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新しい時代の幕開け！
「平成」から「令和」
へ！
新元号となり新たな時代を迎えました。町では、
この歴史的な時を迎えるにあたり祝意を表するた
め、５月１日「即位の日」当日、国旗掲揚に合わ
せて「令和始まりの式」を開催しました。思い新
たに改めて郷土の平和と繁栄を誓い、よりいっそ
う町一丸となり南木曽町の未来を切り開いていく
よう取り組んで参りますので、皆さんよろしくお
願いします！

今月の主な内容

浄化槽市町村整備推進事業をご利用ください…………
自動車税に関するお知らせ（手続き・納期限）………
町長対談／南木曽「ウェルネス農泊」推進協議会……
公民館報……………………………………………………

人の動き

人口/4,126人 男/1,981人 女/2,145人
（5月1日現在）
世帯/1,757戸

令和元年５月20日発行
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3P
8〜9P
12P〜
南木曽町は「日本で
最も美しい村」連合
に加盟しています。

町が設置・管理
する区分
家庭内排水施設〜浄化槽手前公共マスまで

公共マス〜浄化槽〜放流管

公民館報

設置した浄化槽

担当 上下水道係
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河川等
浄化槽
公共
マス

町では浄化槽市町村整備推進事業を今年度
も実施します︒
浄化槽を利用することにより︑衛生的で快
適な生活が可能となるほか︑河川の水質保全
など自然環境の保護にも貢献することにつな
がります︒
■個人で負担していただく費用
分担金 ３８８︐０００円
ご自宅の排水を浄化槽に接続するまでの工
事費
設置後の下水道料金
■浄化槽市町村整備推進事業の実施可能地区
北部地区
本谷・岩倉・戸場
三留野地区
川向・天白・沼田・新町・上仲町・下仲
町・坂の下・東町・和合北・和合南・住
吉町・東栄町・南栄町・神戸
吾妻地区
渡島︑大妻籠︑橋場の一部
田立地区
全地区
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■申込期間
令和元年 月 日︵金︶まで
12

施工後

施工前

浄化槽できれいな町を
！

浄化槽本体の施工及び水路等までの放流管の設置を行います。

浄化槽市町村整備推進事業をご利用ください

浄化槽市町村整備推進事業で行う工事

地上への設置工法を紹
介!
特別な工法による設置
例

通常、浄化槽は地下へ埋設となりますが、特別な工法
で狭い場所への設置も実施しています。
※高低差の条件（家の全ての排水設備が浄化槽の流入口より高い位置にないと、地上設置型
の施工はできません）が、狭いと諦めていた方も再度ご検討をお願いします。

自動車税は地元へ！

住民票の転居届を提出
されると︑納税通知書の
送付先も変更されますの
で︑税務係にお届けいた
だ く 必 要 は あ り ま せ ん︒
ただし︑車検証の住所地
の変更手続が必要になり
ます︒車種をご確認の上︑
左記までお問い合わせく
ださい︒

自動車税は５月中に
納めましょう！

令和元年度の自動車税の納期限は５月
日︵金︶です︒自動車税は必ず納期限まで
に納めましょう︒
自動車税は︑４月１日午前０時に自動車
を所有している方に課税されます︒お手元
に届けられる納税通知書により︑お近くの
金融機関︑郵便局︑コンビニエンスストア
または県税事務所窓口で納付してください︒
なお︑コンビニエンスストアなら 時間
いつでも納付することができますのでご利
用ください︒
自動車税を納めていただいた際にお渡し
する領収書には﹁納税証明書﹂が付いてい
ます︒これは︑継続検査︵車検︶を受ける
ときに必要となりますので︑車検証と一緒
に大切に保管しておきましょう︒
なお︑
﹁納税通知書が届かない﹂
﹁所有し
ていない自動車の納税通知書が届いた﹂﹁身
体障がい者等の減免を受けたい﹂などのご
相談は左記までお願いします︒
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自動車の変更手続き・移転手続きはお済みですか？
転居

廃車

軽自動車等を所有︑廃
車︑譲渡︑住所変更した
ときは速やかに左記の窓
口で手続きを済ませてく
ださい︒特に︑廃車や譲
渡した場合でも︑手続き
をしないでいるといつま
でも課税されることにな
ります︒

三輪・四輪の軽自動車

お問い合わせ
役場 税務係 または
中信県税事務所木曽事務所
☎０２６４㿌２５㿌２２１６︵直通︶

24

転入
住民票の転入届を提出
された場合︑車検証の住
所地の変更手続が必要に
なります︒車種をご確認
の上︑左記までお問い合
わせください︒

登録

１２５ を超える二輪車
普通自動車

住民票の転出届を提出
されると︑南木曽町から
転出した住所に納税通知
書が送付されます︒また︑
車検証の住所地の変更手
続が必要になります︒車
種をご確認の上︑左記ま
でお問い合わせください︒

原付バイク︵ 〜１２５ ︶
小型特殊自動車

町内

北陸信越運輸支局
軽自動車検査協会長野事務所
松本自動車検査登録事務所
松本支所
☎０５０㿌５５４０㿌２０４３ ☎０５０㿌３８１６㿌１８５５

公民館報
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転出

南木曽町
南木曽町
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役場 税務係
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他市町村
他市町村

車種
窓口
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公民館報

児童手当現況届の提出は
６月中にお願いします

取引・証明用に使用す
る﹁はかり﹂の定期検
査を行ないます
商工観光係

商品の売買や︑各種の証明
行為に使用する﹁はかり﹂を
お持ちのみなさんは︑２年に
１回の定期検査を受ける必要
があります︒
今年度は︑南木曽町を対象
として︑左記の日程で実施さ
れますので﹁はかり﹂を持参
し︑必ず検査を受けてくださ
い︒

親子で健康なお口の方に表彰状！

親子でみがこう︑ピカピカの歯

この度︑﹁三歳児親子歯科健診﹂
を受診された方で︑親子で健康なお
口の方に表彰をさせていただきまし
た︒鳫子裕司さん︑睦子さん︑みや
こさんご家族です︒
日頃気を付けていることを伺うと︑
﹁虫歯になりたくないので︑とにかく歯磨きをしっかりや
る﹂とのことでした︒みやこさんは仕上げ磨きを嫌がらず
にやらせてくれます︒お父さん︑お母さんの虫歯予防への
気持ちが︑しっかりお子さんにも伝わっているようです︒
町では︑三歳児健診対象者の保護者を対象として﹁三歳
児親子歯科健診﹂を実施しています︒虫歯だけでなく︑歯
周病は他の病気の原因となる事もあります︒この機会に︑
ぜひ歯科健診を受けましょう︒

担当 健康しあわせ係 保健師

てご意見がある場合は︑６月
７日︵金︶までに担当係へお
申し出ください︒

発電施設に関するご意見をお寄せください
管理財政係

現在︑木曽川水系で水力発
電を行っている関西電力発電
所について︑水利使用に関す
る更新手続き︵水利権の更新︶
が進められています︒
発電施設の運用などに関し
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国保加入者に人間ドック
の補助を行っています
住民係

児童手当は︑毎年６月に現
況届により受給資格を審査し
ます︒
対象者には６月に現況届を
送付しますので︑６月中に手
続きをしてください︒
■現況届に必要な添付書類
①健康保険被保険者証の写し
受給者が会社員である場合
に必要になります︒
平成 年１月１日に南木曽
町に住所がなかった方は︑前
住所地の市区町村が発行する
児童手当用所得証明書が必要
になる場合があります︒

■検査日時
令和元年６月 日︵金︶
午前 時〜正午まで
午後１時〜２時 分まで
■場所
南木曽町役場 車庫
14

30

担当

※ 現 況 届 の 提 出 が な い 場 合︑
６月分以降の手当受給がで
きなくなりますのでご注意
ください︒
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住民係

74

■対象者
国民健康保険に加入している
歳から 歳までの方
※町の集団健診・個別健診を
受診された方は︑補助対象外
です︒
■補助額
健診費用の７割・上限３万円
年度内１人１回まで
■申請方法
① 人 間 ド ッ ク を ご 予 約 の 上︑
受診前に﹁補助金交付申請
書﹂を役場へご提出くださ
い︒申請書は担当係窓口で
お渡しします︒
②受診後︑医療機関の領収書・
﹁補助金交付請求書﹂
・印鑑・
口座番号のわかる物を持っ
て︑住民係窓口へお越しく
ださい︒
③病院から結果が送付された
ら︑結果と同意書を提出し
てください︒
④結果の提出が確認できまし
たら︑補助金を指定口座へ
お支払いします︒
担当

なお︑検査には手数料︵検
査代金︶が必要となりますの
で︑お含みおきください︒
また持ち込む際は︑はかり
に付着した粉︑水分︑ほこり
等を落としてきてください︒
都合が悪く検査を受けられな
い方は︑早めにご連絡くださ
い︒

担当

30

担当

35

おしらせ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

蘭地域振興協議会が長
野県道路河川愛護活動
知事表彰を受賞
建設係

公民館報

蘭地域振興協議会︵古川光
弘会長︶が︑長野県より道路
河川愛護活動知事表彰を受賞
しました︒
蘭地域振興協議会が１９９
４年︵平成６年︶から行って
いる額付川沿いの環境整備・
美化活動が評価され今回の受
賞となりました︒
今後とも︑河川の美化活動
を通じてコミュニティー育成
に寄与していただき︑地域の
元気づくりに引き続き貢献さ
れることを期待いたします︒

担当

■相談の窓口︵申し込み
先︶
教育委員会事務局
子どもすくすく係
☎５７︲３３３５
５７︲４１５２
相談員は︑勝野忠さんで
す︒

■相談日時
月〜金曜日
午前９時〜午後４時
※相談者の希望に応じて︑
相談日時等を調整しま
す︒

子育てや教育に関する
悩みや困りごとの相談に
応じています︒

﹁教育相談﹂のご案内

その他︑事務局から主な行
事︑事業等の報告を行いまし
た︒

■後援などの依頼について
教育委員会に後援依頼のあ
った１件について︑審議のう
え承認しました︒

教育委員会報告

４月 日に定例教育委員会
を開催しました︒主な協議事
項は次のとおりです︒
議 事

■議会３月定例会の結果につ
いて
３月議会で出された意見や
要望などの内容について協議
しました︒
■保小中高連携教育研修会に
ついて
町内の保育園︑小学校︑中
学校︑高校の教職員が参加す
る研修会の内容について協議
しました︒
■保育園のあり方について
保育所審議会からの答申を
踏まえ︑今後の保育園運営方
針に関する協議を行いました︒

協議事項

■子育て支援ショートステイ
事業実施要綱の制定につい
て
児童の保護者が疾病などに
より養育が困難となった場合
に︑児童福祉施設へ一時入居
するための要綱制定について
協議し︑承認されました︒
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工業統計調査を実施し
ます
総合戦略係

■工業統計調査は︑従業者４
人以上の全ての製造事業所
を対象に６月１日時点で実
施します︒
■工業統計調査は︑我が国に
おける工業の実態を明らか
にすることを目的とする政
府の重要な調査で︑統計法
に基づく報告義務のある基
幹統計調査です︒
■調査の結果は︑中小企業施
策や地域振興など︑国及び
地域行政施策のための基礎
資料として利活用されます︒
■調査票にご記入いただいた
内容は︑統計作成の目的以
外︵税の資料など︶に使用
することは絶対にありませ
ん︒
■調査の趣旨・必要性をご理
解いただき︑御回答をよろ
しくお願いいたします︒

担当

行政相談委員に
勝野 忠さん︵再任︶
総務係

29

平成 年から﹁行政相談委
員﹂をお勤めいただいていま
す勝野忠さん︵読書天白︶が︑
このたび引き続き総務大臣か
ら委嘱されました︒
﹁ 行 政 相 談 ﹂ と は︑ 国 の 役
所や独立行政法人︑特殊法人
などが行っている仕事に関す
る苦情や意見︑要望をお聞き
して︑その解決や改善を図る
ものです︒
行政相談委員は︑役場で相
談に応じているほか︑随時相
談することもできます︒相談
は無料で秘密は固く守られま
す︒お気軽にご相談ください︒

議会だより

工業統計キャラクター
コウちゃん

担当
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おしらせ
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開放講座
﹁水と街道﹂を実施します

地域づくりへの参加をめざして

開放講座﹁水と街道﹂では︑東濃地方・木曽南部地方を中心に個人では︑
なかなか行くことのできない砂防ダムや道路工事の現場などを訪れます︒
■開 講 日 ９月 日︑ 月 日︑ 月 日︑ 月 日︵毎月第２木曜日の
全４回開催︶
■集合場所 多治見砂防国道事務所︑多治見駅または中津川駅
※集合場所までの﹁費用﹂は参加者の負担となります︒
■形
式 会員制による
座学︵砂防・道路︶・現場見学・座談会
■対
象
歳以上の健康で全講座参加可能な方
■定
員
名程度︵多治見︑土岐︑瑞浪︑可児︑御嵩︑八百津︑恵那︑
中津川︑南木曽︑大桑︑上松にお住まいの方︶
■受 講 料 ３００円程度︵保険料 全４回分︶
■応募方法 はがき︑ＦＡＸまたはメールにて︑①氏名︵フリガナ︶︑②郵
便番号 住
･ 所︑③電話番号・携帯電話番号︑④年齢 性
･ 別︑⑤
希望の乗降場所︵集合場所︶︑⑥応募動機を記入のうえ︑事務
局あてにご応募下さい︒
■送 付 先 〒５０７㿌００２３
岐阜県多治見市小田町４㿌８㿌６
国土交通省多治見砂防国道事務所
開放講座﹁水と街道﹂事務局
︵ＦＡＸ︶０５７２㿌２５㿌７９９４
︵ E-mail
︶ cbr-s853030@mlit.go.jp
■応募期間 令和元年７月 日︵金︶︵必着︶
＊参加者にはもれなく﹁ＳＡＢＯカード﹂９枚組１セットを差し上げます︒
12

議会だより

第21期

〜郷土を見つめ直し地域づくりに積極的に参加しましょう〜

会員募集 !

お問い合わせ先 国土交通省 多治見砂防国道事務所 総務課
︵担当 浅野︶ ☎０５７２㿌２５㿌８０２０

20 18
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この宝くじの収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。

■無線設備への混信・妨害及び
違法な無線設備の情報に関すること
監視調査課 ☎０２６−２３４−９９７６
■テレビ・ラジオなど放送の受信障害に関すること
受信障害対策官 ☎０２６−２３４−９９９１

抽選日 : 令和元年8月14日
（水）

「守ろう！電波のルール」

総務省では、６月１日から 10 日は、
「電波利用環境保
護周知啓発強化期間」として、電波を正しく利用していた
だくための周知・啓発活動および不法無線局の一掃を強化
しています。
私たちみんなの財産である電波の良好な利用環境を守る
ため、電波はルールを守り、正しく使いましょう。
電波に関することは、総務省信越総合通信局までお気軽
に御相談ください。

サマージャンボ宝くじが7月2日（火）
から8月2日
（金）
まで発売されます。
今年は１等５億円が20本、前後賞
各１億円が40本となっています。（当
せん本数は発売総額600億円・20ユ
ニットの場合）また、3,000万円サマ
ージャンボミニも同時発売され、こち
らは１等45本です。（当せん本数は発
売総額240億円・８ユニットの場合）
収益金は長野県の販売実績により配
分されますので、長野県内の販売所で
お買いもとめください。

電波利用環境保護
周知啓発強化期間

今年のサマージャンボ
宝くじは１等・前後賞
合わせて７億円！

6月1日〜10日は
でっかく当たる！

川本 惇貴
活動内容
・町内研修
・なぎそミツバツツジ祭り手伝
い

４月より地域おこし協力隊として
の活動と︑南木曽町での生活をスタ
ートさせていただきました川本と申
します︒現在︑町の魅力を知ること︑
多くの皆さんと触れ合いコミュニケ
ーションを図らせていただくことを
目指して活動しています︒
初めての活動では︑町の大きなイ
ベント﹁なぎそミツバツツジ祭り﹂
のスタッフとして連日参加させてい
ただきました︒日差しの強い日や雨
による悪天候の中で開催することも
ありましたが︑地元出店者や観光協
会︑運営関係者の皆さん︑
そして町内外から来場され
た多くの人と関わることが
できました︒とても大きな
やりがいを感じ︑充実感を
得ることができました︒
﹁平成﹂から﹁令和﹂へ
と時代が移り変わるこのタ
イミングで︑南木曽町の協
力隊員になれたことをきっ

かけに︑幅広い世代の人と関わりな
がら様々な活動に挑戦し︑自分の芯
となる目標を定めて行きたいと思っ
ています︒
島崎藤村の長編小説である﹁夜明
け前﹂の書き出しに﹁木曽路はすべ
て山の中である︒﹂とあるように︑
南木曽町は山に囲まれた環境です︒
この環境で︑これからどのように活
動していくのか⁝精一杯努力しなが
ら模索して参りますので︑皆さんど
うぞよろしくお願いします︒

NAGISO
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地元企業によるレーザー技術で
刻印された新元号『令和』

柿其渓谷に行ってきました

南木曽町地域おこし協力隊

田立の滝に行ってきました

公民館報

立の滝を歩
奥平 瑞希
き な が ら︑
ゴミひとつ
活動内容
落ちていな
いことにも
・町内研修
驚きました︒
・なぎそミツバツツジ祭り手伝
妻籠宿を歩
い
いた際には︑
多くの方に
４月から地域おこし協力隊に任命
ご挨拶させ
されました奥平と申します︒着任を
ていただき︑
する前は︑上松技術専門校で木工を
町の歴史や
学んでいました︒上松技術専門校に
今後のこと
在学中︑南木曽町には何度か訪問す
についてお
る機会がありました︒木の文化が深
話を聞かせ
いこの町で︑木工の研修をさせてい
ていただき
ただきながら︑協力隊の活動を行い
ました︒
たいと思っています︒
ツツジ祭
４ 月 は﹁ 南 木 曽 町 に つ い て 知 る ﹂
ということを目標に活動をしました︒ りに参加さ
せていただいた時も︑役場職員の皆
各地区を訪問したり名所名跡を歩
さんに混ざって仕事をしながら︑町
いたりして︑その美しさや見事さに
内外問わず多くの人とお話しさせて
感動しました︒また︑柿其渓谷や田
いただく機会を得ることができ︑私
たち協力隊の考えるべき方針が︑わ
ずかながら見えてきたのではないか
と感じました︒
今後とも協力隊として︑微力なが
らこの町のお役にたてれば⁝と考え
ています︒どうぞよろしくお願いし
ます︒

議会だより

……………………………………………………………………………………
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なぎそミツバツツジ祭りに参加させていただきました

活動報告

町長対談
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なぎそ

もっと
モット
34

南木曽町の食材や地域資源を活かして観光につなげたり宿
泊事業を推進するための団体︑南木曽﹁ウェルネス農泊﹂推進
協議会の岡部統行さん︑髙橋俊吾さんに話を伺いました︒町や
地域の関係者とともに〝地方再生〟を目指している立場から︑
今回オープンした宿泊施設﹁Ｚｅｎａｇ ｉ﹂の取り組みと地域

表

岡部

統行 さん

南木曽﹁ウェルネス農泊﹂
推進協議会
代

俊吾 さん

町長 今までの木曽地域にな
い形態の宿泊サービスとして

町に新しい風が吹く

開業については︑地域の方々
との橋渡し役として関わらせ
ていただきました︒開業後は︑
信州サーモン︑信州サーモン
を使った味噌漬けなど髙橋渓
流の持つ食材を提供していま
す︒メニュー開発時にも立ち
会わせていただき︑提供され
たレシピの一部を基にしたメ
ニューを︑髙橋渓流でも提供
しています︒
また︑協議会として〝地産
地 消 〟 に こ だ わ っ た 食 事 や︑
歴史・文化・街並みなど地域
そのものを︑舞台にした体験
ツアーなどの先進地へ視察に
伺い︑南木曽町でも活用でき
る多くのことを学ばせていた
だきました︒

︵株式会社髙橋渓流代表︶

髙橋

︵株式会社ＭＥＮＥＸ代表︶

副代表

域の食材を使って付加価値の
あるメニューづくり﹂ですね︒
例えば今回は︑ 年連続ミシ
ュラン１つ星を獲得する懐石
の名店﹁銀座 うち山﹂の内
山さんによる和食メニューの
開発︑８年連続ミシュラン１
つ星を獲得する ﹁ｂｙｅ ｂｙ
ｅ ｂｌｕｅｓ﹂︵イタリア︶のパ
トゥリツィアさん・大隈さん
によるスローフードメニューの
開発をしていただきました︒
２つ目は﹁地域の自然を使
ったアウトドア体験ツアーの
開催﹂です︒今回︑木曽なら
ではの大自然を大冒険できる
よう︑オリンピック選手など
アウトドア・スポーツのトップ
アスリートの 企 画・ 開 発 に よ
るプランを用意しています︒
町 長 副 代 表 の 髙 橋 さ ん は︑
どのように関わっているので
しょうか︒
髙 橋 さ ん ﹁ Ｚｅ ｎ ａｇ ｉ ﹂
10

﹁町の眠る資源を観光につなげて地方再生を目指す！﹂

motto

知らない人も大勢いると思い
ますが︑どのような組織なん
でしょうか︒
岡部さん 農泊推進協議会は
﹁地域
︵ 農 村 ︶に 眠 る 資 源 を 発
掘し︑観光資源として外から
人 を 呼 び 込 も う ﹂と い う テ ー
マで活動しています︒この
〝資
源〟というのは︑食材や文化︑
歴史︑
古民家︑
自然⁝などです︒
町長 具体的にはどんな取り
組みなんでしょうか︒
岡部さん 大きく分けて２つ
あるのですが︑１つ目は﹁地

資源の活用などについて話していただきました︒

農泊推進協議会とは
町長 農家だった古民家を改
修して新たに始めた宿泊施設
﹁ Ｚｅ ｎ ａｇ ｉ ﹂ が︑ 報 道 に
も取り上げられるなど︑注目
を浴びていますね︒地域住民
を対象とした見学会も４月
日に行い︑大好評だったと聞
きましたが︒
岡部さん 見学会には︑１日
で約３５０名と大変多くの地
元のみなさんにお越しいただ
きました︒
町長 それは大賑わいでした
ね︒農泊推進協議会のことを
12

話題となっていますが︑ホテ
ルの特徴を教えてください︒
岡部さん もともと﹁地方を
再生したい﹂という思いがあ
って⁝︒一見︑田舎よりも都会
の方が価値のあるように思わ
れるんですが︑本当は逆では
ないか⁝と私は考えていま
す︒この価値観を転換するた
めに︑
﹁田舎でしかできない・
田舎ならではのＬｕｘｕｒｙ︵ラ
グ ジュアリ ー ＝ 豪 華・ 贅 沢 ︶
を感じてもらう﹂というテー
マで事業に取り組みました︒

議会だより

ていることがありましたら教
例えば︑家具や内装などは︑ い刺激になっているのではな
いでしょうか︒
えてください︒
地元産の材料にこだわり︑地
元の職人や技術・工法を用い
髙橋さん そうですね︒〝この
岡部さん 私は〝地元の人に
て細部までこだわりぬいた仕
ままでは南木曽町は消えてし
変わって︑町の良さや魅力を
様になっています︒また︑古
ま う か も し れ な い 〟と い う 不
自慢する〟姿勢で情報発信し
いものには価値があると思う
安 の 中 で︑埋 も れ て い た 魅 力
ていますね︒地元の人にとっ
ので︑この建物を改修する時 ︵歴史・文化・自然など︶を掘り
て地元のものって当たり前に
に出てきたタンスや瓦︑天井
起こし︑磨き︑活用することで︑ なっているため︑自慢しない
板など⁝使えるものは全て再
人を呼び込むことができれば︑ ことが多いのではないでしょ
利用し︑それぞれに物語性を
地域全体の活性化にも大いに
うか︒町外から来た私たちの
持たせています︒
繋がっていくと思います︒
立 場 だ か ら こ そ 言 え る こ と︑
気づく魅力があるのではない
町長 この新たな取り組み
町長 情報発信でも工夫を凝
かと思ってます︒
は︑地域にとっても非常に良
らしていますよね︒気を付け
町長 木曽や南木曽町の魅力
について︑どう感じています
か︒
岡部さん 南木曽町には２年
ほど来ていて︑まだ行ったこ
とのない自然の場所や知らな
い食材などがたくさんありま
すが︑長い歴史を持っている
田舎だからこそ懐が深いと感
じます︒
髙橋さん 木曽の魅力の一つ
として︑お祭りを始め受け継
がれてきた個性豊かな文化が
多い⁝ということも挙げられ
る と 思 い ま す︒
﹁ Ｚｅ ｎ ａｇ
ｉ﹂スタッフとして多くの人
たちが︑南木曽町へ移住され
ました︒その人たちと地域の
人たちがお祭りなどの行事や
ふれあいを通して交流するこ
とで︑地域全体が活気づくこ

広報

公民館報

「Zenagi」って…？

えたり︑気軽に移住体験がで
きたりして良いのでは⁝と思
います︒手当ても一時的でな
く継続的に支援していくこと
が大切だと思います︒使われ
ていない既存の空き家や施設
を︑もう少し柔軟に活用して
いければ⁝と思います︒
町長 そうですね︒町として
もできる限り取り組んでいき
ます︒これからも活躍を期待
しています︒本日は︑お忙し
い中ありがとうございました︒

宿泊・食事・アクティビティが全てセットになっている施設で、
田立元組地区にある築150年の古民家を再生した建物です。
木曽の神々しい山と森と川が織りなす “ 大自然 ” の「然」、農
家や漁師が大切に育てた恵みをいただく “ お膳 ” の「膳」
、呼吸
を整えるような静かな時間を過ごす “ 座禅 ” の「禅」
、すべてを
地 方 再 生 に つ な げ る “ 善 行 ” の「 善 」
。 こ の ４ つ の ZEN を
Nagiso で行うので、Zenagi（ゼナギ）と名付けたそうです。

とも期待しています︒
町長 せっかくなので︑町や
町民のみなさんに何か伝えた
いことがあればどうぞ︒
髙橋さん 移住者に対する制
度や手当てなど︑受け入れる
環境を充実していただけると
良いのではないかと思ってい
ま す︒ 住 宅 建 設 だ け で な く︑
地元住民︵特に高齢者や独居
の方︶と移住希望者のシェア
ハウスやマッチング制度など
を設けても︑お互いに助け合

NAGISO

9 2019.6.1

施設内観

施設外観

アウトドアが大好きで、特に
川でのアクティビティが好き
です。デザイン・クラフト・
建築関係も好きなので、休日
は各地を見て回ったりしてい
ます。好きな食べ物はお寿司。

趣味は、登山とスノーボード。
先日、県認定の “ 御嶽山火山
マイスター ” の試験に合格し
ました。今回の試験では合格
者３名という狭き門を抜け、
御嶽山火山マイスターとして
も活動しています。

統行さん

岡部

俊吾さん

髙橋

入園おめでとう
！！

広報
議会だより

のできごと

3日

4月

公民館報

町内３保育園の入園式が行われました。

23名の
なぎそっこが
入園しました！

4日

南木曽小学校、南木曽中学校の入学式が行われました。
小学校28名、中学校29名の新入生が新たな学校生活をスタートさせました。

学
入

お

う！
めでと ！

5日

蘇南高等学校の入学式が行われました。今年度は51名が新たな学校生活を
スタートさせました。

2019.6.1
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6~14日

なぎそチャレンジクラブ入団式が、社会体育館で行われま
した。各団体の小中学生や指導者が大勢参加し、団員から
は決意表明が行われました。

公民館報

名城大学経済学部新入生のみなさんが、
中山道ハイキングと新入生オリエンテ
ーションを兼ねて来町されました。
平成31年度セカンドブック贈呈式が南木曽小学校で行われました。伊
藤教育長から１年生一人ひとりに手渡されました。

長野県蘇南高等学校開校記
念講演会が蘇南高校体育館
で開催されました。講師は
蘇南高等学校31回生の山
下理香さんで、
「国際交流
〜体験から気づいたこと・
考えたこと〜」と題した講
演がありました。

12日

日

町

の

動

き

職員等辞令交付式︑教職員着任式

保育園入園式

南木曽小学校・南木曽中学校入学式

蘇南高等学校入学式

町スポーツ少年団入団式
なぎそミツバツツジ祭り開会式

だいどうの森整備活動

蘇南高校開校記念日
南部和牛部会定期総会

木曽郡植樹祭実行委員会・木曽郡緑化推進
委員会通常総会
木曽山林協会役員会・木曽広域連合正副連
合長会・木曽郡町村会

衛生自治会総会

日

日

消防団班長以上教養訓練

日

陸上自衛隊松本駐屯地創設記念行事

南木曽小学校ＰＴＡ歓迎会

日

日

町内一斉清掃︑お気軽ミニ集会︵川向︶

長野県町村会政務調査会合同部会
地区別町村長会議︑定例農業委員会

全国都市緑化信州フェア開会式・リニア新
幹線対策特別委員会
定例教育委員会︑茶業振興会総会

河川公園組合定期総会
南木曽中学校ＰＴＡ歓迎会

田 立 の 滝﹁ 滝 開 き・ 安 全 祈 願 祭 ﹂
︑桃介橋

富士見台高原・恵那山山開き式

日

日

日

日

木曽木材工業協同組合南木曽支部事業報告
会︑観光協会田立支部総会
南木曽商工会青年部通常総会

日

日

日

日

日

日

日

1

3

4

5

6

8

日
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13日
24日
セカンドブック贈呈式

10

12

17 16

18

21 20 19

23

25

26

29

6日
第１８回なぎそ
ミツバツツジ
祭り開催

議会だより

公民館報

小学生の部メンバー

１区 松原 帆奏 ︵小学６年︶

一般の部メンバー

１区 麦島 彩夏 ︵中学３年︶

２区 楯

英樹

樹希 ︵小学６年︶

２区 伊藤 和希 ︵中学１年︶

３区 松原 苺花 ︵小学６年︶
監督 林

３区 菊原 祟矢
大輔

４区 鈴木 天翔 ︵小学６年︶
５区 楯

花奏 ︵中学３年︶

４区 古川 晴貴 ︵大学１年︶
６区 楯

７区 服部 優真 ︵中学１年︶
８区 大野 暦史
９区 青山 隆志
監督 坂本 隆一

４月 日に松本平陸上競技
場で第 回長野県市町村対抗
駅伝大会︑第 回長野県市町
村対抗小学生駅伝大会が開催
され南木曽町チームもそれぞ
れの部に参加しました︒
結果は︑小学生の部は 位︑
南木曽中学校校庭で練習して
きた成果を発揮して最後まで
精一杯走りました︒
一般の部は残念ながら失格
となってしまいましたが最後
まで力強い走りで完走するこ
とができました︒
各区間では︑一般の部１区
走者の麦島彩夏さんが中学３
年生ながら区間６位と健闘す
るなど︑若い力が躍動しまし
た︒
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第29回

長野県市町村対抗駅伝大会
第15回 長野県市町村対抗小学生駅伝大会

29 27

15

41

広報

南木曽町公民館からのお知らせ

議会だより

公民館報

公民館長２年目を迎えました岡本です。今日は昨年度の公民館・図書室の実績報告と本年度の目標に
ついてお話ししたいと思います。
昨年度１年間で公民館を利用された方は12,903人、月平均1,000人です。しかし、この数は普段利用
していただいているサークル活動や親子の広場の数で、ビッグイベントである妻籠マラソンや町民展、
町民大会や映画祭、なぎのこマルシェなどを加えると16,000人を越えます。この数は町の総人口4,200
人のおよそ４倍に当たります。
こんなに多くの方々に会館を利用していただいていることに、統計を取ってみて改めて驚くとともに、
感謝の気持ちでいっぱいです。昨年度当初掲げた「町民の皆が集う公民館」が数字となって表れたこと
で、改めてうれしく思います。本年度もさらに多くの方々に公民館を訪れていただくと共に、今まであ
まり公民館を利用していない方々にも足を運んでいただける企画を設けていきたいと思います。
昨年10月から始めた「南木曽お宝さがしウォークラリー」第３弾を５月に与川地区で開催する予定
です。南木曽７分館地区を巡るウォークラリーです。お楽しみに！是非、多くの方々に参加していただ
きたいと思います。
つぎに、公民館の図書室についてです。下のグラフに示すように、年間貸出者数も年間貸出冊数も前
年の２倍を超えています。これは、昨年度から月２冊ではありますが、皆様に読んでいただけるであろ
う本を厳選して入れるようにしたことで、借りた人が返しにみえる時に次の本を借りていかれるという
傾向が見られました。また、用事があって公民館を訪れた際に、借りて行かれる方も増えてきました。
公民館・図書室に来て、ゆっくりくつろいで過ごしていただけるように、図書室を飲食物持ち込み可
としました。読書・学習・談話スペースとしてご利用ください。
また、サークル活動で製作された作品を展示するギャラリースペースも併設し、皆様に観ていただき、
作品について語りあっていただけるようにしました。ぜひ、一度２Ｆにあります、図書室へも足をお運
びください。そして、ゆっくりおくつろぎください。
公民館月別利用者数（年間12,903人）

年間貸出者数（絵本・一般）
29年度

137

■ 一般
■ 絵本

58

1,528

1,600
1,400

30年度

285
0

100

94
200

300

1,194 1,186

1,200
400

1,072

1,000 944

1,022

1,098

800

194

■ 一般
■ 絵本

111

30年度

457
0

200

600

600
400
200

231
400

993
702

年間貸出冊数（絵本・一般）
29年度

1,099

1,021 1,044

800

0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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コミュニティー
スクール活動報告

30

しいたけ植菌作業

４月 日︵水︶に南木曽中
学校において中学１年生がし
いたけの植菌作業を行いまし
た︒ 森 林 組 合︑ 林 研 ク ラ ブ︑
地域振興局林務課の方々に指
導していただきました︒この
活動は今年で 年を迎え︑指
導してくださった方の中に
は︑中学生のときに作業を体
験されたという方もみえまし
た︒１００本近い原木を音楽
室の前まで運び︑電動ドリル
を使って原木に穴を開け︑菌
を打ち込みました︒生徒達は
真剣に話を聞き︑作業を行っ
ていました︒生徒達にとって
しいたけ栽培を通じて地場産
業に触れ︑郷土への理解を深
める取り組みとなりました︒
24

30

30

2

15

議会だより

21 13

広報

40 19

社 会 人 英 会話
教 室 ス タ ート

公民館社会人英会話教室は
ＡＬＴのガブリエル・ミサカ
先生︵愛称 ゲイブ先生︶に
本年度も指導していただき始
まりました︒会館の小会議室
で毎週水曜日の 時 分〜
時︑ 時 分 〜 時 の 回︑
年間 回開催予定です︒参加
者は昼の部︑夜の部を合わせ
て現在 名です︒発音︑リス
ニング︑会話などのほか︑外
国の伝統や文化も学び英会話
を楽しめる内容になっていま
す︒英会話に興味のある方は
ぜひ︑ご参加ください︒
19

公民館報

こんにちは

蘇南高校です

SONAN HIGH SCHOOL

４月５日、入学式が挙行されました。天候にも恵まれ暖かいなか挙行することが出来ました。今年
度は男子27名、女子24名、計51名の新入生が、蘇南高校の一員になりました。本校伝統の宣誓文署
名を行い、決意を新たにしこれからの高校生活を頑張ります。

初登校

宣誓文の署名

正副担任紹介

初ホームルーム

新しく赴任してきた
先生方を紹介します。

SHR
特別講座
１時限
２時限
３時限
― 昼食
４時限
５時限
６時限
― 掃除
SHR

8:55〜 9:00
9:00〜 9:15
9:20〜10:10
10:20〜11:10
11:20〜12:10
12:10〜12:50 ―
12:50〜13:40
13:50〜14:40
14:50〜15:40
15:40〜15:55 ―
15:55〜16:00

木曜日課

幸登（教頭・数学）
淳子（国語）
良太（地歴公民）
隼冬（数学）
勇貴（数学）
雅彦（理科）
敬太（英語）
英恵（工業）
房子（理科）
久雄（英語）
均（事務長補佐）

月・火・水・金曜日課

宮坂
荒井
髙山
新井
田畑
髙橋
宮入
太田
岩田
森澤
上村

2019年度の日課表です。よろしくお願いします。
SHR
特別講座
１時限
２時限
３時限
― 昼食
４時限
５時限
６時限
― 掃除
LHR

8:55〜 9:00
9:00〜 9:15
9:20〜10:10
10:20〜11:10
11:20〜12:10
12:10〜12:50 ―
12:50〜13:40
13:50〜14:40
14:50〜15:40
15:40〜15:50 ―
15:50〜16:40
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戸籍 の 窓口
2019年4月届出分（敬称略）

議会だより

こんにちは赤ちゃん

公民館報

平川

こはる

慎治
（中町）
恵子

櫻井

啓翔

優太
（大島）
美波

野原

崇司

一浩
（漆畑）
文佳

大谷

楓輝

敦
（本谷）
絵梨佳

おしあわせに
服部
川阪

厚志（愛知県）♥ 昭乃（奥志水）
竜也（戸 場）♥ 沙希（秋田県）

お悔やみ申し上げます
本多
木下

久司（渡島）
としゑ（神戸）

※今月号より、「生まれてきた赤ちゃん」「結婚された方」
「亡くなられた方」をお知らせします。（掲載可否は任意）

6 月のごみ収集日

収集日の朝８時までに集積場所にお出しください。
ごみの後出しは収集しません。

収集物
プラ容器包装
地

三

金物類

区

留

資源びん
ペットボトル
発泡スチロール
蛍光管

ダンボール
雑誌・雑がみ

野

6日
（木） 20日
（木）

12日（水）

1日
（土）

5日
（水）

与川 ・金知屋

6日
（木） 20日
（木）

19日（水）

22日
（土）

26日
（水）

北

部

7日
（金） 21日
（金）

19日（水）

22日
（土）

26日
（水）

沼田・天白・川向

6日
（木） 20日
（木）

5日（水）

22日
（土）

26日
（水）

妻

籠

6日
（木） 20日
（木）

5日（水）

15日
（土）

12日
（水）

蘭・広瀬・上在郷

7日
（金） 21日
（金）

26日（水）

8日
（土）

19日
（水）

田

7日
（金） 21日
（金）

28日（金）

15日
（土）

12日
（水）

立

◆指定袋には必ず地区名と名前を記入してください。
◆プラ容器包装は

プラマークが付いているものが対象です。プラマークのないものは「可燃ごみ」

で出してください。

お 知 ら せ

◆びん類、ペットボトル、発泡スチロール、プラ容器包装は水で軽く洗うなどして、汚れを落としてか
ら出してください。
◆資源ごみ（びん類、ペットボトル、発泡スチロール、蛍光管、ダンボール、雑がみ）を水・土曜日の
午前８時30分から正午まで町のストックヤードへ持ち込むことができますのでご利用ください。
◆ごみの減量に取り組みましょう。
■ Reduce（リデュース）
：発生抑制 ※ごみになるものを買わない、作らない、受け取らない。
■ Reuse（リユース）
：再使用

※捨てる前にもう一度利用できないか考え、繰り返し使用。

■ Recycle（リサイクル）
：再生利用 ※リサイクルできるものは環境への負荷を考慮してリサイクル。
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〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3668-1
TEL 0264-57-2001 FAX 0264-57-2270

2019年

6月

■６月は、「住民税第１期分」と「国民健康保険税第１期分」、

町のカレンダー

日

月

26

27

2

3

19:00

窓口延長

の納付月です。

火

水

木

金

土

28

29

30

31

1

4

5

6

7

8

町・妻籠健康マ 前期全体区長会 こころの相談室 蘭保育園開放
13：00〜16：00 9：00〜11：00
ラソン大会

郡消防ポンプ操法・ラッパ
吹奏大会出場チーム壮行会

（役場）

ほっとカフェ花馬
14：00〜（のどか）

南木曽会館

9

10

19:00

窓口延長

南木曽会館

11

蘭保育園

田立社会教育施設

12

13

心配ごと・人権相談所

南木曽会館

14

15

議会６月定例会
（開会）

13：00〜16：00
（役場2F）

２ヶ月児相談

乳児健診

9：30〜
（南木曽会館）

12：45〜（南木曽会館）

田立保育園開放
9：00〜11：00
南木曽会館

16

17

19:00

窓口延長

南木曽会館

18

南木曽会館

19

南木曽会館

20

南木曽会館

21

22

（役場地階）

おぼっこぼっこさん
10：00〜（南木曽会館）
きりとり線

ホームページアドレス
http://www.town.nagiso.nagano.jp/

障がいに関する定例相談 ほっとカフェ桃介 議会６月定例会
10：00〜12：00 10：00〜（桃介亭）（再開）

南木曽会館

23

24

19:00

窓口延長

南木曽会館

25

南木曽会館

26

郡消防ポンプ操 幼児健診
法・ラッパ吹奏 13：00〜
（南木曽会館）
大会

南木曽会館

南木曽会館

27

28

年金相談所

蘇南高校蘇峡祭
〜30日

10：00〜15：00
（南木曽商工会）

29

読書保育園開放
9：00〜11：00
南木曽会館

30

南木曽会館

南木曽会館

健康しあわせ係事業は あお色 をごらんください。
※母子手帳の発行を希望される方は2日前までに
連絡をお願いします。

子育て支援事業は ピンク色 をごらんください。

広報「なぎそ」は再生紙と
環境にやさしい植物油インキを使用しています。

※おやこのひろば
は、
月〜金曜日の９時〜15
時まで開催しています。
開催場所は、各日の下段に記載されている施設
で行います。

南木曽会館

南木曽会館

役場窓口業務延長日の取扱内容について
月曜日は、
以下の窓口業務を19：00まで行っています。
※ただし、
祝日・年末年始を除く
住民係…戸籍・住民票・印鑑などの証明及び印鑑登録
税務係…所得・納税・資産・評価などの証明
会計係…税金・手数料などの納付

6月 休日当番医
木 曽 郡

国民健康保険坂下診療所

印刷／丸理印刷株式会社

2日
（日）

下島医院（木曽町） ☎22-3238

9日
（日）

古根医院（大桑村） ☎55-1188

16日
（日） 田沢医院（木曽町） ☎44-2008
23日
（日） 池口医院（大桑村） ☎55-2002
30日
（日） 大脇医院（上松町） ☎52-2023

30日
（日） 9：00〜17：00 ☎0573-75-3118

県立木曽病院
救急医療：365 日 24 時間診療可能です
☎ 22-2703

