撤廃しました5月の有害鳥駆除の日程

　　 5月1日（日）、15日（日）、29日（日）
　　　午前5時30分から6時30分頃まで
村東部の畑地帯でカラスなどの有害鳥駆除を行なって
います。

日 時

申し込みはこちら

出張オレンジカフェ（認知症カフェ）
日 時

参加費

村のうごき（4月1日現在総人口）
人口：８,５３９人（前月比 -11）　男：４,２０９人（前月比 -4）　女：４,３３０人（前月比 -7）　世帯数：３,１１７世帯（前月比 +3）


