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　今年も美しい山形小学校のしだれ桜が満開となりました。ただ、コロナウイ
ルス感染症対策の影響でにぎやかな子どもの声が聞こえなく、心なしかさみし気
に感じられます。「なかよく・かしこく・たくましい」子どもの姿が見られる日を待ち
わびながら、変わらず春を届けてくれる大樹に「ほっ」と心癒されます。
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山形村消防団長よりひと言
　この度、伝統ある山形村消防団の団長を拝命し、その職の重さ
に身の引き締まる思いです。
　地域防災を担う中核として意気軒昴な団員達と共に村民の負託
に応えるべく精進してまいります。
　よろしくお願いします。

山形小学校教頭先生よりひと言
　子ども達の入学と登校を待って
いたかの様に、しだれ桜が満開と
なりました。
　桜と同じ様にあたたかく子ども
達を見守って行きたいと思います。
よろしくお願いします。

交通安全協会山形支部長よりひと言
　保育園児、小中学校生徒さんの
安全はもとより、ご年配の皆さま
の交通安全を見守り、山形に1件の
事故も無い様努力いたしたく、皆
さまのご協力よろしくお願いします。

希望使途別の寄附額集計

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 令和２年度の新しい顔ぶれ

　令和元年度は、延べ３５３名の方から、合計９,３９５,０００円のご寄附をいただきました。
　本当にありがとうございました。
　ご寄附いただいた方のうち、ほんの一部ですがご紹介します。（順不同）

　北は北海道から南は沖縄県まで34の都道府県の皆さまから、たくさんのご寄附をいただきました。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。

上條　清文 様
井村　有美 様
百瀬　忠佳 様
山口　哲也 様

平沢　和久 様
新井加代子 様
志村　智久 様
中川　髙秀 様

石山　盛也 様
林　　克也 様
増戸　将人 様
百瀬　　裕 様

増澤　昌寿 様
白川　俊夫 様
近藤　　壯 様

布山　　徹 様
池上　善輝 様
上條　剛志 様

※掲載についてご了承いただいた方を掲載しています。

　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。
　村人会の皆さまに、「やっぱりふるさとっていいなぁ」「昔よりここがよくなったね」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。

●親戚がおり、よくお伺いしてます。頑張ってほしいです！
●松本市に住んでいた頃、アイシティに時々行っていました。道中にりんご畑が見えていたのを思い出します。
　子育てにいい所だと思います。寒さに負けず、これからも美味しいりんごを作って下さい。
●いつまでも素敵な場所でいて下さい。
●以前、知人から山形村産の長芋を頂き、美味しさに驚きました。山形村の名産品として生産拡大して下さい。
●以前、送ってもらったリンゴとお米がとても美味しくて感動しました。山形村の農業の発展に寄与できたらと思います。

1.自然を守り景観を創造する事業

1,307,000円

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

寄附者の方からの応援メッセージ
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成田　浩士
（南中）
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上條　憲治
（堤南）

青山　芳正
（中大池下村）

藤森　聖則
（新町）

古田　麻由里
（中央通）

降旗　典明
(原村上)

山口　隆己
（唐沢上）

平沢　隆一
98-2175

（中大池中村）

唐沢　英二
98-2440
（東殿）

大池　孝夫
98-3426

（下大池下村）

区長の会会長代理
沖津　弘門
98-2356
（原村東）

区長の会会長
大久保　英雄
98-3436
（上手村）

上大池分団長 中大池分団長 小坂分団長 下大池分団長 上竹田分団長 下竹田分団長

笹川　俊雄
（豆沢南）

小学校

龍野　守 教頭先生

交通安全協会

支部長
鈴木　一磨
（上竹田宮村）

小口　峰正
（中大池中村）

小林　重也
（堂村）

大塚　勇人
（仲町）

吉野　浩
（四ツ谷下）

上條　茂樹
（美の里ヶ丘）

村人会の皆さまへ

53件

99件

5件

58,000円 3,543,000円

87件

1,852,000円

90件

2,320,000円

19件

315,000円
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（※）=会計年度任用職員

役場庁舎

いちいの里

村長：本庄 利昭　　副村長：小林 かつ代

上條 憲治［課長（兼会計管理者）］　　中村 貞寿［課長補佐（兼総務係長兼会計係長）］
総務係：大竹 伸弘　平出 怜　 財政係：児玉 佳子［係長］　中村 賢三郎　 管財係：草間 浩哲［係長（兼消防防災係長）］
会計係：神通川 直美　塩原 宇人　 消防防災係：太田 浩輔  
長野県松本地域振興局企画振興課へ派遣：前田 琢也

総務課

藤沢 洋史［課長］
地域振興係：宮越 卓也［係長］   山本 瑞季　清水 萌美（県より派遣）　 情報政策係：堀 智充［係長］　波多野 健
地域おこし協力隊：坂野 岳人（※）

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）］
林務係：宮本 真彦［係長（兼商工労政係長兼観光係長）］ 　耕地係：和田 和哉［係長］ 　商工労政係：今井 祥太　
農業振興係：青柳 紗由美 　農業委員会事務局：古畑 将
地域おこし協力隊：穴澤 雅美（※）

産業振興課

篠原 雅彦［課長］   中村 光［課長補佐（兼福祉係長）］
福祉係：中原 雄大　両角 政寛
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］   宮島 裕　恩田 松美
地域包括支援センター係：南澤 保徳（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）   丸田 哲也（保健師）（新規採用職員）   仁科 茉莉佳（保健師）
　　　　　  松本 幸恵（※）（保健師）   福岡 歩美（※）（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

社会教育係：上條 哲也［係長（兼総務係長）］   村田 幸子　齊藤 周治　　学校教育係：島田 真一［係長］   田中 美穂
教育相談員：峯村 忠平（※）　 図書館司書：百瀬 恵津子（※）   石川 弘美（※）
小学校関係：荒井 一也（※）   北原 薫（※）   宮城 千鶴（※）   山口 修（※）   中川 俊一（※） 
　　　　　  伊藤 理絵（※）   赤塚 法子（※）   村上 貴恵子（※）   永原 久里（※）   大池 康子（※） 

トレーニングセンター

古畑 佐登志［課長］
建設建築係：中村 忠敬［係長］   上條 博之 　上下水道係：山中 典吉［係長］   清野 雄大　小松 宏史（新規採用職員）

建設水道課

宮澤 寛徳［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）］
戸籍係：田中 結衣（新規採用職員）   波多腰 美映　 住民係：住吉 治［係長（兼環境係長）］   大谷 駿太郎
環境係：落合 祥希

住民課

簱町 通憲［課長］
課税係：亀野 秀洋［係長］   上條 愛実　 徴税係：丸山 晃弘［係長］   古畑 春花

税務課

教育委員会 教育政策課

坂野 岳人 （情報発信坂野 岳人 隊員 （情報発信）
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　松本市の保育士として、４
園の園長を経験。保育専門相
談員として保育の現場を知る
スペシャリストが４月より新
育園長に就任しました。

新園長から一言
　安全に安心して預けられ
る園、そして子ども達の心
持ちに寄り添えるような保
育をしたい。
　今までの経験を活かしな
がら、家庭や地域と一体と
なり手を取り合っていきたい
と考えておりますので、これ
からよろしくお願いします。

田中　はる子 園長

住民課戸籍係
田中　結衣

建設水道課上下水道係
小松　宏史

保健福祉課保健対策係
丸田　哲也

教育委員会子育て支援課
子育て支援係
吉池　咲輝

（
新
規
採
用
職
員
）

　どうも、地域おこし協力隊の坂野です。
　時間が過ぎるのは早いもので、3年の任期も今
年の11月で終わります。
　現在、山形村に拠点を置くべく、家や事務所を村
内回りながら探しています。そして、任期後に行う
予定の事業に比重を移しながら、活動中です。
　そんな最後となる予定のイベント？ です。

《やまがた☆みんなの写真展2020》
　今回は、募集を長く設定し、今月4月から募集を開
始、絶賛受付中！
　期間を長くすることで、多くの写真が集まることを
期待していますので、どんどん応募してくださいね。
一人何枚でも、何年前の写真でもOK。ただ、今後の
活用のためデジタルデータでお願いします。
　今年は、四季風景（春・夏・秋・冬）とイベント／行
事の5部門です。山形村で撮影した写真なら、だれで
も応募OK！
　昨年好評だった上位3作品の特製オリジナル卓上
カレンダーを今年も制作。ただ、今回は販売（価格未
定）を予定、数量も限定となります。
　11月くらいだと思いますが、楽しみにしてもらえ
ると嬉しいです。

写真の応募はQRコード
からできます。

堤 岳志［課長］
子育て支援係：高山 恵美（保育士）   吉池 咲輝（新規採用職員）   山崎 由香里（※）   倉沢 純代（※）
ふれあい児童館係：平沢 貴司　佐塚 百合子［ふれあい児童館長］（※）   清水 明代（※）   齋藤 貴弥子（※）
地域おこし協力隊：大野 和美（※） 
保育園：田中 はる子［園長］（※）   川上 美知代［主任保育士］　上原 拓馬
 未満児／もも①組：中塚 亜希子 （※）   小林 幸子 （※）　もも②組：平出 絵理
 清澤 育子（※）   上條 美香（※）   水谷 早織（※）　もも③組：小松 智佳
 加藤 小弓（※）　藤原 花名枝（※）　さくら①組：田中 省吾　藤本 幸代（※）
 さくら②組：清沢 涼（※）   髙林 由紀（※）　さくら③組：本間 晶子（※） 
 廣島 くみ子（※）
 ３歳児／たんぽぽ組：村田 明美　三浦 由貴子（※）　ひまわり組：座間 亮輔
 久保田 まみ（※）　ばら組：田村 惠子（※）   赤地 由佳利（※）
 ４歳児／あさがお組：篠原 ほづみ　広瀬 義江（※）
 ゆり組：田村 枝里香　深谷 美恵子（※）　山田 美紀（※）　あやめ組：堀内 貴義
 成田 仁美（※）
 ５歳児／りんどう組：堤 良子　緒方 沙織（※）　すみれ組：松本 寛子
 井内 睦（※）　すずらん組：千野 淳美　由比ケ濱 敬子（※）
 管理栄養士／粟津原 愉佑子
 給食／栂井 彰子（※）　亀井 美紀（※）　中村 みゆき（※）
　　　　　　   川上 早紀（※）　唐澤 昌江（※）　武南 敬恵（※）

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
令和２年度役場職務分担
役場の組織が変わり、会計課が総務課会計係となり、
新しく企画振興課が設置されました。
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（※）=会計年度任用職員

役場庁舎

いちいの里

村長：本庄 利昭　　副村長：小林 かつ代

上條 憲治［課長（兼会計管理者）］　　中村 貞寿［課長補佐（兼総務係長兼会計係長）］
総務係：大竹 伸弘　平出 怜　 財政係：児玉 佳子［係長］　中村 賢三郎　 管財係：草間 浩哲［係長（兼消防防災係長）］
会計係：神通川 直美　塩原 宇人　 消防防災係：太田 浩輔  
長野県松本地域振興局企画振興課へ派遣：前田 琢也

総務課

藤沢 洋史［課長］
地域振興係：宮越 卓也［係長］   山本 瑞季　清水 萌美（県より派遣）　 情報政策係：堀 智充［係長］　波多野 健
地域おこし協力隊：坂野 岳人（※）

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）］
林務係：宮本 真彦［係長（兼商工労政係長兼観光係長）］ 　耕地係：和田 和哉［係長］ 　商工労政係：今井 祥太　
農業振興係：青柳 紗由美 　農業委員会事務局：古畑 将
地域おこし協力隊：穴澤 雅美（※）

産業振興課

篠原 雅彦［課長］   中村 光［課長補佐（兼福祉係長）］
福祉係：中原 雄大　両角 政寛
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］   宮島 裕　恩田 松美
地域包括支援センター係：南澤 保徳（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）   丸田 哲也（保健師）（新規採用職員）   仁科 茉莉佳（保健師）
　　　　　  松本 幸恵（※）（保健師）   福岡 歩美（※）（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

社会教育係：上條 哲也［係長（兼総務係長）］   村田 幸子　齊藤 周治　　学校教育係：島田 真一［係長］   田中 美穂
教育相談員：峯村 忠平（※）　 図書館司書：百瀬 恵津子（※）   石川 弘美（※）
小学校関係：荒井 一也（※）   北原 薫（※）   宮城 千鶴（※）   山口 修（※）   中川 俊一（※） 
　　　　　  伊藤 理絵（※）   赤塚 法子（※）   村上 貴恵子（※）   永原 久里（※）   大池 康子（※） 

トレーニングセンター

古畑 佐登志［課長］
建設建築係：中村 忠敬［係長］   上條 博之 　上下水道係：山中 典吉［係長］   清野 雄大　小松 宏史（新規採用職員）

建設水道課

宮澤 寛徳［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）］
戸籍係：田中 結衣（新規採用職員）   波多腰 美映　 住民係：住吉 治［係長（兼環境係長）］   大谷 駿太郎
環境係：落合 祥希

住民課

簱町 通憲［課長］
課税係：亀野 秀洋［係長］   上條 愛実　 徴税係：丸山 晃弘［係長］   古畑 春花

税務課

教育委員会 教育政策課

坂野 岳人 （情報発信坂野 岳人 隊員 （情報発信）
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　松本市の保育士として、４
園の園長を経験。保育専門相
談員として保育の現場を知る
スペシャリストが４月より新
育園長に就任しました。

新園長から一言
　安全に安心して預けられ
る園、そして子ども達の心
持ちに寄り添えるような保
育をしたい。
　今までの経験を活かしな
がら、家庭や地域と一体と
なり手を取り合っていきたい
と考えておりますので、これ
からよろしくお願いします。

田中　はる子 園長

住民課戸籍係
田中　結衣

建設水道課上下水道係
小松　宏史

保健福祉課保健対策係
丸田　哲也

教育委員会子育て支援課
子育て支援係
吉池　咲輝

（
新
規
採
用
職
員
）

　どうも、地域おこし協力隊の坂野です。
　時間が過ぎるのは早いもので、3年の任期も今
年の11月で終わります。
　現在、山形村に拠点を置くべく、家や事務所を村
内回りながら探しています。そして、任期後に行う
予定の事業に比重を移しながら、活動中です。
　そんな最後となる予定のイベント？ です。

《やまがた☆みんなの写真展2020》
　今回は、募集を長く設定し、今月4月から募集を開
始、絶賛受付中！
　期間を長くすることで、多くの写真が集まることを
期待していますので、どんどん応募してくださいね。
一人何枚でも、何年前の写真でもOK。ただ、今後の
活用のためデジタルデータでお願いします。
　今年は、四季風景（春・夏・秋・冬）とイベント／行
事の5部門です。山形村で撮影した写真なら、だれで
も応募OK！
　昨年好評だった上位3作品の特製オリジナル卓上
カレンダーを今年も制作。ただ、今回は販売（価格未
定）を予定、数量も限定となります。
　11月くらいだと思いますが、楽しみにしてもらえ
ると嬉しいです。

写真の応募はQRコード
からできます。

堤 岳志［課長］
子育て支援係：高山 恵美（保育士）   吉池 咲輝（新規採用職員）   山崎 由香里（※）   倉沢 純代（※）
ふれあい児童館係：平沢 貴司　佐塚 百合子［ふれあい児童館長］（※）   清水 明代（※）   齋藤 貴弥子（※）
地域おこし協力隊：大野 和美（※） 
保育園：田中 はる子［園長］（※）   川上 美知代［主任保育士］　上原 拓馬
 未満児／もも①組：中塚 亜希子 （※）   小林 幸子 （※）　もも②組：平出 絵理
 清澤 育子（※）   上條 美香（※）   水谷 早織（※）　もも③組：小松 智佳
 加藤 小弓（※）　藤原 花名枝（※）　さくら①組：田中 省吾　藤本 幸代（※）
 さくら②組：清沢 涼（※）   髙林 由紀（※）　さくら③組：本間 晶子（※） 
 廣島 くみ子（※）
 ３歳児／たんぽぽ組：村田 明美　三浦 由貴子（※）　ひまわり組：座間 亮輔
 久保田 まみ（※）　ばら組：田村 惠子（※）   赤地 由佳利（※）
 ４歳児／あさがお組：篠原 ほづみ　広瀬 義江（※）
 ゆり組：田村 枝里香　深谷 美恵子（※）　山田 美紀（※）　あやめ組：堀内 貴義
 成田 仁美（※）
 ５歳児／りんどう組：堤 良子　緒方 沙織（※）　すみれ組：松本 寛子
 井内 睦（※）　すずらん組：千野 淳美　由比ケ濱 敬子（※）
 管理栄養士／粟津原 愉佑子
 給食／栂井 彰子（※）　亀井 美紀（※）　中村 みゆき（※）
　　　　　　   川上 早紀（※）　唐澤 昌江（※）　武南 敬恵（※）

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
令和２年度役場職務分担
役場の組織が変わり、会計課が総務課会計係となり、
新しく企画振興課が設置されました。
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　令和２年度の高齢者肺炎球菌の予防接種が４月１日から開始されます。予防接種対象者にはお知らせを発送
しましたのでご確認いただき、この機会に接種してください。

　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。

　対象の方には、5月頃に個人通知でクーポン券を発送する予定です。
※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のでご注意ください。

　令和２年度の担当地区保健師をお知らせします。
　健診のお申し込みはお忘れではありませんか？ まだ間に合いますので、希望される方
は保健福祉課保健対策係までお問い合わせください。

掲示板
お問い合わせは各団体へ

◆民生委員・児童委員の日活動強化週間
５月１２日（火）～５月１８日（月）
　民生委員・児童委員の日活動強化週間です。
令和元年１２月１日、全国一斉改選により山形
村では新任１２人と再任７人の合計１９人が厚
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。
●お問い合わせ
　保健福祉課　N97-2100
●主な活動内容
【地域の見守り】
　一人暮らし高齢者及び高齢者世帯の見守
りを行っています。
【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。
◆2020年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は我が国の工
業の実態を明らかにすることを
目的とした統計法に基づく報
告義務がある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や
地域振興などの基礎資料とし
て利活用されます。
　調査時点は2020年6月1
日です。
　調査票へのご回答をお願い
いたします。
同時に実施している経済構造
実態調査の対象事業所・企業
等におかれましては、両調査
にご回答をお願いします。
総務省・経済産業省・長野県・山形村

管理栄養士
福岡　歩美

中大池・上竹田地区
仁科　茉莉佳

小坂地区
桐原　香織

下竹田地区
松本　幸恵

上大池・下大池地区
丸田　哲也

～このメンバーで担当します。よろしくお願いします～

◆松本広域管内火災発生状況
　令和元年１年間の火災発生件数 １６８件
　このうち山形村内の災発生件数 ３件
◆令和元年松本広域管内での火災発生原因
　１位　たき火 ３１件
　２位　火入れ ２３件
　３位　放火 ８件
◆消火器の正しい使い方
　皆さんは、いざという時に消火器を正しく使えますか？
　消火器の正しい使い方を覚えましょう。
　①安全ピンを抜く
　②ホースを火元に向ける
　③レバーを強く握り薬剤を噴出させる
　古い消火器は、いざという時に使えず、破裂してケガをする
場合もあります。古くなった消火器は、適切に処分してくだ
さい。
 ・消防署では消火器の収集を行っていません。
 ・家庭ゴミとして処分できません。
 ・消火器には、使用期間又は使用期限が表示されています。
 ・ 消火器の廃棄は、「消火器リサイクルシステム」をご利用く
ださい。詳しくは、「㈱消火器リサイクル推進センター」のHP
をご覧ください。

◆住宅用火災警報器の電池交換のお願い
　住宅用火災警報器は、煙や熱に反応して警報音を発するも
ので、住宅の寝室、階段及び廊下等に設置されており、一
般的には電池で動いています。火災を感知するために常に
作動しており、その電池の寿命の目安は約十年です。
　住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重
要です。いざというときに住宅用火災警報器が適切に作動
するよう、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよ
う習慣づけましょう。

松本広域消防局山形消防署

防災だより
No.251

接 種 期 間
対  象  者

接 種 費 用
場     所

令和２年４月1日～令和３年3月31日
これまでに高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことのない方で次の①か②に該当する方
①令和２年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
②接種日において60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障がい
を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する、身体障害者手帳
１級をお持ちの方
2,000円
村内医療機関及び村外の医療機関でも接種できますので事前予約してください。

　春の行楽シーズン、山菜採りなどで山に入る方も多いと思
います。この時季は、ツキノワグマをはじめ、野生動物も活発
に動き回ります。山に入るときは十分注意しましょう。
●クマに出会うまえに
　できれば出会いたくないと思うのはクマも同様です。山に入
る時は、ラジオを鳴らしたり、大きめの声で話したりして、自分
の存在をアピールしましょう。クマの足あとや爪あと等を見つけ
たら、それ以上進まず引き返しましょう。
●クマに出会ったら
　クマは逃げるものを追いかけます。背を向けずに、ゆっくりと
その場から離れましょう。走ったり大声を出したりすると、クマを
刺激して危険です。子グマを見かけたら、その近くに親グマがい
ます。特に注意しましょう。
●クマを呼ばない
　エサになる物があると、クマは平地にもやってきます。生ゴミ
や廃棄農作物などは適切に処理しましょう。山際の畑などでは、
ヤブを刈り払い、見通しをよくしましょう。
集落内でクマを目撃した時は役場産業振興課までご連絡ください。

ペレットストーブ等
購入事業補助金ツキノワグマ遭遇注意！

募集期間
補 助 率

補助の条件

5月7日(木)から5月29日(金)まで
購入経費の10分の2以内、上限12
万円以内。
ストーブの購入先やペレットの年間
使用量等に条件があります。また、
導入後3年間の使用実績調査があり
ます。詳細はお問い合わせください。

令和２年度高齢者肺炎球菌予防接種

対  象  者 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

おとなの風しん追加的対策について

工業統計キャラクター
コウちゃん
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　令和２年度の高齢者肺炎球菌の予防接種が４月１日から開始されます。予防接種対象者にはお知らせを発送
しましたのでご確認いただき、この機会に接種してください。

　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。

　対象の方には、5月頃に個人通知でクーポン券を発送する予定です。
※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のでご注意ください。

　令和２年度の担当地区保健師をお知らせします。
　健診のお申し込みはお忘れではありませんか？ まだ間に合いますので、希望される方
は保健福祉課保健対策係までお問い合わせください。

掲示板
お問い合わせは各団体へ

◆民生委員・児童委員の日活動強化週間
５月１２日（火）～５月１８日（月）
　民生委員・児童委員の日活動強化週間です。
令和元年１２月１日、全国一斉改選により山形
村では新任１２人と再任７人の合計１９人が厚
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。
●お問い合わせ
　保健福祉課　N97-2100
●主な活動内容
【地域の見守り】
　一人暮らし高齢者及び高齢者世帯の見守
りを行っています。
【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。
◆2020年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は我が国の工
業の実態を明らかにすることを
目的とした統計法に基づく報
告義務がある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や
地域振興などの基礎資料とし
て利活用されます。
　調査時点は2020年6月1
日です。
　調査票へのご回答をお願い
いたします。
同時に実施している経済構造
実態調査の対象事業所・企業
等におかれましては、両調査
にご回答をお願いします。
総務省・経済産業省・長野県・山形村

管理栄養士
福岡　歩美

中大池・上竹田地区
仁科　茉莉佳

小坂地区
桐原　香織

下竹田地区
松本　幸恵

上大池・下大池地区
丸田　哲也

～このメンバーで担当します。よろしくお願いします～

◆松本広域管内火災発生状況
　令和元年１年間の火災発生件数 １６８件
　このうち山形村内の災発生件数 ３件
◆令和元年松本広域管内での火災発生原因
　１位　たき火 ３１件
　２位　火入れ ２３件
　３位　放火 ８件
◆消火器の正しい使い方
　皆さんは、いざという時に消火器を正しく使えますか？
　消火器の正しい使い方を覚えましょう。
　①安全ピンを抜く
　②ホースを火元に向ける
　③レバーを強く握り薬剤を噴出させる
　古い消火器は、いざという時に使えず、破裂してケガをする
場合もあります。古くなった消火器は、適切に処分してくだ
さい。
 ・消防署では消火器の収集を行っていません。
 ・家庭ゴミとして処分できません。
 ・消火器には、使用期間又は使用期限が表示されています。
 ・ 消火器の廃棄は、「消火器リサイクルシステム」をご利用く
ださい。詳しくは、「㈱消火器リサイクル推進センター」のHP
をご覧ください。
◆住宅用火災警報器の電池交換のお願い
　住宅用火災警報器は、煙や熱に反応して警報音を発するも
ので、住宅の寝室、階段及び廊下等に設置されており、一
般的には電池で動いています。火災を感知するために常に
作動しており、その電池の寿命の目安は約十年です。
　住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重
要です。いざというときに住宅用火災警報器が適切に作動
するよう、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよ
う習慣づけましょう。

松本広域消防局山形消防署

防災だより
No.251

接 種 期 間
対  象  者

接 種 費 用
場     所

令和２年４月1日～令和３年3月31日
これまでに高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことのない方で次の①か②に該当する方
①令和２年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
②接種日において60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障がい
を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する、身体障害者手帳
１級をお持ちの方
2,000円
村内医療機関及び村外の医療機関でも接種できますので事前予約してください。

　春の行楽シーズン、山菜採りなどで山に入る方も多いと思
います。この時季は、ツキノワグマをはじめ、野生動物も活発
に動き回ります。山に入るときは十分注意しましょう。
●クマに出会うまえに
　できれば出会いたくないと思うのはクマも同様です。山に入
る時は、ラジオを鳴らしたり、大きめの声で話したりして、自分
の存在をアピールしましょう。クマの足あとや爪あと等を見つけ
たら、それ以上進まず引き返しましょう。
●クマに出会ったら
　クマは逃げるものを追いかけます。背を向けずに、ゆっくりと
その場から離れましょう。走ったり大声を出したりすると、クマを
刺激して危険です。子グマを見かけたら、その近くに親グマがい
ます。特に注意しましょう。
●クマを呼ばない
　エサになる物があると、クマは平地にもやってきます。生ゴミ
や廃棄農作物などは適切に処理しましょう。山際の畑などでは、
ヤブを刈り払い、見通しをよくしましょう。
集落内でクマを目撃した時は役場産業振興課までご連絡ください。

ペレットストーブ等
購入事業補助金ツキノワグマ遭遇注意！

募集期間
補 助 率

補助の条件

5月7日(木)から5月29日(金)まで
購入経費の10分の2以内、上限12
万円以内。
ストーブの購入先やペレットの年間
使用量等に条件があります。また、
導入後3年間の使用実績調査があり
ます。詳細はお問い合わせください。

令和２年度高齢者肺炎球菌予防接種

対  象  者 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

おとなの風しん追加的対策について

工業統計キャラクター
コウちゃん
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Yamagata CATV Service
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卒園・卒業式
特集
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「朝日村週刊
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偉人たちの夢
11

18

4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 2

3

4/26

4 5 6 7 8 9

10 12 13 14 15 16

17 19 20 21 22 23

24・31 25 26 27 28 29 30

※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35分・9時・10時・11時（23時まで毎時間） ／ 9時・12時・15時・18時・21時

YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

夜間窓口開設日
 ５月１８日（月)・２９日(金)
 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
■印鑑登録、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

日 時

山形村からのお願い

村税等納期限
　　 ５月２５日（月）
■固定資産税第１期  ■軽自動車税  ■上下水道料
■保育料  ■学校給食費
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

YCS
アーカイブス

アスリート
解体新書

サイエンス
フロンティア21

国税の窓 JA
グリーンタイム

おすすめおすすめ おすすめおすすめ

お問い合わせ　税務課　N９８-5663

軽自動車税の減免について
　　 　５月２５日（月）まで
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。
対象者
■身体障害者手帳をお持ちの方
■戦傷病者手帳をお持ちの方
■療育手帳をお持ちの方
■精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
必要なもの
■各種手帳・印鑑・納税通知書・運転免許証
減免は、１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。

申請受付期間

　新型コロナウィルス感染防止のため、感染が疑われ
る方や濃厚接触者と思われる方は、外出の自粛をお願
いします。役場等で手続きや届出等が必要な場合は、
役場へ直接お越しいただくことは避けていただき、事前
に下記までご相談いただきますようお願いいたします。
山形村役場 N0263-98-3111

コロナウイルス感染症に関する相談窓口
■発熱などの症状がある（有症状）人の窓口
　松本保健福祉事務所 N0263-40-1939
■一般的な内容の相談窓口
　N026-235-7277 または N026-235-7278

村のうごき（4月1日現在総人口）
人口：8,677人（前月比 -22）　男：4,279人（前月比 -16）　女：4,398人（前月比 -6）　世帯数：3,084世帯（前月比 -1）


