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235235235

〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原354　大鹿村役場
 ホームページアドレス http://www.vill.ooshika.nagano.jp
 電子メールアドレス info@vill.ooshika.lg.jp



22

平成28年１月から、
社会保障、税、災害対策の行政手続で
マイナンバーが必要になります。

平成28年１月から、
社会保障、税、災害対策の行政手続で
マイナンバーが必要になります。

マイナンバーは次のような場面で使います。マイナンバーは次のような場面で使います。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。

社会保障 税 災害
対策年金

医療
労働
福祉

●年金の資格取得や確認、給付
●雇用保険の資格取得や確認、給付
●ハローワークの事務
●医療保険の給付の請求
●福祉分野の給付、生活保護　など

●税務当局に提出する申告書、届出
　書、調書などに記載
●税務当局の内部事務

　　　　　　　　　　　　　　など

●被災者生活再建支援金の支給
●被災者台帳の作成事務

　　　　　　　　　　　　　　など

毎年６月の児童手当の現況届の際に
市区町村にマイナンバーを提示します

1234・・・・・・

市区町村

厚生年金の裁定請求の際に年金事務所に
マイナンバーを提示します

1234・・・・・・

年金事務所

証券会社や保険会社等にマイナンバーを
提示し、法定調書等に記載します

1234・・・・・・

金融機関 顧客の個人番号を法定調書等に
記載して税務署などに提出します

勤務先にマイナンバーを提示し、
源泉徴収票等に記載します

1234・・・・・・

勤務先従業員やその扶養家族の個人番号
を源泉徴収票等に記載して税務署
　　　　や市区町村に提出します　　　　

国民の皆さまは行政機関や民間企業等へマイナンバーの告知が必要となります

※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバー
を利用することができます。

国や地方公共団体などで利用します。
　国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとな
ります。 このため、皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告な
どの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。 
　また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととさ
れている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められ
る場合があります。

【マイナンバー制度についてのお問い合わせ先】　役場　総務課　企画財政係　緯39－2001まで
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国民全てのみなさんにマイナンバーが通知されます国国民全てのみてののみの
今年の10月から

　 平成２７年１０月以降 に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カー

ドが、世帯ごとに簡易書留で郵送されます。
　 また、平成２８年１月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カー

ドが、申請により交付されます。

■通知カード■
　通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生

年月日、性別（基本４情報）、マイナンバーが記載されたものになります。

　 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、

本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。なお、通知カードを紛失され再発行を希
望される場合は、５００円の再交付手数料がかかります。

■個人番号カード■
　個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示され

ます。平成２７年１０月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、カードに同封された「個人番号カード交

付申請書」により申請すると、平成２８年１月以降、個人番号カードの交付を無料で受けることができます。

　個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのＩＣチップに搭載された電子

証明書を用いて、ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）をはじめとした各種電子申請が行えることや、今後、

村の条例で定めるサービスにも使用できます。

　なお、個人番号カードに搭載されるＩＣチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証

明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号

カード１枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。 なお、個人番号カードを紛失され再発行を
希望される場合は、１,０００円の再交付手数料（電子証明書の再発行手数料２００円含む）がかかります。

カードが配布
されるの…？
使い道は…？

カードが配布
されるの…？
使い道は…？

様  式

申請・交付スケジュール
Ｈ27年10月

◇氏名、住所等をプレ印刷。写真添付、署名又は
　捺印をいただき、返信いただくだけで申請完了。
◇スマートフォンで写真を撮り、オンラインで申請
　いただくことも可能とする。

◇交付手数料について無料。
◇役場への来庁は交付時の１回のみで済むこととする。
◇個人カードの交付を受ける際に通知カードを役場窓口
　で返納いただきます。

マイナンバーの付番

Ｈ27年10月～12月

マイナンバーの通知とともに、
「個人番号カード交付申請書」を
全国民に郵送。

Ｈ28年1月～

村から、交付準備ができた旨の
通知書を送付。
役場の窓口へ来庁いただき、
本人確認の上、交付。

プラスチック製

氏名、住所、生年月日、性別、
本人の写真

表 面 マイナンバー等が記載、
ICチップ搭載

裏 面

●マイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カー
ドなど番号が正しいことを確認するための書類の提示
も求められますが、通知カードだけでは法律上義務付
けられている本人確認は完了できず、運転免許証など
の書類を用意する必要があります。

●マイナンバーが記載された個人番号カードなら、顔写
真があるので本人確認が１枚で完了します。

（案） （案）

様 式

個人番号カードは様々な用途で利用可能です。個人番号カードは様々な用途で利用可能です。

【カード交付についてのお問い合わせ先】　役場　住民税務課　住民係　緯39－2001まで
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●国勢調査は、平成２７年１０月１日現在、日本に住んでいるすべての人及
び世帯が対象です。

●平成２７年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で
欠くことのできないデータを得るために実施いたします。

　調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められているほか、社会
福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしの
ために役立てられます。

●今回の調査では、先にインターネットでの回答を受け付け、インター
ネットで回答されなかった世帯には紙の調査票を配布して調査を行い
ます。紙の調査票は、調査員に直接提出いただくか、郵送でも提出い
ただけます。

　（インターネット回答や郵送による提出方法などは大鹿村役場　総務課
にお問い合わせください。）

●９月初めから、調査員が調査票やインターネット回答のための書類を
お配りしに伺いますので、よろしくお願いします。

【詳しいお問い合わせ先】　役場　総務課　企画財政係　緯39－2001まで

国勢調査については、「国勢調査2015キャンペーンサイト」をご覧ください。

http://kokusei2015.stat.go.jp/　　　　国勢調査2015　　　検索　郭郭

総務省・長野県・大鹿村
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　大鹿村は、固定資産税の課税をするうえで適正に

評価するため、実地調査を行っております。家屋調

査については次のとおりです。

１．家屋を新・増築したときに、建主に事前連絡な

どを行いながら評価を行う「新・増築調査」（店

舗や事務所、また車庫や物置など小規模な建物

も対象となる場合があります。）

２．家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・

用途・構造・床面積など）と比較し、増築や未調

査の家屋、取り壊しなどがある家屋を調査する

「全戸調査」

　全戸調査は、既に課税されている家屋との公平を

期し、公正で適正な課税を目的として実施するもの

です。調査方法は、税務係の職員が調査に行き、家

屋の図面と実際の家屋を照らし合わせながら外観確

認します。確認のため聞き取りをする場合もありま

すので、調査中は、大変ご迷惑をお掛けしますがご

協力をお願いします。

　なお、調査に伺う際に職員は『固定資産評価補助

員証』を携帯しています。

◎お願い

　建物の取り壊し・新築・増築をした場合又は、そ

の予定がある場合は役場税務係（緯３９－２００１）までご

連絡下さい。

固定資産税（家屋）調査のお願い

合併浄化槽をお使いの皆様へ

１０月１日は「浄化槽の日」です
― 浄化槽　正しく使って　快適生活 ―
　浄化槽法が全面施行された日（昭和６０年１０月１日）を記念して制定されました。浄化槽の普及促進と適正

な維持管理を通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

法定検査の実施について
　すべての合併浄化槽には、定期的な保守点検及び清掃と年１回の法定検査を受けることが浄化槽法により

義務付けられています。（社）長野県浄化槽協会による法定検査が１０月から行われます。事前に浄化槽協会よ

り検査日をお知らせしますので、「保守点検記録票」ご用意の上、立ち合いをお願いします。尚、留守にな

る場合も「保守点検記録票」を分かるようにしておく等ご協力をお願いします。

保守点検について
　県の登録を受けた保守点検業者に委託して、保守点検を必ず受けましょう。

　【※合併浄化槽の法定検査と保守点検料の一部を村で補助しています】

日頃の使用方法
　浄化槽は微生物の働きにより水をきれいにしています。微生物に悪影響を与えないよう次の点に注意しま

しょう。

　台　所　喰テンプラ油の残りは絶対に流さないでください。

凝固剤で固めるか、紙にしみ込ませて燃えるゴミ

として出しましょう。

　　　　　喰食器などのひどい油汚れは、紙で拭いてから流し

ましょう。

　　　　　喰野菜等の調理くずは水を切って燃えるゴミとして

出すか、肥料にしましょう。

　風　呂　喰排水口にネットなどをつけ、髪の毛を取り除きま

しょう。

　　　　　喰カビ取り洗浄剤は、少なめに使いましょう。

　洗　濯　喰洗濯洗剤は中性のものを、漂白剤は塩素系でない

ものを適量にはかって使いましょう。

　トイレ　喰トイレットペーパーを使用し、水に溶けにくい

ティッシュペーパーとおむつや衛生用品等は絶対

に流さないようにしましょう。
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血液がドロドロ、
サラサラって
どういうこと？

担当：倉増比菜子

☆中性脂肪（TG）って？☆
　体内にある脂肪の一種で、食事によって摂取される
脂肪のほとんどがこの中性脂肪です。体内ではエネル
ギー源となりますが、余分なものは予備用エネルギー
として脂肪組織や肝臓に蓄積されます。

☆悪玉コレステロール（LDL）って？☆
　コレステロールを肝臓から全身に運ぶ働きをしてい
ます。LDLが多すぎると、血管の壁にコレステロール
がたまり、動脈硬化を促進します。

基準値は…？

ドロドロになる原因は…？
　それはずばり…「生活習慣の乱れ」です！嗜好品の
摂り過ぎや、運動不足などでドロドロになります。

ドロドロだとどうなるの…？
　血液がドロドロだと、血液が固まりやすい状態にな
るので、心筋梗塞や脳梗塞が起こりやすくなります。

血液をドロドロにしないためには…？
①しっかり水分を取る！
②血液をサラサラにすると言われる、青魚、野菜な
どをなるべく摂るようにする！

③禁煙について考える！
④ストレス発散の場をつくる！
⑤十分な睡眠をとる！
⑥適度な運動を取り入れる！

夏から秋へ　季節の変わり目に気をつけたいこと
担当：田中雅子

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包括括括括括括括括括括括括括括括括括括括括括括支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタセンターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり

　夏の終わりから秋の初めにかけての季節の変わり

目は、「疲れがたまりやすい」「なんとなくだるい」

「風邪をひきやすい」という人が多くなります。

　夏の暑さによって疲労が蓄積していることに加

え、この時期は真夏日のような暑い日もあれば冷え

込む日もあります。温度や湿度、天候が大きく変動

しがちなこの時期はからだが対応しきれず、体調が

崩れやすくなります。

　農作業で忙しくなる時期ではありますが、ゆっく

り心身を休める時間をつくるなど、無理のない生活

を心がけましょう。

●からだを冷やさないようにしましょう。
朝晩の急激な気温差に対応しやすい服装にしましょう。
冷えやすい人は、腰やおなかを温めましょう。
素足にサンダル履きはやめましょう。

●ストレッチなど軽い
　運動をしましょう。
からだを伸ばしたり動か
したりすることで血行が
良くなり、からだが活性
化します。

●生活リズムを整えましょう。
就寝・起床の時間を決めてリズムを作
りましょう。
ぐっすり眠ると免疫力が高まります。

●身体を温める食生活に切り替えましょう。
夏の終わりは冷たいものの摂り過ぎなどから胃腸も疲れ
気味。季節の野菜を煮込んだスープや、温かいお茶など
を摂るようにしましょう。旬の食材にはビタミンやミネ
ラル、食物繊維が豊富に含まれているため、胃腸を整え
るだけでなく、冷えの予防にもつながります。

　中性脂肪（TG）　⇒　150未満（空腹時）

　悪玉コレステロール（LDL）　⇒　120未満

　みなさん、健康診断は受けていますか？
　これは、健康診断の結果の中の「中性脂肪（TG）」や「悪玉コレステロール（LDL）」などを見ると分かります！
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　保険証が１０月１日に更新されます。一般被保険者の保険証は空色からうぐいす色

に、退職被保険者の保険証は桃色からオレンジ色になります。９月下旬に郵送いた

しますので、お手元に届きましたら住所・氏名などの内容を確認してください。

　なお、古い保険証は、ご自身で裁断していただくか役場保健福祉課まで返却願います。

＊住所・氏名に不備があったり、ご不明な点がありましたら役場保健福祉課までお問合せください。

○保険証が１０月１日に更新されます

【お問い合わせ先】　役場　保健福祉課　保健医療係　緯39－2001まで

担当：森ひかり

担当：塩澤大樹

適正な体重を知ろう
食欲の秋と言われるように、食べ物が美味しい季節になってきました。
そんな季節だからこそ、自分の適正な体重を知るとともに、その体重を維持していきましょう。

○ 自分の適性体重を知っていますか？
　　適正な体重を知る指標の一つに、「ＢＭＩ（Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ）」があります。

　　ＢＭＩは、身長と体重を用いて算出され、大人の「肥満度」の体格指数として利用されている指標です。

＜ＢＭＩの計算方法＞ BMI = 体重（kg）
身長（m）× 身長（m）

　標準の値は、統計的にもっとも病気になりにくいと

される「ＢＭＩ２２」とし、ＢＭＩ２２の時の体重を標準体重
としています。

　しかし、ＢＭＩは身長と体重から算出された値です。

これだけでは筋肉質なのか脂肪過多な

のか、区別することはできないため、

注意が必要です。

＜肥満の判定基準（日本肥満学会）＞ 

ＢＭＩ値判　　定

１８.５未満や　　せ

１８.５以上２５未満理想の体重（普通体重）

２５以上３０未満肥満（１度）

３０以上３５未満肥満（２度）

３５以上４０未満肥満（３度）

４０以上肥満（４度）

自分がどの段階にあるか、計算
してみましょう！
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鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金かかかかかかかかかかららららららららららののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知らららららららららら国民年金からのお知らせせせせせせせせせせせ鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

　「１０年の後納制度」は、過去１０年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです（本来、国

民年金保険料は２年を経過すると時効により納付することができません）。この制度を利用すれば、将来の年金額

を増やすことができます。

　この「１０年の後納制度」は、平成２７年９月３０日をもって終了します。終了後、平成２７年１０月１日から３年間に限

り、過去５年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「５年の後納制度」が始まりますが、１０年の

後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなります。

なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。

後納制度を利用するには、申し込みが必要です。

　　詳しくは―

　　　国民年金保険料専用ダイヤル　緯0570－011－050　または
　　　日本年金機構飯田年金事務所　緯0265－22－3641　まで

【その他国民年金に関するお問い合わせ先】　役場　住民税務課　住民係　☎39－2001まで

国民年金保険料「10年の後納制度」は9月30日まで

茅

茅

茅

茅

栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢

栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢

栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢

栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢
栢

村税・料金納付のお知ら村税・料金 納付のお知らせせ

備考３
月

２
月

１
月

　

月
１２

　

月
１１

　

月
１０９

月
８
月

７
月

６
月

５
月

４
月

課税月
税目（期）

年４回４３２１住民税　普通徴収

年４回４３２１固定資産税

年１回１軽自動車税

毎月１２１１１０９８７６５４３２１国民健康保険税

９月の口座振替 ９月２５日（金）　納付書納期限 ９月３０日（水）
１０月の口座振替 １０月２６日（月）　納付書納期限 １１月２日（月）

毎月の料金 
焔ケーブルテレビ　焔保育料　焔介護保険料　焔後期高齢者医療保険料　焔住宅料　焔水道料　焔その他利用料等

９月はここ!! 10月はここ!!

★引き落とし日の前営業日までに口座をご確認ください。 

★納付書納付は、最寄りの金融機関又は役場会計にてお願いします。

ナイター野球始めましナイター野球始めましたた
　７月１７日(金)から大鹿村総合型地域スポーツクラブ主催でナイ

ター野球が始まりました。全４チーム、総勢６２名の方々で熱戦が

繰り広げられています。参加を希望の方は大鹿村総合型地域スポー

ツクラブ事務局（緯３９－２１００）までご連絡ください。

※参加されるには年会費５００円が必要です。

※他の教室（健康運動講座など）に参加しており、すでに年会費

を納入された方についての年会費は不要です。

【お問い合わせ先】　大鹿村総合型地域スポーツクラブ（大鹿村教育委員会内）　緯39－2100　FAX39－1023まで

スポーツ振興くじ
助成事業
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「公証週間」について
　法務局と日本公証人連合会では、毎年１０月１日から７

日までの１週間を「公証週間」と定めて、皆さんに公証

制度を正しく理解していただくとともにこの制度のご利

用を呼び掛けております。

　公証制度は、私たちの日常生活における法律的紛争を

未然に防止し、法律上の権利や義務を明確にし安定させ

ることを目的として、証書の作成等の方法により、一定

の事項を公証人に証明させる制度です。

　この公証事務を担当する公証人は、判事、検事、法務

事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中か

ら法務大臣が任命した法律の専門家です。

　次のような約束事には公正証書の作成をお勧めします。

○遺言

○お金の貸し借り

○不動産の売買や貸し借り

○離婚に伴う養育費や慰謝料等の支払い

○任意後見契約（公正証書によることが必要です。）

　大切な契約や取引において公正証書は皆さんの権利を

正しく確実に守ってくれます。お近くの公証役場は下記

のとおりです。

「全国一斉！法務局休日相談所」
【日　時】　１０月４日（日）午前９時３０分～午後３時

　　　　　※受付は午後２時で終了

【場　所】　長野地方法務局飯田支局

　　　　　（飯田市大久保町２６３７－３）

【相談内容】

　　◯土地・建物、会社・法人などの登記手続

　　◯土地の境界問題・筆界特定に関する手続

　　◯遺言・相続に関するもの

　　◯いじめ・虐待などの人権問題に関すること

　　◯成年後見制度に関することほか

※相談は無料ですが、予約が必要です。当日の相談は

予約の方を優先します。

※相談の予約は１０月２日（金）までに電話で受け付けま

す。なお、当日は会場のみでの受付となります。

　※相談内容については、秘密を厳守します。

【申し込み・問い合わせ先】

　　長野地方法務局飯田支局　☎０２６５－２２－００１４

電話番号所　在　地名　称

（０２６５）

２３－６５０２

〒３９５－００３３

飯田市常磐町３０番地

飯伊森林組合ビル２階

飯田公証役場

公証人

　岡村　幸治

労働者・事業主間のトラブルを解決する「あっせん」をご利用ください
　手続きは無料で簡単。労働者・事業主双方が利用できます。（秘密厳守）

○こんなトラブル、ご相談ください

　煙納得できない理由で突然解雇された　煙説明なくパートの時給が下げられた　煙配転命令に従業員が従わない

【問い合わせ先】　長野県労働委員会事務局　緯０２６－２３５－７４６８

無料法律相談所の開設について
　１０月１日から７日までの「法の日」週間に、無料で法

律・成年後見・人権・調停・公証に関する相談所を開設

します。

　金銭・土地・交通事故等の問題、成年後見、離婚・扶

養・相続等家庭内のもめ事、差別・いじめ等の人権問題、

遺言や任意後見契約などの公正証書に関する相談などで

お困りの方はお気軽にご利用ください。（秘密厳守）

　なお、ご来場の際には、相談に関する資料をお持ちく

ださい。

【主　催】　裁判所、検察庁、弁護士会、法務局

【日　時】　１０月２日（金）　午前１０時～午後４時まで

　　　　　（受付は午前９時３０分～午後３時３０分）

【会　場】　長野地方・家庭裁判所飯田支部庁舎内

【問い合わせ先】　「法の日」週間実施委員会

　　　　　　　　（裁判所　☎０２６５－２２－０００３）

秋の行政相談週間について
10月19日（月）～25日（日）

　村では、偶数月に１回「行政相談所」を開設しており

ます。

　行政相談制度は、国、県、村が行っている仕事への要

望や苦情、意見などを住民の皆さんからお寄せいただき、

その解決や実現を図ることを目的としています。

　相談内容は、福祉、年金、消費者保護、農地、道路、

どんな苦情、要望でも結構です。

行政相談　１０月

【日　時】　１０月２０日（火）　午後３時～５時

【会　場】　役場１階応接室

【相談員】　間瀬行政相談委員

＊また、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の各種

専門家が行政に係る相談だけでなく民事相談にも応じ

る一日合同行政相談が下記の日程で開催されますので

相談のある方はご利用ください。

一日合同行政相談所

【日　時】　１１月６日（金）　午前９時３０分～午後０時３０分

【場　所】　飯田市　飯田文化会館

【相談機関】　法務局、県、弁護士会、司法書士会、行政

相談委員協議会など

＊相談は無料で、相談内容等の秘密は固く守られますの

で、どうぞお気軽にご相談下さい。

（総務課　行政係）
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バンビサマーキャンプ！こんにちは。集落支援員の河本です。
７月の２５・２６日に、未就学児～中学生までを対象としたキャンプが『民宿た

かやす』で開催され、スタッフとして関わったので紹介させてもらいます。

最初は木工館で木育の時間。木材を自分の手で加工して時計を作りました。

絵を描く子がいたり、木彫りに挑戦する子がいたり、松ぼっくりや輪切りに

なった枝を飾る子がいたり、それぞれ個性の光る作品が完成しました。

　その後はたかやすで男の子はテント張り、女の子は食事の準備。その間に

田村さんがティピ（アメリカインティアンで平原の部族が利用する移動用の

住居）を張ってくれて、一気に景色が変わりました。バーベキューで五平餅、

アルプス牛、夏野菜をお腹いっぱい食べて、夜は肝試しに花火。次の日の朝

食後は伊東和美さんのお話を真剣に聞く姿がありました。そして最後は川遊

び。水を掛け合ったり、きれいな石を拾ったり、ダムを作ったり。こういう

イベントごとに限らず、大鹿村の子供たちは本当にいい環境で育っていると

思います。

　「大鹿村の都会にはない楽しさ」を少しでも感じてくれたらいいなあ。

河本支援員

大鹿村ジオツアー開催！
　８月２２～２３日、中央構造線博物館で１泊２日のツアーを開催しました。
宿泊は赤石荘さんにお願いしました。全行程への参加者は県外から１２名で
したが、１日目のみ大鹿から２名、２日目のみ長野市から１名参加で、合
計１５名の方が参加して下さいました。ほぼ愛知県からの参加者で、次いで
関東の方でしたが、遥々岡山県から来て下さった方もおられました。
　１日目は安康露頭と博物館を見学しました。安康露頭は天然記念物で採
取禁止のため、今回は範囲外の河原で石拾いを行いました。子ども向けの
イメージがありますが、大人でも石の違いを学びながら、楽しんでもらえ
たようです。
　２日目は福徳寺、夕立神展望台、大西公園、塩の里などを巡りました。
夕立神展望台では、残念ながら南アルプスの稜線に雲がかかり、はっきり
と確認することはできませんでした。ただ、地形がよく見えるので、小渋
川の上流や伊那谷を遠望しました。
　大西公園では崩壊礫の保存園を見学しました。ここでは山が崩れた後の
様子をそのまま保存しています。　

（次のページへ）

10
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　災害の様子を、水を含むと崩れやすいという大西山の岩石の特徴と共に学

びました。

　今回、連絡が十分でなかったり、水分補給を考慮していなかったりとミス

もありました。ただ、参加された方々に笑顔でお礼を言われた時は本当に嬉

しく、苦労も吹き飛びました。今後は反省を生かし、より安心して楽しめる

ツアーを企画していきたいです。

榊原隊員

慌ただしい夏が終わり、慌ただしい秋が始まりました。６月から出張販売へ行き続け、
既に１５回。いつも、農作物を出品していただきありがとうございます。出張販売は１２月まで続きますので、引き続き
農作物の出品をお願いいたします。
　さて、今回はそんな出張販売で『心掛けていること』や『良く売れているもの』について書こうと思います。（※
あくまで持論です。）
・『心がけていること』　キーワード『利益』
　出張販売然り、販売に関して重要になってくるのは『継続』するための『利益』の確保。出張販売は多くの商品が
売れる・村を知ってもらえるメリットがありますが、普段の販売と違って［運送費（交通費・ガソリン代）］と［時
間（より多くの人件費）］と［出店手数料］が発生します。最低限『支出』をカバーする『利益』を得られるよう、
［販売する地域での農作物の相場］・［欲しいと思える商品の説明］・［欲しいと思える商品の見せ方］・［お客さんの気
持ちを出来る限り理解する］ことをやっていかなければなりません。良い物だからといって、置いてあれば売れるわ
けではありません。「良い物だから売れて『当たり前』」と考えず、「良い物だから買いたい」と思わせるために『人』
の努力が必要になってきます。
・『よく売れているもの』　
　簡単にですが、商品をあげていこうと思います。
　　ブルーベリー（６〜８月上旬）・・・毎回、圧倒的な数を売り上げます。長野県内でも古い歴史を持つ大鹿村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のブルーベリー。他の市町村の物に比べても粒が大きく、販売しやすい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。
　　トマト・・・・・・・・・・・・・・「普段食べている物より甘みがある」と、売り切れ必須です。
　他にも、キャベツ・なす・きゅうり・ピーマン・にんにく・アスパラなど、普段の料理で使われることが多いもの
が早い時間で売り切れます。逆に一般的にあまり使われていないものに関しては残ってしまうことが多々あります。
そういった商品が出る際、出来るものは試食を用意し購入意欲をあげています。まだまだ出店も控えています。何か
あればご相談ください。
 

〜出店情報（９月）〜
２２・２３日（町イチ村イチ！東京都）、２６日（金山駅・愛知県）

木下隊員

11
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農業委員会だより

　農業委員会では、６～７月に村内すべての農地について、農地の利用状況調査を行い「耕作されている」、

「遊休農地」、「再生困難な農地」等を調査しました。

　遊休農地、再生困難な農地は、１０月に農地パトロールで再度確認します。農業委員会で遊休農地等と判断し

た農地については、所有者に対し「利用意向調査」を行い、その意向に基づいて耕作再開に向かうよう推進し

ます。

　対象となられた方については、ご理解ご協力をお願いします。

①６０歳未満
②国民年金第１号被保険者
③年間６０日以上農業に従事

　農地利用状況調査を実施しました

　「長野県農地中間管理機構」（長野県農業開発公社）が設置され、農地の借受・貸付けを行っています。
　　・機構が農地を借受ける期間は１０年以上です。

　　・貸付けの相手は、公募した担い手の中から、「人・農地プラン」等と調整し、貸付ルールに基づき転貸

します。

　　・農地の賃料は、その地域の借賃状況等により決定し、機構が支払います。

　　・機構が借受ける農地は、一定の条件があります。また、貸付相手が２年間見つからないときは、農地は

返還されます。

　　この他に、営農支援センターや農業委員会等でも農地の貸借についてのあっせんをしています。

　　農地を貸したい、借りたい方は、農業委員会へご相談ください。

　　＊農地の貸し借り（売り買い）には、農業委員会の許可（承認）が必要です。

　　＊農地を借りたい方は、原則農家（３０a以上の耕作地を所有）の方に限られます。

加入できる方

①～③を全て満たす方

焔積立方式・確定拠出型
焔保険料　月額2万円～6万7千円
焔保険料は全額社会保険料控除

農業者年金の特徴
焔終身年金
焔認定農業者は保険料の
国庫補助あり

【お問い合わせ先】　農業委員会・農協まで

農業者年金に加入しましょ農業者年金に加入しましょうう

勤めてるから
農業できないし…

遊休農地
があるけど…

そろそろ農業
引退したいけど…

手が回らなくなってきたから
来年は規模縮小しないとなぁ

勤めてる

使える田畑が荒れて
しまう前に！

農地を貸したい方は、
農業委員会へ
ご相談
ください！

た 方は、
へへ

畑を荒らしておく
わけにもいかないし…し
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　ＪＩＣＡ駒ヶ根青年海外協力隊訓練所（ＪＩＣＡ駒ヶ根）では、２０１５年１０月１日（木）～２０１５年１１月２日（月）をＪＩＣＡボラ

ンティア（青年海外協力隊、シニア海外ボランティア）の秋募集の募集期間とし、ＪＩＣＡボランティアの募集説明会

を下記の日程で開催いたします。参加費無料・申込不要・途中入退場可（「一日体験入隊」を除く）。

【募集期間】　２０１５年１０月１日（木） ～ ２０１５年１１月２日（月）

【説 明 会】　９月２６日（土）　１３：００～１６：００　長野市生涯学習センター（ＴＯＩＧＯ）３階第３学習室

　　　　　　１０月３日（土）　１３：００～１６：００　飯田市鼎公民館　３階　講義室

　　　　　　１０月１０日（土）　１３：００～１６：００　上田市交流文化芸術センター サントミューゼ 多目的ホール

　　　　　　１０月１１日（日）　１３：００～１６：００　飯山市公民館　２階　講堂

　　　　　　１０月１７日（土）　１３：００～１６：００　松本市中央公民館（Ｍウイング）３－２会議室

　　　　　　１０月１８日（日）　１０：１５～１６：００　「一日体験入隊」　駒ヶ根青年海外協力隊訓練所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（先着順・要事前申込・要参加費）

平成27年度JICAボランティア秋募集説明会

【お問い合わせ先】　駒ヶ根青年海外協力隊訓練所　緯0265－82－6165まで

知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労

働者の福祉増進と建設業を営む中小企業の振興を目的とした

退職金制度です。

　　加入できる事業主　渇　建設業を営む方

　　対象となる労働者　渇　建設業の現場で働く人

　　　掛　　　　金　　渇　日額 ３１０円

　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じ

て掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設

業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うと

いう、いわば業界全体での退職金制度です。

■特　徴■

◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。

◎経営事項審査で加点評価の対象となります。

◎掛金の一部を国が助成します。

◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必

要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。

◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算され

ます。

☆建退共から事業者の皆様へのお願い

煙共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に添付して

ください。

煙「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建

設業界を引退する場合は、忘れずに退職金を請求するよ

う指導して下さい。

　詳しいことは― 建退共 検　索郭

テレビ・ラジオの受信障害に関するお知らせ
　１０月は、テレビ・ラジオ放

送の受信障害の防止対策を推

進する「受信環境クリーン月

間」です。

　放送電波の受信障害とは、

家庭用・工業用電気製品から

発生する電気雑音、テレビ受

信用ブースターの異常発振、不法無線局からの電波、

高層建築物によるビル陰障害等によって、良好な放

送の受信ができなくなるものです。

　特に、不法無線局から発射される強力な電波（不

法電波）により、テレビ・ラジオなどが妨害を受け

るケースもあり、電波利用環境の悪化が懸念されて

います。

　テレビがきれいに映らない、ラジオに雑音が入る

といった電波に関することは、総務省信越総合通信

局までお気軽にご相談ください（無料）。

【お問い合わせ先】総務省　信越総合通信局

★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　（緯０２６－２３４－９９９１）

★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　　　（緯０２６－２３４－９９７６）

★その他、情報通信の行政相談に関すること

　総合通信相談所　（緯０２６－２３４－９９６１）

ホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊｐ/ｓｏｕｔｓｕ/ｓｈｉｎｅｔｓｕ/ 

今年のオータムジャンボ宝くじは

１１等・前後賞合わせ等・前後賞合わせてて５５億円！億円！
発売期間：平成２７年９月２８日（月）〜１０月１６日（金）

抽 選 日：平成２７年１０月２３日（金）　　　　　　　

オータムジャンボ宝くじが9月28日（月）から発売されます！
　この宝くじの収益金は市町村の明るい

まちづくりや環境対策、高齢化対策など

地域住民の福祉向上のために使われます。

　宝くじの収益金は、長野県内の販売実

績により配分されますので、長野県内の

宝くじ売り場でお買い求めください。
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　７月２６日（日）にＢＧ２４中央構造線サイクリング大会が開催
されました。
　この大会は自転車愛好家らが実行委員会を組織・企画・開催
して、今回で４回目を迎えました。大鹿村交流センターからス
タートし、村内各所、国道、村道、林道を走り、伊那市と大鹿
村の境の分杭峠まで行
き、最後は交流センタ
ーに戻る約５０㎞ のコ
ースとなっています。
　参加者は４０名と全国
から大勢の方が参加し
大鹿村を満喫していた
だきました。

　８月１４日（金）に毎年恒
例の大鹿夏祭りが開催され
ました。
　今年は天候に恵まれ大勢
の来場者がありました。
　イベントで予定していた
魚のつかみ取り、ビンゴゲー
ム大会、フラメンコ、よさこ
いソーラン、盆踊り、大鹿太
鼓の各種のイベントも賑やか
に行われました。
　最後に行なわれる煙火大会
は大鹿村自慢の花火です。山
と山の反響で胸に響く花火で
す。

　来年は皆様是非お越し下さい。

14141414141414141414141414

村の行事予定村の行事予定村の行事予定村の行事予定村の行事予定
９月

１９日 くみ取り

２４日 プラスチック容器包装の収集日

２９日 新聞紙の収集日

 埋立ごみの収集日（日は未定）

１０月

１～３日　「日本で最も美しい村」連合

　　　　　フェスティバル

３日 くみ取り、ジャズコンサート

６日 紙製容器包装の収集日

８日 プラスチック容器包装の収集日

１１日 村民運動会

１３日 空缶と鉄類の収集日

１７日 くみ取り

１８日 大鹿歌舞伎秋の定期公演

２２日 プラスチック容器包装の収集日

２４～２５日　大鹿クラフトまつり

２５日 自治会環境美化運動（ごみ拾い）

２７日 ダンボール・牛乳パックの収集日

３１日 くみ取り

１１月

２日 ニュースポーツ大会

３日 粗大ごみ

５日 プラスチック容器包装の収集日

７日 くみ取り

８日 産業文化祭

１０日 びん類・ペットボトルの収集日

１５日 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大鹿大会

１９日 プラスチック容器包装の収集日

２１日 くみ取り

２４日 チラシ・雑誌の収集日

 埋立ごみの収集日（日は未定）

BG24中央構造線サイクリング大会

2015大鹿夏祭り


