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　木祖村連合自治会通常総会において、令和元年度自治会長に22人の方が就任しました。自治会長
の皆さんには、地域の代表として行政との重要なパイプ役を務めていただきます。皆さんの温かいご
理解とご支援をお願いいたします。

　平成31年度の木祖村連合自治会通常総会において連合自治会長を仰せ付か
りました２区自治会長の篠原長平です。
　諸先輩の方々がいらっしゃる中、連合自治会長の大役をお受けし身のひきし
まる思いです。
　本年度は13名の自治会長さんが変わられました。木祖村連合自治会22名の
代表として微力ではありますが、21名の自治会長さん、役場、議会、各種団体
の方々のお力をお借りし木祖村の地域のために精一杯務めさせていただきます。
　本年は５月より新年号「令和」になり新しい時代の始まりの年になります。
　様々な記念事業や記念行事も行われると思います。

　木祖村としても開村130年の節目の年となります。
　昨年、３月には木祖村の歴史を綴った村誌の補遺も発行されましたので、ぜひ開いていただき普段何
気なく住んでいる村の歴史に触れてみるのもいいのではないでしょうか。
　近年は少子高齢化が進み人口が減少傾向にある中で、いかに住み良い「笑顔あふれる源流の里木祖
村」にすることができるのか考え、今ある資源を活かし工夫をしていくと共に新たな取り組みを行いつ
つ、現在村が進めている木祖村第５次総合計画の２年目として、着実な推進と更なる飛躍の年になるよ
うに、地元地域の方々や行政との更なる連携強化を図り安心安全な生活環境が一日も早く達成できるよ
うに各地区自治会長さんのもと努めてまいります。
　木祖村連合自治会に対してのご理解ご協力をお願いし、木祖村連合自治会長としてのご挨拶とさせて
いただきます。

令和元年度　自治会長の皆さんです

行　政　区 自治会長名 行　政　区 自治会長名
１区 松　原　勝　則 10区の１ 川　上　敏　雄
２区 篠　原　長　平 10区の２ 坂　下　　　昭
３区 小　林　　　茂 11区 田　上　重　幸
４区 加　藤　幸　司 12区 青　木　武　弘

５区の１ 渡　澤　一　夫 13区 巾　崎　　　栄
５区の２ 下　里　和　彦 14区 青　木　則　一
６区 丸　山　徹　三 15区 蒲　沼　　　巧
７区 唐　澤　重　明 16区 五月日　　　充
８区 篠　原　基　芳 17区 大久保　和　典

９区の１ 日　野　文　平 18区 笹　川　　　豊
９区の２ 柳　瀬　勝　也 19区 笹　川　万喜男

木祖村連合自治会長 篠　原　長　平 菅 連 合 自 治 会 長 加　藤　幸　司
薮原連合自治会長 日　野　文　平 会　　　計 大久保　和　典
小木曽連合自治会長 青　木　武　弘 監　　　事 田　上　重　幸

令和元年度木祖村連合自治会長としての挨拶

木曽連合自治会長
篠　原　長　平
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令和元年５月９日～
木祖村議会委員会等構成一覧表

役職及び議席順による
議　　　　　長 古　畑　節　行
副　　議　　長 深　澤　衿　子

各常任委員会� ◎　委員長　　○　副委員長

厚 生 文 教 委 員 会
◎ 青　木　　　功 ○ 鈴　木　正　弘 　 安　原　千佳世
　 田　中　寛　幸 　 大久保　繁　子 　 丸　山　幸　一
　 深　澤　衿　子

産 業 経 済 委 員 会
◎ 栗　屋　正　一 ○ 田　上　芳　朗 　 安　原　千佳世
　 田　中　寛　幸 　 大久保　繁　子 　 丸　山　幸　一
　 深　澤　衿　子

議 会 運 営 委 員 会 委 員
◎ 田　上　芳　朗 ○ 鈴　木　正　弘
　 青　木　　　功 　 栗　屋　正　一
（議　長 古畑　節行）

木 曽 広 域 連 合 議 会 議 員 　 古　畑　節　行 　 青　木　　　功 　 栗　屋　正　一

松塩筑木曽老人福祉施設組合議会議員 　 深　澤　衿　子

木 祖 村 監 査 委 員 　 安　原　千佳世

議 会 報 編 集 委 員 会 委 員
◎ 鈴　木　正　弘 　 安　原　千佳世 　 田　中　寛　幸
　 大久保　繁　子 　 丸　山　幸　一

表 彰 審 査 委 員 会 委 員
議　長 古畑　節行 副議長 深澤　衿子 厚文長 青木　　功
厚文委 鈴木　正弘 厚文委 安原千佳世 厚文委 田中　寛幸
厚文委 大久保繁子 厚文委 丸山　幸一

木 祖 村 消 防 委 員 会 委 員 　 丸　山　幸　一 　 栗　屋　正　一 　 深　澤　衿　子

木祖村上下水道協議会委員
議　長 古畑　節行 副議長 深澤　衿子
厚文長 青木　　功 産経長 栗屋　正一

国民健康保険運営協議会委員 　 田　中　寛　幸 　 大久保　繁　子

木祖村社会福祉協議会理事 　 丸　山　幸　一

木祖村観光開発審議会委員 　 安　原　千佳世 　 田　上　芳　朗

木祖村地籍調査実施委員会委員 　 大久保　繁　子

木 祖 村 議 会 森 林・林 業・
林産業活性化促進議員連盟

幹　事 古畑　節行
　 委 員 全 議 員

全国森林環境税創設促進議員連盟 　 古　畑　節　行

人 権 擁 護 審 議 会 委 員 　 田　中　寛　幸 　 丸　山　幸　一

道 の 駅 運 営 協 議 会 　 鈴　木　正　弘 　 田　上　芳　朗

保 育 所 運 営 委 員 会 　 深　澤　衿　子

木 祖 村 議 会 委 員 会
構成等が決定しました

５月９日（木）に改選後の初議会となる木祖村議会５月会
議が開催され、議長、副議長、常任委員、その他の委員等
が選出されました。構成は以下のとおりです。
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木祖村縁結び事業 伊藤　一生 さん

独自の心理術を持つ恋愛カウンセ
ラーとして、ラジオや雑誌などの
出演経験多数。
現在は、いっせーと共に木祖村観
光大使として村内外で活躍中。

　今回は「イエスセット話法」を紹介します。
　人は、小さな「YES」を繰り返すことによっ
て、次のイエスを答えるのに躊躇しなくなると
いう心理があります。
　例えば、婚活パーティーなどで、
「凄く混んでいますね」

「そうですね」

「こういう場で連絡先交換しても誰が誰だかわ

からなくなりそうですね。」

「ですねー。忘れそう。」

「なのでパーティー後に『忘れないでねメール』

入れておきますよー」

という会話でアドレス交換へ持っていくとかで
すね。ただし、実際に使うのならば、他の話も
入れたりして、もっと複雑にしないと厳しいです。
　さて、このイエス話法、「はい」を貰い続け
るというよりは、心情的にイエスとなるような
方向の会話を繰り返すテクニックだと思いま

す。なので、使うときには相手の表情を読んだ
り、声のトーンで判断したりする必要も出てき
ます。そういう意味では難しいテクニックだと
は思いますが、使いこなせると面白いと思いま
すので練習してみてはいかがでしょうか？
　ちなみに巷にある心理学本では、
「いい天気ですね」

「はい」

「空が青いですね」

「はい」

「どっか出かけませんか？」

「はい」

とだけ、紹介していることも多いですが、こ
のまま使ってはダメですよー。途中で相手が
「え？」とならないように自然な構成を作って
おきましょう！

　相手の yes を引き出したいときは…？
06

　皆さんから伊藤さんへの質問や相談
を募集しています。

「婚活イベントに参加しても上手くい
かない…」、「気になる人と仲良くなり
たい」
などのお悩みがある方はメールにてご
相談ください。伊藤さんが丁寧にお答
えします！
　ご希望の方は下記QRコードより
メールをお送りください。

　今年度も㈱ベストパートナーに委託をし、登録・相談・お見合
い業務を行います。登録料や紹介料、年会費等は一切かかりませ
ん。また、登録や相談などの情報は、村には一切入りませんの
で、安心してご利用いただけます。
＜対象者＞
　・ 木祖村に在住又は在勤する方
　・ 木祖村又は木曽郡内に在住する予定の 

木曽郡内、近隣市町村、姉妹都市の方
　・ 木祖村出身の方
　まずはお気軽にお問い合わせください。
　専門の相談員が親身にご相談に応じます。
●お問い合わせ●
木祖村結婚支援事業委託会社　㈱ベストパートナー
Tel：0263-88-3058／mail：partner@best-nagano.com

そろそろ結婚を考えたい、という方は…

木祖村源気出会いサポートセンター をご利用ください

※QRコードを読み取るとメール作成画
面になりますので、お悩
みをご記入の上、送信し
てください。
�匿名での相談もOKです。

恋愛カウンセラー教えて！ 恋愛カウンセラー
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　高齢者医療保険料の均等割について、これまで９割軽減となっていた方は、今年度、８割軽減に変わります。
　また、所得の低い年金受給者の方へは、今年10月から、年金生活者支援給付金（基準額月5,000円）の制
度が始まります。

▶�老齢年金生活者支援給付金（補足的な給付を含む）の場合、支給要件（65歳以上で老齢基礎年金を受給
中、世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下）を全て満たす
必要があります。
　�金額は保険料を納めた期間等により異なり、基本的に10、11月分を12月（年金の支払日と同日）に振込
みます。　
▶�医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への影響は10月からです。

　長野県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の方の健康づくり事業の一環として歯科口腔健診を
行います。
　高齢になると、むせこんだり、のどにつかえたりすることが多くなり、これが原因で誤

ご

嚥
えん

性
せい

肺炎
（細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎のこと）を起こすことがあります。
　お口の健康は、笑顔への第一歩です。固いものが食べにくい、入れ歯が合わない、特に自覚症状
はないが、お口の状態を確認したい方など、費用は無料ですので、ぜひこの機会に受診しましょう。

〈お問い合わせ〉木祖村役場　住民福祉課　☎36-2001

後期高齢者医療保険料の均等割が９割軽減の皆様へ

・対象者　
　�昭和18年４月１日～昭和19年３月31日生ま
れの被保険者

　（平成30年度に75歳の誕生日を迎えた方）
・案内通知など
　�６月下旬に対象者に対し、案内通知と受診券
を送付します。

・健診期間
　�令和元年７月１日（月）から12月30日（月）
・健診費用
　無料　※�健診により治療が必要な場合は、その

治療費は本人負担となります。

・対象医療機関
　�県歯科医師会所属の歯科医院
・予約方法
　�対象医療機関へ直接予約をお願いします。
・受診時に必要なもの
　�受診券、被保険者証
・お問い合わせ
　長野県後期高齢者医療広域連合
　業務課　給付係
　（電話　026-229-5320）

歯科口腔健診を受けましょう　～後期高齢者歯科口腔健診～歯科口腔健診を受けましょう　～後期高齢者歯科口腔健診～

（例）年金収入80万円以下の方

平成30年度 令和元年度

保険料の納付額（１割）
保険料の納付額（２割）

８割 軽減９割 軽減
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移住者用村営住宅「一里塚集合住宅Ａ棟」が完成しました。
　近年、少子高齢化問題が全国的な問題となっています。本村では、平成４年度より若者の定住促
進、Ｉ・Ｊターン等移住者の受入体制の整備を行い、現在までに25棟63戸の村営住宅を建設し、約
190名の利用をいただいております。また、住宅募集の際には、複数の募集が寄せられ毎回抽選によ
り入居者の決定を行っており村営住宅の需要は年々高まってきています。
　平成30年度では、薮原地区の村有地に移住者用の集合住宅１棟（４戸）を整備しました。本村の
村営住宅の殆どが世帯向けの間取りであり、以前から単身者用住宅を望む声が多く寄せられたことか
ら、１ルーム型移住者用集合住宅を建設し村外より４名の受入れを行いました。
　また、令和元年度にも同様に単身者用集合住宅１棟（４戸）の建設を予定しており、今後も積極的
な定住促進を図ってまいります。

村バス「源流号」が新しくなりました。
　村の公用バスは、村内から県外併せ年間約100件の運行を行っております。利用は各行事等の公務
運行のほか、村内で活動する各団体の皆さんにもご利用いただいており、近年では「源流号」という
通称名で親しまれております。
　しかし、近年では老朽化に伴い修理費が年々増加し、修理によって使用できないといったことも続
いたことから、平成30年度に源流号を更新しました。
　新たな源流号は、28人乗りマイクロバスで以前の車両同様、木曽川源流の里・信州木祖村を村外
へ広くPRすべく車両の両サイド及びリアにロゴを入れました。
　今後も村の行事やイベント等で広く活躍してくれるものと思います。

・単身者用集合住宅「一里塚集合住宅Ａ棟」
　（工事費：4,221万円）

車両の両サイド及びリアには
木祖村のロゴを入れました。

・新源流号
　（購入費：750万円）

平成30年度　事業の紹介
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　村道の新設改良及び平成30年７月豪雨災害の復旧工事を行いました。

　木祖小学校のプール水をきれいにする「ろ過機」について、耐用年数が経過したことから取替え改
修工事を実施しました。
（平成30年度　小学校プールろ過機改修工事　事業費：983万円）

・村道見山４号線【新設】
　（工事費：1,457万円）

・村道五月日西山線【改良】
　（工事費：1,049万円）

・村道町裏２号線【改良】
　（工事費：1,503万円）

・村道奥木曽２号線【災害復旧】
　（工事費：1,200万円）
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　木祖村には様々なサークルや団体があり、それぞれ文化祭など多くの行事への参加、それに向けた
練習や教室の開催など参加している皆さんの趣味・特技を生かした活動を行っています。
　今回は情報提供をいただいたサークル・団体の活動内容やPRをお知らせします。気になるサーク
ルや団体がありましたらお問い合わせの上気軽に参加してみてください。

名称 活動日・場所 活動内容・PR 会費 代表者

木祖村
軽音楽クラブ

毎週木曜日　夜
笑ん館

老若男女、気軽に音楽活動を楽し
むサークルです。楽器ができなく
てもOK。聴くだけでも良いので
是非遊びに来てください。

1,000円 唐澤　重明

木祖俳句会

毎月第１日曜日
村民センター教養室

句会。毎月席題による句や雑誌へ
句を提出。作品についての検討会
等。笑ん館や村民センターに作品
を展示していますので、ぜひご覧
ください。

6,000円 奥原　　修

忠信書道会
月３回　水曜日
土曜日（不定期）

自家の教室で書道の練習 一般3,000円（月）
学生1,500円（月）

湯川　忠利

木祖村
絵画クラブ

5月～11月
第２、４水曜日
午後７時～午後９時
村民センター洋室

あなたの心、好きな色、風景、思
い出など自由に一緒に表現しませ
んか。

3,000円 木山澤福夫

縁

毎週火曜日
午後７時30分～

午後９時30分
村民センターホール

健康に楽しく！をモットーに“よ
さこい”を踊り、村内外のイベン
トや施設の慰問などを行っていま
す。誰でも歓迎、一緒にやりま
しょう （^〇 ^）/

7,850円
（スポーツ
安全保険料込）

宮川美代子

峰丈流
空手サークル

毎週火曜日
午後７時～午後９時
（祝日は休）
転作センター

運動が苦手でも続けていくことに
よって自然に身体能力や筋力が身
につくようになります。お気軽に
見学や体験にお越しください。

3,240円（月） 篠原　利之

ふいちゃ
おーず

毎週水曜日
笑ん館

童謡、唱歌、懐メロ等を合奏、独
奏などで楽しく練習しています。
ハーモニカを始めたい人、ぜひ笑
ん館に顔を出してください。

無料 古畑　益朗

KISO源流

毎週金曜日
村民センター

親子で鳴子踊り、各地区のお祭り
やイベントで踊ります。子どもは
学校以外の所でコミュニケーショ
ンがとれ、ステージで踊ることで
自信がつきます。大人は健康のた
めの体力作りにもなります。

5,000円 奥原小百合
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名称 活動日・場所 活動内容・PR 会費 代表者

スポーツ
吹き矢
サークル

毎月第１、２、４
火曜日
転作センター

スポーツ吹き矢は誰でも気軽に楽
しめるスポーツです。呼吸法によ
り健康にもつながりますので是非
見学に来てください。初めての人
でも歓迎です。

1,000円（月） 原　　　猛

奥木曽湖
ワンダリング
クラブ

5月～10月
月１回
味噌川ダム

味噌川ダムの自然を楽しむカヌー
ツーリングです。カヌー初心者の
方でも安全に参加できます。興味
のある方はぜひ参加してみてくだ
さい。

無料 青木　正昭

小木曽
コーラス

毎週火曜日
午後８時～午後９時
（冬季休み）
老人福祉センター

年３回のステージ発表を目標に毎
週火曜日に老人福祉センターで練
習しています。アットホームな雰
囲気で和気あいあいと活動してい
ます。一緒にうたいませんか？

無料 西野さつき

スコップ
三味線

毎月第１、３火曜日
午後１時30分～

午後４時
村民センター

活動２年目となります。経験の有
無を問わず年齢も関係なくどなた
でも演奏できます。スコップ、栓
抜き等道具は会でも注文を受けま
すので関心のある方は連絡くださ
い。練習の見学も大歓迎です。

必要に応じて 田上　仁美

コール
やぶはら

４月～６月
８月～11月
毎週木曜日
村民センター

楽しく歌うことをモットーに、合
唱祭に向けて練習をしています。

15,000円 翁像　愛子

木祖村
手話サークル

毎週火曜日
午後１時30分～

午後４時
木祖村保健センター

簡単な手話を学びながら楽しくお
しゃべりしています。耳の遠い人
への理解が広がるよう、交流会等
の楽しい活動もしています。楽し
い会です。少人数でやっていま
す。手話の後はにぎやかにお茶会
をやっています。

必要に応じて 柳川　悦子

輪い和い
倶楽部

隔週水曜日
午後７時30分～

午後９時
村民センター

西アフリカの音楽を楽しんでいま
す。今年はメンバーも入れ替わ
り、気分も一新‼基礎からじっく
り取り組みます。

1,000円 織田　優希

モデラート
土曜日（不定期）
村民センター

歌いたい、一緒に歌うと楽しい、
そんな人たちの集まりです。お子
様を連れての参加も大歓迎です。

3,000円 古井　桂子

薮原
カメラクラブ

奇数月１回 月例会、屋外ギャラリーや木曽文
化協会への展示等。
自分で撮った写真大きく伸ばして
飾ってみませんか。

7,000円 翁像　秀雄

※順不同

◇お問い合わせ：公民館事務局（☎36-3348）
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　野山の木々の芽吹きや梅や桜の開花等、一年で最も過ごしやすい季節が巡ってきました。今月
は各分館の令和元年度の主な事業計画をお知らせします。村民の皆さんが生きがいを持って元気
で日々の生活を送っていただけるよう事業計画を基に活動に取り組んで参りますので今年度も本
館・各分館の活動にご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

◆ご存知ですか木祖村のこと・・・答えは次ペ－ジ

１．木祖村役場の標高は何ｍ？　　２．水木沢天然林の水は□の名水百選に選定された？

分館長：永瀬　健弘　　　副分館長：青木　利徳　　　主事：草刈　成雄
新たな分館委員も加わり一年間の活動がスタ－トしました。昨年実施した活動に加え新たな活
動も計画中です。小木曽区民皆様大勢の参加をお待ちしています。

月 事　業　名 事　業　内　容

４ 境峠環境整備 ゴミゼロ運動

６ マレットゴルフ大会 分館合同の大会

８ マス釣り大会 こだまの森で開催

９～10 切り絵教室 ３回予定

10 料理教室 老人福祉センターで開催

10,11 文化祭 準備、展示、運営 （いわな釣り大会：Ｈ30年度）

小木曽
分館

分館長：村井　千秋　　　副分館長：牛丸　昭　　　主事：柳川　浩司
薮原分館の運営委員の構成も大きく変わります。新時代のスタ－トと共に新たな取組み等計画
していますのでご協力をよろしくお願いします。

月 事　業　名 事　業　内　容

６ 分館清掃 転作センタ－の清掃

９ マレットゴルフ 分館行事

10 ミニ運動会 自治協議会に運営協力

10,11 文化祭 準備、展示、運営

11 ソバ打ち教室 住民参加で実習、試食

～11 マカロニア－ト教室 体験教室、展示会出展

２回 分館便り発行 分館活動広報の発行

未定 研修旅行 一般参加も含め検討

通年 各サ－クル サ－クルへの協力

通年 公民館活動の啓発 地域との交流

薮原
分館

（マカロニア－ト教室：Ｈ30年度）

公民館だより
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◆ご存知ですか木祖村のことの答え・・・１．923ｍ　　２．平成

分館長：奥原　加志子　　　主事：奥原　利明
春のマレットゴルフ、夏のカラオケ大会、秋の研修旅行と大変好評なので本年度も一人でも多くの
皆さんに楽しんでいただけるように内容を充実させていきます。ソバ打ち試食会もありますよ‼

月 事　業　名 事　業　内　容

５～７ 趣味の会 手芸・工芸

７ 公民館の清掃 館の内外

８ カラオケフェスティバル 自治会と共催

10 菅地区運動会 自治協議会に協力

10,11 文化祭 準備、展示、運営

11 研修旅行 地域の人との親睦を深める

12 ソバ打ち講習会 ソバ打ち体験 （ソバ打ち講習会：Ｈ30年度）

菅
分館

分館長：松原　秀幸　　　主事：海戸　昭彦
吉田分館は戸数38戸の小さな分館です。区民のみなさんが元気が出る福寿草や花壇作り、又
信州花フェスタの研修等活動を行います。

月 事　業　名 事　業　内　容

４～６ 環境整備 花壇、環境の整備

９ 敬老会 区を挙げてお祝い

10 吉田地区運動会 自治会に協力

10,11 文化祭 準備、展示、運営

未定 分館研修 運営委員会で検討

（菅地区との合同運動会：Ｈ30年度）

吉田
分館

分館長：青木　求　　　主事：田上　利久
サツマイモづくり・料理教室・文化祭展示物作成等の行事を計画していきますので、わら原分
館事業に多くの方のご参加をお願いします。

月 事　業　名 事　業　内　容

５ 菊作り 展示会に向けて準備

５～９ 農業体験 畑で作物作りへ挑戦

７ 料理教室 夏バテ予防料理

９～10 薮原地区ミニ運動会 自治会と主催協力

６～10 作品作り 小学生、その他の作品作り

10,11 文化祭 準備、展示、運営

12 しめ縄作り・年越しそば 伝統技術・技能を学ぶ （年越しそば：Ｈ30年度）

わら原
分館
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Ｑ　なぜ届出制度ができたのですか？�

A　森林の所有者が分からないと、
　　①行政が森林所有者に対して助言等ができない
　　②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
　　�ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年４月から森林法に基づく森林の土地の
所有者となった旨の届出制度が創設されました。なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が
確定されるものではありません。

Ｑ　どのような場合に届出が必要なのですか？�

A　�個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※１の土地を新た
に取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんの
で、面積が小さくても届出の対象となります。

　　�ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※２を提出した場合には、森林の土地の所有者届
出は不要です。

　　※１�　都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地

が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

　　※２�　国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。（市街化区

域：2,000㎡�その他の都市計画区域：5,000㎡�都市計画区域外：10,000㎡）

Ｑ　どのように届出を行うのですか？�

A　�所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、
財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出を
する必要があります。

Ｑ　どのような届出書を提出するのですか？�

A　届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
　　①その森林の土地の位置を示す図面（任意の図面に大まかな位置を記入）
　　② その森林の土地の登記事項証明書（写しでもよい）、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、

土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
　　※�届出書の様式は木祖村HP「産業・観光→林業→森林の土地の所有者届出制度について」のページ内にあり

ますのでご利用ください。

Ｑ　届出を出さないとどうなるのですか？�

A　届出をしない、又は虚偽の届け出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

　森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、１

ha超（木祖村は森林整備保全重点地域に指定されているため0.1ha）の林地開発を行う場合は知事の許

可が必要です（保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です）。

お問い合わせ　　木祖村役場　農林課（林務係）　☎36-2001

森林の土地を取得したときには
　　 が必要です
～森林の土地の所有者届出制度の概要～
届出
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木祖村の補助制度 村で実施する個人等への補助制度の概要です。
詳細は各担当にお問い合わせの上、ご活用ください。

2019年４月現在
【子育て世帯への支援】

制度名 対象者 事業内容 担当課

木祖村奨学金
高校・短大（専門学校）・４年制大学に進学
した子がいる家庭

進学した学校の正規の就学期間中、奨学金を
貸与

教
育
委
員
会
事
務
局

木祖村居住希望者
奨学金

村内に住所を有する者若しくは保護者が村内
に住所を有する者であり、将来木祖村に居住
する意思を有する方

進学した学校の正規の就学期間中、奨学金を
貸与
卒業後、３年以上木祖村への居住で償還を免
除

教育資金借入
利子補給制度

教育資金として、一定額を証書で借り入れた
家庭

借り入れをした教育資金について、一定の利
子補給
50万円以上～200万円の借り入れに対し、
正規の就学期間中に限り、利息の２％相当部
分を補填する。借り入れ利率が２％以下の場
合はその利率を補填する

就学援助補助金
村内に住所を有し生活保護法に規定する要保
護者、準要保護者で村民税非課税世帯等一定
要件に該当する方

経済的理由によって修学困難と認められる児
童及び生徒に対し就学援助補助

私立高等学校等
生徒奨学補助金

私立高等学校等に生徒が在籍している保護者 生徒１人について年額20,000円を補助

風しん予防接種 ①�妊娠を予定している方と同居家族
②�妊婦の同居家族

上限5,000円を補助（１人1回まで）

住
民
福
祉
課

プレママサポート
事業

村内に現に住所を有し出産後も引続き住所を
有すると見込まれる妊産婦

妊婦検診14回分、超音波検査４回分を補助
※�妊婦歯科検診について上限3,500円を補
助。また、母親の産後２週間健診及び１ヶ
月健診に関して１回5,000円を上限に補助

不妊治療助成事業

①�夫婦の双方または一方が村内に１年以上居
住し、かつ双方が現に村内に住所を有して
いる方

②�夫婦間に第１子、第２子が無く、申請年度
内に医療機関で適切な不妊治療を受けてい
る方

医療機関において不妊治療を受けるための費
用の総額の50％に相当する額を補助（上限
30万円）

新生児聴覚検査
村内に住所を有する保護者が出産した新生児
とし、保護者が新生児聴覚検査を希望し医療
機関において検査を受けた方

上限　8,000円を補助（１人１回まで）

おたふくかぜ
予防接種

１歳から３歳の方 上限　5,000円を補助（１人１回まで）

ロタウイルス
予防接種

生後２か月から６か月の方 １回5,000円を補助

インフルエンザ
予防接種

生後６か月から12歳以下の方
13歳以上15歳以下（中学３年生）の方

年１回　2,000円を補助
年１回　1,000円を補助

チャイルド
シート貸付事業

養育又は保護をしている６歳未満の幼児を乗
用させて自動車を運転する必要のある方

チャイルドシートを無償で貸付

チャイルドシート
購入補助金

村内に住所を有し平成29年４月１日以降第
１子を出生し、出生届を提出した方（上記貸
付事業による貸付者は除く）

チャイルドシート購入のための費用を補助
（上限30,000円）

ベビーカー
購入補助金

村内に住所を有し第１子を出生し、出生届を
提出した方

ベビーカー購入のための費用を補助（上限
30,000円）

母乳相談等事業
出産日より１年６ヶ月以内の方 医療機関等で授乳相談を利用した際の費用に

ついて、１回3,000円を上限に、３回まで補
助
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制度名 対象者 事業内容 担当課

一時保育事業

小学校就学前の満１歳以上の未就園乳幼児 一時的な保育、保護者等の傷病等による緊急
保育を実施
利用料　　１時間400円
利用時間　８時30分～16時

住
民
福
祉
課入学祝金 村内に住所を有し、木祖小・木祖中学校に入

学する児童・生徒の保護者
小中それぞれ入学時に10,000円

【健康と福祉】

制度名 対象者 事業内容 担当課

健康ポイント
カード事業

20歳以上の方 村の集団健診や各種教室参加時にポイント付
与し年度内に貯まったポイントに応じて特典
（木祖村商工会商品券＋検診クーポン券）

住
民
福
祉
課

高齢者
インフルエンザ
ワクチン予防接種

①�満65歳以上の方（接種を受ける時点での
満年齢）

②�満60歳以上65歳未満の心臓や腎臓、呼吸
器に重い病気がある方

1,500円を補助（１シーズン１回まで）

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

①�定期接種対象者
　�65・70・75・80・85・90・95歳の方
②�定期接種対象者以外で、過去５年間に肺炎
球菌ワクチン接種をうけていない65歳以
上100歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器
に重い病気がある方

上限3,000円を補助（１人1回まで）

各種がん検診補助 40・50・60・70歳の重点年齢の方 受診料は無料

ヘルスアップ
健診補助

20歳から39歳の方で生活習慣病健診を集団
検診で受診した方

受診料は無料

福祉医療費給付金
事業

〇�出生の日から、18歳到達後最初の３月31
日までの間にある方

〇�身障手帳１～３級をお持ちの方
〇�療育手帳をお持ちの方
〇�精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
〇�65歳以上で国民年金法施行令別表程度の
障がいの状態にある方

〇�配偶者のない方またはこれに準ずる方で、
18歳未満（または高等学校等卒業まで）
の児童を扶養する父または母及びその児童

〇�父母のいない18歳未満（または高等学校
等卒業まで）の児童

医療費の一部を公費で負担

紙おむつ類
購入費助成金

在宅で生活している要介護１以上の認定を受
けた方で、常時紙おむつ類を必要とする方

認定者１人につき年間３万円

緊急通報サービス
事業

65歳以上で一人暮らしの方、その他村長が
必要と認めた方

病気や事故の際などに迅速な救援体制をとる
ためのシステムの設置費と利用料のほぼ全額
を公費負担

高齢者特殊詐欺
被害防止装置
購入費補助金

65歳以上の方を含む世帯 特殊詐欺被害防止装置を購入した対象者へ購
入費の1/2を補助（上限6,000円）

人間ドック
助成事業

①�35歳以上の国保加入者
②�75歳以上の後期高齢者
※�すでに村の特定健診を受信した方、滞納が
ある方は対象になりません

・基本ドック日帰り
　７割を補助（上限30,000円）
・基本ドック一泊二日
　７割を補助（上限45,000円）
・脳ドック
　７割を補助（上限5,000円）
・脳ドック、基本ドック併用
　７割を補助（上限3,000円）
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【結婚支援】

制度名 対象者 事業内容 担当課

結婚支援事業

20歳以上の独身者（再婚希望者可）で次の
いずれかに該当する方
①�村内に在住している又は村内の事業所に在
勤している方

②�村内又は木曽郡内に在住する予定の木曽郡
内、近隣市町村、友好提携都市の方

③�木祖村出身の方

「源気出会いサポートセンター」及び「なが
の結婚マッチングシステム」の登録や紹介等
にかかる費用を補助

住
民
福
祉
課

結婚支援事業補助金
団体または個人で、村長が適当と認めた方 村内で実施する、独身の男女を対象としたイ

ベントやセミナーに要する費用を補助（上限
５万円・同一の事業者に対して３回まで）

結婚祝金
①�夫婦のいずれかが木祖村に居住しており、
婚姻届提出後、木祖村に居住する夫婦

②�上記に準じて村長が適当と認めた方

村内に居住する夫婦１組につき10万円を支
給

結婚新生活支援
補助金

婚姻日における年齢が34歳以下で対象とな
る住居が村内にあり、前年の所得が夫婦合わ
せ340万円未満の新婚世帯

住宅の購入や賃借、引越に係る費用について
補助（上限30万円）

【環境への取組み】

制度名 対象者 事業内容 担当課

リサイクル事業
補助金

村民及び村長が適当と認める非営利団体で、
生ごみ処理容器もしくは家庭用生ごみ処理機
を購入し、生ごみを自家処理する方

購入金額50％に相当する額を補助（上限
２万円）

住
民福

祉
課

【鳥獣被害対策】

制度名 対象者 事業内容 担当課

有害鳥獣被害
防除対策補助金

農作物等の鳥獣被害防除を目的とする個人
で、以下の対象品を購入、設置した方
①�野猿、猪等防除用電気牧柵
②�防鳥、防獣用ネット

購入金額の一部を補助
個人：購入費の30％　上限３万円
団体：購入費の85％　上限20万円

農
林
課

【安心安全の家づくり】

制度名 対象者 事業内容 担当課

木造住宅新築等
補助金

村内に木造により新築又は増改築を行う方、
または建売新築住宅を購入する方

工事部分延べ床面積3.3平方ｍ当たり１万円
を補助（上限70万円）

商
工
観
光
課

安心エコ住宅
リフォーム補助金

村内の施工業者により住宅の安心エコリ
フォームを行った方

工事金額が50万円以上の安心エコリフォー
ムに対し、工事金額の一部を補助
（安心エコリフォーム：工事金額の10%上限
20万円）
（太陽光発電：発電１kwあたり３万円上限
15万円）

耐震診断

①�昭和56年５月31日以前に着工された住�宅
②�木造在来工法の住宅
③�長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

あらかじめ長野県に登録された耐震診断士を
市町村が派遣し、地震に対する安全性を確
認、耐震診断士の派遣に要する費用の100％
を市町村・県・国で補助

総
務
課耐震改修補助金

精密耐震診断の結果、やや危険または危険と
診断された住宅

耐震改修の工事金額を市町村・県・国が補助
（上限100万円）
（工事例：建て替え工事、壁を増やす工事、
筋交や合板で補強する工事、接合部を金物で
補強する工事　など）

空き家活用事業
補助金

空き家バンクに登録し空き家を貸す（売る）
ための家財道具の運び出し、清掃等を行う所
有者

家財道具の運搬処分や清掃に係る費用を補助
（上限10万円）
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制度名 対象者 事業内容 担当課

空き家改修事業
補助金

空き家バンクを通じて、賃貸・購入をした住
宅の入居者

賃貸・購入した空き家の改修に係る費用を補
助（上限50万円） 総

務
課老朽空き家対策

事業補助金
村内の施工業者により建て替え目的以外で、
解体しようとする空き家の所有者

空き家の解体撤去費用を補助（上限50万円）

【移住促進への取組】

制度名 対象者 事業内容 担当課

移住定住促進事業
水道料金補助金

直近３年以上村内に住所がなく、新築、購
入、賃貸等により村内に住居を構えた方（村
営住宅は除く）

転入後より、12回分の水道料を補助

総
務
課

移住定住奨励金

直近３年以上村内に住所がなく、住宅を新
築、購入により取得し、所有権登記を行い、
５年以上の定住の意思をもって村に住所を移
した世帯の世帯主

奨励金として50万円を支給

【各団体への補助】

制度名 対象者 事業内容 担当課

地域づくり活性化
事業補助金

・自治会および地域自治協議会
・住民が組織する団体

地域活性化に係る事業についての補助金（上
限10万円）

総
務
課

開村130周年冠事業
補助金

住民が組織する団体で活動拠点が村内にある
団体

開村130周年を記念して行う事業についての
補助金（上限５万円）
※�地域づくり活性化補助金と併用の場合上限
３万円（２つ合わせて13万円）

防犯灯設置補助金 自治会 自治会で管理する防犯灯の設置、更新にかか
わる費用を補助（上限３万円）

ごみステーション
設置補助金

自治会、隣組等 ごみステーション設置10万円、生ごみリサ
イクル容器の設置及びステーションの軽微な
改修は3,000円を補助

住
民福

祉
課

【村民の生命及び財産を保護するための補助】

制度名 対象者 事業内容 担当課

危険木除去事業
補助金

立木所有者及び立木所有者の同意を得た個人
又は団体

住宅等へ倒木の恐れのある立木の除去費用の
一部を補助
（個人申請：補助率
　　　　　要した経費の50％以内
　　　　　限度額　250千円
団体申請：補助率
　　　　　要した経費の85％以内
　　　　　限度額　500千円
交付額に1,000円未満の端数が生じたとき
は、これを切捨てる）

農
林
課

【観光施設利用促進への取組】

制度名 対象者 事業内容 担当課

奥木曽湖利用促進
補助金交付事業

奥木曽湖の湖面でレガッタ、ボート、カ
ヌー、サップなどのスポーツを実施し、村内
の宿泊施設等で合宿を行う村外の企業、学校
等のクラブ団体

奥木曽湖の湖面で水上スポーツを実施し、村
内の宿泊施設で宿泊した村外の学生・企業等
のクラブ団体（奥木曽湖で活動し、村内宿泊
施設で合宿する10人以上の団体）に補助金
を交付する
（補助金額：１人に対し、１泊３千円の補助
金を交付します。ただし、１団体につき10
万円を限度とします。）

商
工
観
光
課
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地域おこし協力隊活動日記⑩
　皆さん、こんにちは。大沢理沙です。冬に眠っていた色が一つずつ蘇るの
が目に見えるように、生命感の感じる季節となりました。そして６月開催木
曽ペインティングス「夜明けの家」の開幕も近づいて参りました。初日６月
６日（木）は、大銭屋、大つたや、新大坂屋、南寿屋、藤屋、大半、江戸枝
屋と巡回し一軒ずつ、屋号看板を掲げるセレモニーを行います。木祖産業協
同組合、木祖村の子どもたちと手を重ね作り上げた屋号看板が掲げられる瞬間をぜひ、皆さん
と見上げたいなと考えております。よろしくお願いいたします。空き家の所有者に承諾を得て
清掃作業を去年から重ねてきました。ものと埃で覆われた空間で見えなくても、清掃してゆく
とその家の流れていた当時の面影の片鱗が現れ、はっと見えてくる瞬間があり不思議な気持ち
になるとともに扉が閉ざされていたことで温度が保たれていたことを実感しました。長年扉が
閉ざされてきた建物たちも久しぶりに扉を開け、咳払いをするように埃を吐き出しました（近
隣の皆様、ご迷惑おかけしました。ありがとうございました）。そして新しい外の空気を吸い込
みました。「空き家の管理」と考え出すと難しいことのように思えますが、今回向きあってきた
５軒が、扉が開くことで薮原の中で距離が縮まったら嬉しいです。屋号看板により５軒が「空
き家」という名でなく、今まで紡いできた歴史ある屋号を繋げることができ嬉しいです。長年
の眠りから覚めた地域の魅力を、２度寝させないためには、継続的な活動が必要になり、これ
は地域の皆さんと織り手と紡ぎ手となって心地よい関係性をともにつくってゆきたいです。今
後ともよろしくお願いいたします。６月６日（木）から開催の「夜明けの家」では、ツバメの
屋号看板を目印に屋号を口ずさみながら、薮原宿を廻ってお楽しみください。� 大 沢 理 沙

『夜明けの家～寝覚めに紡ぐ宿場町の夢～』
会期：６月６日（木）～６月22日（土）
展示会場：大銭屋・大つたや・新大坂屋・南寿屋・江戸枝屋・大半（空き地）
時間：10時～18時

～�イベント�～

６月６日（木）『フジタパレード』８時30　鳥居峠
　明治45年、フランス渡航を翌年に控
えた若き日の藤田嗣治は友人と二人で木
曽を訪れ三日間過ごします。出迎えたの
は湯川酒造店当主・十三代九郎右衛門。
滞在中は鳥居峠を散策し極楽寺の住職と
飲み明かし、地域の名士たちとの交流を
楽しみました。その時に残した掛け軸や
天井画などは今も薮原宿に残されていま
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地域おこし協力隊活動日記⑩

すが、そのことを知る人がほとんどいないのが現状です。地域の記憶を埋もれさせてはいけま
せん。ならば私達で記憶を繋いでいこう！ということでフジタの扮装をしてかつて彼の歩いた
道を歩きます。６月６日（木）は、丸眼鏡をかけ歩きましょう！勇気のある方は、チョビヒゲ
とおかっぱのご準備を（普段着でもお気軽にご参加ください）。

６月６日（木）『ツバメ屋号看板設置セレモニー』10時～　笑ん館集合
　ツバメ屋号看板プロジェクトは家の歴史である屋号
を次世代に引き継ぎたいと、木祖産業協同組合や木祖
小学校・木祖中学校の協力のもと進めてきました。子
ども達の文字が入り完成した看板をオープニングで展
示会場に設置します。開会式の後、大銭屋→大つたや
→新大坂屋→南寿屋→藤屋→大半→江戸枝屋と看板を
設置しながら薮原宿の屋号や歴史のお話が聞けます。

６月６日（木）【オープニングパーティー】18時半～20時半　転作センター和室
　地域住民と参加アーティストの交流の場、どなたでも参加できます。（参加費￥500）

６月８日（土）【ドキドキシティーボーイズ&ふいちゃおーズ・ライブ】11時　大つたや
　木祖村で活動するハーモニカグループ「ふいちゃおーズ」とアーティスト菊地風起人と近藤
太郎のユニット「ドキドキシティボーイス」がタッグを組み、宿場町に幸せのメロディーを響
かせます。

６月９日（日）【音楽イベント】11時　大つたや
【出演】こなかかなこ／カリカリロール／森拓馬／mochazaw／游×Motomu�Miura

６月８（土）・９日（日）【藤田嗣治作品巡り】13時　極楽寺集合
極楽寺／湯川酒造店／米屋

　パリに発つ１年前、若き日の画学生だった藤田嗣治が薮原宿に逗留し残した作品を特別に鑑
賞できるツアー。この機会にぜひご高覧ください。※極楽寺は拝観料として別途200円がかか
ります。また、法事等が入った際は鑑賞できない場合があります。

協力　㈱湯川酒造店・極楽寺・澤頭�修自

６月８（土）・９（日）・15（土）・16（日）・22（土）【つばめ市場】
薮原宿街道沿い（笑ん館駐車場／転作センター／藤屋／大つたやなど）

　展覧会の週末５日間だけ街道に市場が出現します。村内外から美味しい食べ物や素敵な商品
が集まります。ぜひお越しください。
　出店　�㈱湯川酒造店／彩会／ALPEN／シンフォニー／チアフルベル／北川�聡（やまに工房）

／脇田行人窯／すてひろ市／ふるもの市／ピッァニア（ピザ）／木村真理（料理家）
／BINB .�K B （木工クラフト）／Nasturtiun（アクセサリー)

協力　木祖産業協同組合・NPO 法人　
木曽川・水の始発駅
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地域おこし協力隊活動日記⑩

６月２日（日）ワークショップ「すきまから、色々」13時～16時　笑ん館
講師：高澤日美子さん

　メキシコ人参加作家・ベアトリス・サンチェスさんに関連したワークショップ。
　コピー用紙で隙間を作り、様々な色をその隙間から見せます。

コラボレーション　湯川酒造店　×　鬣恒太朗／義家麻美／奥谷風香
　地酒・湯川酒造店のオリジナル「木曽路」ラベルを限定販売します。
　取扱店舗：�ヤマロク酒店／原酒店／まると／古畑酒店／丸五小林商店／

十石屋米酒店／道の駅きそむら

①�木曽路三割麹純米酒の原酒バージョンです。通常より米こうじの使用割合を高めて醸してい
ます。米こうじ由来の濃醇な味わいと複雑味を感じるお酒です。通常商品は加水してアル
コール分を調整した後１年熟成で販売していますが、限定酒として４月にしぼったばかりの
新酒の原酒 Ver. を販売いたします。
　原料米：長野県産ひとごごち　　精米歩合：70％　　アルコール分：18度（原酒）
②�通常ラインナップとしては販売していない隠れスペックを、「夜明けの家」用に生貯蔵酒と
して限定瓶詰めしました。生貯蔵により蓄えた旨みと米味をしっかり感じるジューシーな仕
上がりのお酒です。
　原料米：長野県産ひとごごち　　精米歩合：60％　　アルコール分：17度（原酒）
③�いいお酒だけど、いつお披露目しようかな～と考えながら、大切に冷蔵庫に貯蔵して飲み頃
を探っていた２年熟成純米酒（2016酒造年度醸造）。時間と温度によって熟成酒の表情は大
きく変わります。滑らかさと、奥行きの広がり、そして熟成により蓄えられた濃密な旨み。
人の手で時間を早めることができないのが、熟成酒の魅力です。
　原料米：長野県産ひとごごち、美山錦　　精米歩合：55％　　アルコール分：16度（原酒）

地域の商店　×　菊地風起人／岩熊力也
　アーティストのデザインしたポスターに
商店の方が思い思いに書き込みをしたポス
ターが村内外の壁を彩ります。宿場町を散
策しながらポスターを探してみてくださ
い。

②作家：奥谷風香
①作家：義家麻美 ③作家：鬣恒太朗

自由に言葉を入れてください
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地域おこし協力隊活動日記⑩

GWアーティスト滞在記

新大坂屋の２階の清掃作業を実施。長年ぶり
に扉が開き。建物も春の新しい空気を深呼吸
しました。

谷口智美さんは、木曽で採集した土を使い
ニッチな空間を巣の様に変貌させていきま
す。� （大つたや）

伊藤美緒さんは部屋に残されていた写真を手
掛かりに障子紙を使って透ける絵画を制作。
� （大つたや）

新野伽留那さんは、壁に貼られたポスターな
どと共に絵画をディスプレイしていきます。
� （大銭屋）

池上怜子さんは部屋に残されていた衣類とミ
シンを使いパッチワーク作品を制作します。
� （南寿屋）

中国からの留学生である金海生さんは木曽で
手に入れた古材に絵画を制作していきます。�
� （大銭屋）
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地域おこし協力隊活動日記⑩

５月15日（水）屋号看板設置のための L字
型の鉄骨を木祖産業協同組合の職人方が取り
付けました。

青木鉄工の青木広成さんが、鉄骨を手がけま
した。街道と建物の色合いに合うように、丁
寧に塗装をしていただきました。

鉄骨を取り付ける、上村誉典さん、岩原久光
さん、牛丸宜信さん。

江戸枝屋と新大坂屋の壊れた玄関扉の修繕を
手掛ける手塚建築の手塚和喜さん。

新大坂屋の展示を手掛ける岩熊力也さん。 開かずの扉だった新大坂屋をGWに清掃。

新大坂屋２階で展示する池上怜子さん新大坂
屋。

大つたやの２階で展示する船井美佐さんが、
家族と清掃作業。
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地域おこし協力隊活動日記⑩

　初めまして。
　この４月より木祖村地域おこし協力隊に着任いたしました�
田中優子と申します。
　埼玉県川口市より参りました。
　木祖村に来て思ったことは当たり前すぎますが、まず「寒
い」ということです。
　１月２月に見学や面接等で来た時には何故か気温が割と高
く寒さは気にならなかったのですが３月末に転居してきた際
は、寒かった！やっぱり信州だわ～！
　以前に長野の別の場所で一年間暮らしたことがあったので
寒さには慣れているかと思いましたが、木祖村の方が寒いようですね。
　とりあえずは、暖かくなりホッとしています。

　仕事内容ですが現在、道の駅でお仕事しております。
　GWは忙しく大変でしたが、だいぶ業務にも慣れてきました。
　今後、秋には加工所ができるのでそれに伴う業務とプラス農業もやっていく予定です。

　農業には特に関心があります。
　以前も一年だけですが、長野の別のところで農業を
やっていました。
　人の「食」に関わる「農」と、どう向き合っていくか
自分自身の今後の人生を通しての課題のひとつとなって
いくと思います。

　実際に生産者ではなくいち消費者だったとしても知っておかなければならないことは多々あ
ります。
　諸外国では禁止になっている農薬が日本では使用可になったり、農業の話から少しずれます
が食品添加物等のことなどその他諸々ございます。諸々を知ったうえで、どう動くかは個の自
由です。でも、少なくとも知ることは必要です。

　さて、人の行動には動機や土台あるいは源となる何かがあるかと思います。（個人に限らず
ですが）個にしろ企業にしろ、おおもとに何があるかで先々の結果は変わってくると思いま
す。
　おおもとについて、たまに見つめ直しつつ動いていきたいです。
　そうは言っても、ぶれぶれになることは多々あると思いますが…。人間だもの。

　今後、いろいろ勉強していきたいです。
　どうぞよろしくお願いいたします。

よろしくお願い
します

田中　優子�さん
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春の交流バスツアー挙行☆

　４月27日（土）、今年も中山道春まつりにあわせ「第８回
交流バスツアー」を実施しました！大型バス１台、総勢44
名で春の御嶽山や薮原宿散策、そしてマルシェなどでの旬
の味を楽しむことができました。悪天候でロープウェイ乗
車はできませんでしたが、バス車内での楽しい催し（方言
など）で大盛り上がりの一日となりました。お迎えいただ
きました皆様、本当にありがとうございました。

新元号“令和”記念植樹を行いました！　中山道鳥居峠観光宣伝協議会主催

地域発元気づくり支援金活用事業
　令和元年５月１日（水）、鳥居峠石畳遊歩道周辺（奈良井側
と薮原側）にカエデの記念植樹を行いました。
　今後も関係者で鳥居峠の美しい景観を保持し、多くのウォー
カーの皆さんが楽しんで鳥居峠越えができるよう、誘客と景
観形成を推進していきます。

４月27日（土）中山道春まつり盛大に開催！

　今年も塩尻市との連携に
より鳥居峠を活用した「中
山道春まつり」を開催し、
JRさわやかウォーキング
や東海地区木祖村人会バス
ツアーなど多くのお客様を
迎え入れました。

　春とは思えない冷え込みでしたが、特産品販売や振る舞い、おもてなし等により鳥居峠や薮原宿場内は多
くの人が行き交い、盛況な一日となりました。

ニ ュ ー ス レ タ ー木祖
観 協
村
光 会

おんたけロープウェイ前で
集合写真☆

東海地区木祖村人会第９回通常総会
令和元年９月22日（日）開催予定です。ご予定お願い致します。

東海地区木祖村人会事務局からのお知らせ

記念植樹参加者の集合写真

鳥居峠でのお六櫛実演 盛況だったマルシェ
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軽自動車税の納税証明書（車検用）について  

　平成31（令和元）年度の自動車税及び軽自動車税の納期限は明日５月31日（金）です。
　納付はお済みでしょうか。
　軽自動車の車検を受けるときには、軽自動車税の納税証明書が必要となります。下記のとおり交付されま
すので、車検証と一緒に大切に保管してください。
納付書で納税された場合（※図１参照）
　領収書についています。納税された際、領収印が押印され、納税証明書として有効になります。
口座振替で納税された方（※図２参照）
　６月上旬に、「軽自動車税納税証明書（継続検査用）及び、軽自動車税振替納付済通知書」（はがき）を別
途送付します。

（図１）納付書で納税された場合 （図２）口座振替で納税された場合

　なお、納税証明書を紛失した場合、または郵便振込や納期限後に送付される督促状で納付され、納税証明
書が交付されなかった場合は、役場で再発行いたします。車検証をお持ちのうえ、役場総務課税務係までお
越しください。
　なお、郵送を希望される場合は、申請書、車検証の写し及び切手を貼った返信用封筒を同封して、役場総
務課税務係まで郵送にて請求ください。

お問い合わせ
自動車税：中信県税事務所木曽事務所　☎0264-25-2216（直通）
軽自動車税：木祖村役場総務課税務係　☎0264-36-2001（代表）

平成31（令和元）年度分個人住民税の納期限について  

　個人住民税の普通徴収分納付書の発送は６月中旬を予定しております。納付について下記の通りになりま
すので口座の残額確認等していただき、納め忘れがないようお願いいたします。

期別 納付書（納期限）
口座振替（振替日）

定期振替 再振替

１期 7/1 6/25 7/10

２期 9/2 8/26 9/10

３期 10/31 10/25 11/11

４期 1/31 1/27 2/10

の窓口税
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　薮原長寿会（会長武重 慧）は、去る３月13
日（水）女性部料理講習会と新加入歓迎会をお休
み処ときわとの共催で実施しました。
　当日は、女性部が中心となり、鰆のかぶら蒸
し、鶏ごぼう汁、スンキのかき揚げなど7品を作
りました。一方、本年度の長寿会の新加入を募集
したところ２名の方が参加してくれました。これ
で当会は総員99名となりました。
　当日は32名の方が参加して皆でつくった料理
をいただきながら懇親会の輪を広げました。（写
真は当日作られた一品料理です。）

　４月24日（水）ときわ集会場にて「おやすみ
処 ときわ」の総会が開催されました。
　ときわは、男性10名、女性32名の計42名（う
ち70歳以上が35名）の会員で構成され、とても
元気で活発的に活動を行っております。
　昨年度は、年間46日のイベントを実施し、包
丁研ぎをはじめ、手芸、健康教室、料理教室と幅
広い内容で開催しています。
　総会に参加している皆さんは、笑顔や笑い声
いっぱいで力強く、仲良しでとても暖かい雰囲気
を感じることができました。

　４月27日（土）やぶはら高原こだまの森に新しくオープンしたフッ
トボールコートでキックオフイベントを開催しました。オープニング
セレモニーでは唐澤村長はじめ９名の関係者によるテープカットが行
われ、セレモニー後は、早速木祖村と木曽町のフットサルチームによ

るクリニックや親善試合を行いました。また、関東リーグと東海リーグの各チームによるソサイチエキシビ
ションマッチも開催され、多くの方がソサイチの迫力に魅了されていました。今後、ソサイチのリーグ戦の
会場としてこだまの森を使用予定とのことです。また、事前予約をすれば、どなたでもフットボールコート
を使用することができます。

料理講習会と 新加入歓迎会開催 「おやすみ処　ときわ」の
総会が行われました！

フットボールコートの
キックオフイベントを
開催しました。
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　放課後児童クラブは、１年生11名、２年生
11名、３年生８名、４年生11名、５年生３名、
６年生４名、合計48名の登録がありました。
　４月１日（月）から３日（水）までの３日
間は長期休みであり、児童クラブは１日開所
しました。
　１年生は毎日４名の利用がありました。初めての環境で心配しましたが、

２年生や上の子ども達が優しく接して遊んでくれたのですぐ慣れ、楽しく過ごすことができました。
　平日の放課後は１年生が早く帰ってきましたが、お姉さん、お兄さんの来る時間を楽しみに待ってお
り、来ると抱きついて嬉しさを表現している姿が見られました。
　新学期が始まり、児童クラブも活気づい
ています。１年生から６年生までひとつの
クラスとして、仲間づくりに力を入れてい
きたいと思います。これから１年間、どん
な成長が見られるのか楽しみです。

「子育て支援センターにあそびに来てね！」

　子育て支援センターみやのもりでは、今年度も様々な講座や行事を開催します。
　今年度から『ハーバリウム講座』『ママヨガ講座』『アロマ講座』を新たに加え、親子で楽しみながらママ
達がリフレッシュできるような内容を充実させていきます。

　また、利用者さんからの要望も多かった、土
曜日の一時保育も開始します。（８時30分～13
時30分）詳しくは子育て支援センター（☎36-
1151）へお問い合わせください。
　まずは、子育て支援センターみやのもりに遊
びに行きましょう♪

「入園式」

　４月５日（金）、とちのみ保育園の入園式を
行い、今年度は新入園児23名を迎えてH31年
度がスタートしました。
　式の始まりでは、新入園児親子が軽快な曲に
合わせて元気に入場し、会場からは在園児や来賓の方から温かな拍手をもらい、笑顔もみえました。名前を
呼ばれると、恥ずかしそうにしながらも元気に返事をする子や笑顔で答えてくれる子など様々でした。
　今は、園生活にも少しずつ慣れ始め、園内を探検する子、お部屋のお人形で遊ぶ子、園庭に出て遊ぶ子な
ど、自分がしたい遊びをみつけて楽しんでいます。

みんなで、ハイポーズ‼
年少児（どんぐり組）

未満児（もも・ひよこ組）
新入園児

北分署の消防士さんによる
「救急法講座」

親子で身体を動かす
「親子運動教室」

みんななかまだよ！

保育園＆子育てセンターだより

放課後
児童クラブ

日記
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筆界特定・境界 ADR 合同相談会」
の開設について

１　相談会場及び相談日時
　⑴　長野地方法務局：
　　　長野市大字長野旭町1108番地
　　　毎月第３木曜日
　⑵　長野地方法務局松本支局：
　　　松本市沢村二丁目12番46号
　　　偶数月第４木曜日
　※各１時間単位とし、予約制とします。
２　相談費用：無料
３　相談の予約先
　　長野地方法務局不動産登記部門
　　地図整備・筆界特定室
　　☎026-235-6642
４　相談内容
　　�土地の境界をめぐる紛争の解決手段につい
て、解決手段の提示並びに当該手段の概要
（費用、効果及び処理期間等）及び利用方法

５　相談員：法務局職員、土地家屋調査士
６　その他
　⑴　�相談は、相談日の前々日（火曜日）まで

に予約が必要となります。
　⑵　�相談内容については、秘密を厳守しま

す。

地方独立行政法人長野県立病院機構
看護職員の募集について

●�採用予定職種：看護師・助産師
●�採用予定日：令和２年４月１日
　※�既に免許・資格を有する方につきまして
は、入職時期についてご相談に応じます。

●�受験資格：次のいずれの条件も満たす方
　①昭和35年４月２日以降に生まれた方
　②採用予定職種に係る免許・資格を有する方
　　（来春までに取得見込みの方を含む）
●�申込書類提出期限：
　第２回：令和元年８月５日（月）必着
●適性検査受験期限：
　第２回：令和元年８月15日（木）までに
　各自WEB上で受験
●試験日：個別面談
　第２回：令和元年８月25日（日）長野市
●お問い合わせ
　地方独立行政法人長野県立病院機構
　本部事務局人事課　採用担当
　☎：026-235-7156（直通）
　受付時間：９時～17時まで
　（土日祝日は除く）
　�詳しくは当機構のホームページをご覧くださ
い。

　商品の売買に使用したり、各種の証明行為に使用する「は
かり」をお持ちの皆さんは、２年に１回の定期検査を受ける
必要があります。
　今年度は木祖村を対象として、下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。

　なお、検査には手数料（検査代金）が必要となります。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。

日　時　　令和元年6月18日（火）午前10時30分から正午まで
場　所　　木祖村役場裏車庫

お問い合わせ　　木祖村役場 商工観光課　　　　　☎36-2001
　　　　　　　　長野県計量検定所 検定・検査課　☎0263-47-4006

お知らせ

取引・証明用に使用する

「はかり」「はかり」
の定期検査について

広報きそ 354号（令和元年 5月 30日発行）　　27



　５月12日（日）に小学校体育館で「開村130周年
事業第１部　健康福祉のつどい」を開催しました。
　当日は天候もよく、330名の方にご参加いただ
き、盛大に開催することができました。活動みほん
市では、村内の団体による出店が行われ、どのお店
も賑わっていました。
　健康測定会も行列ができていて、村民の方の健康
への意識の高さを感じることができました。
　開村130周年オープニングセレモニーとして行わ
れた長野県警察音楽隊・カラーガード隊による演奏
会では、開村130周年記念事業の幕開けにふさわし
い迫力ある演奏で、参加者の皆さんは元気な気持ち

広報きそ　354号（令和元年５月30日発行）
編集／発行：長野県木祖村　総務課
TEL：0264-36-2001　　FAX：0264-36-3344
ホームページアドレス：http://www.vill.kiso.nagano.jp
この広報誌は、地域に優しい再生紙を使用しています 

各種イベント行事で撮影した写真は広報きそ等で使用させていただく場合がございますのでご協力の程お願いいたします。

人　　口 男 女 世 帯 数

４月 2877（－20） 1344（－ 9） 1533（－11） 1116（± 0）

５月 2869（－ 8） 1343（－ 1） 1526（－ 7） 1116（± 0）

村民のうごき （　）内は対前月比

緊 急 当 番 医
月 日 医　院　名 町村名 電　話 月 日 医　院　名 町村名 電　話

6

2 下 島 医 院 木曽町 22-3238

7

7 奥 原 医 院 木祖村 36-2264
9 古 根 医 院 大桑村 55-1188 14 王滝村診療所 王滝村 48-2731
16 田 沢 医 院 木曽町 44-2008 15 原内科医院 木曽町 22-2678
23 池 口 医 院 大桑村 55-2002 21 芦 沢 医 院 上松町 52-2018
30 大 脇 医 院 上松町 52-2023 28 田 沢 医 院 木曽町 44-2008
変更になる場合がありますので、ながの医療情報Net（http://www.qq.pref.nagano.lg.jp）にてご確認ください。

「開村 130 周年事業第１部　健康福祉のつどい」が開催されました
になれたのではないかと思います。
　その後行われた「新木祖村健康体操」は、薮原・
小木曽・菅の文化・伝統を取り入れ、曲も新たに作
曲された体操で、楽しく体を動かすことができまし
た。
　鎌田實先生の講演では、「自分のことは自分で決
める」「失敗をおそれず、失敗をも楽しむこと」「鎌
田流の運動方法」「少しでもいいから今までの生活
を見直すこと」などたくさんのことを学ぶことがで
き、笑いありの楽しい講演会となりました。
　今回のイベントでは、多くの方に出店、ご参加い
ただき、ありがとうございました。


