Public Relations NAKAGAWA

みなかた保育園プール開き ６月23日（火）
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今月の主な内容

●なかがわ生活応援商品券を販売中です！（Ｐ２）
●望岳荘に木質バイオマスボイラーを導入しました（Ｐ３）
2020年（令和2年） ●中川村議会６月定例会（Ｐ４）
●節水へのご協力をお願いします（Ｐ６）
No.

506

なかがわ生活応援商品券
販売中です！

中川村と中川村商工会が連携し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ村内消費を喚起するた
め、村内の店舗などで使用できる「なかがわ生活応援商品券」を発行します。

◆内 容
額面 10,500 円を 5,000 円で販売します。
（1,000 円 ×10 枚＋500 円分飲食店利用券）

見 本

見 本

◆商品券使用期限

令和３年１月 10 日（日）まで

商品券

◆利用可能店舗

「購入券」郵送時に同封した一覧表か、
村ホームページをご覧ください。

◆購入方法

村のホームページは
こちらから

購入券

https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
soshiki/shinkou/3638.html

７月上旬に「購入券」を世帯主へ郵送しておりますので、
①通常販売または②一斉販売にて購入をお願いします。

①通常販売

②一斉販売

▼

▼

※「購入券」の再発行はできません。紛失にご注意ください。

販売日時 ７月13日(月)から８月31日(月) ※平日のみ

販売日時 ７月26日（日）、８月23日（日）

午前８時30分から午後５時15分

販売場所 チャオ地場センター

▼

▼

販売場所 中川村役場会計室または中川村商工会

午前10時から午後２時

各世帯員数分を上限に購入することができます。上限数は6月１日時点の住民基本台帳掲載世帯員数です。
それ以降に世帯員数の増があった方はお問い合わせください。
販売期間中であれば、
１人１セットは確実に購入できます。

販売場所に来場する際は、感染症予防対策を！

お問い合わせ先
中 川 村 商 工 会 TEL88-2073
振興課商工観光係 内線33

・マスクの着用
（熱中症にも注意）
・人との間隔を２メートル以上空ける
・帰宅後には手、
顔を洗う

「陣馬形山オンラインマルシェ」 村ブランディングサイトにて 9月30日（水）まで
開催中です
オンラインマルシェとは？

中川村では、新型コロナウイルス感染症の影響により作品発表の場を
失ったクラフト作家のみなさんの作品と、需要が落ち込んだ農産物の販
売促進につなげるため、村のブランディングサイトにて
「陣馬形山オンラ
インマルシェ」
を開催しています。
多くの人が集まるイベントを開催しにくい今、それぞれの作品、農産物
をインターネット上に集めた仮想的なマルシェ
（＝市場）
です。
いまや全国的な知名度となった陣馬形山をトレードマークに開催します。

陣馬形山オンラインマルシェは
こちらから

作品制作の様子を公開中

作品ができあがるまでの課程をまとめ
た動画も同時に公開。
手間暇かけて作品を制作している様子
をご覧いただけます。
村のYouTubeチャンネルで公開してい
ます。

https://nakagawa-village.life/creator/

YouTubeチャンネルは
こちらから

https://www.youtube.com/
user/NakagawaVill

お問い合わせ先

振興課商工観光係 内線33
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望岳荘（高齢者憩いの家）
のお風呂に
木質バイオマスボイラー（薪ボイラー）
を導入しました
今後、この薪ボイラーが稼働
することにより薪の需要が増加
し里山整備が進み、さらに今ま
で使用していた化石燃料の使用
量が年間約７割削減、ＣＯ２排
出量が年間約１２０トン削減で

きることが期待できます。そし
て、最終的には地球温暖化防止

原木を持ち寄った方にはその
対価として村内登録商店などで
利用できる里山券を発行、利用
してもらいながら地域経済の活
性化を図る仕組みとなっていま
す。

中川村森林バイオマス構想に
より、今回導入した木質バイオ
マスボイラー
（薪ボイラー）
は、
地域主導型自然エネルギー創
出 支 援 事 業、 木 材 産 業 成 長 産
業 化 促 進 対 策 事 業 補 助 金（ １，
９ ７ ５ 万 ８，０ ０ ０ 円 ） と 過 疎
対 策 事 業 債（ ２，２ １ ０ 万 円 ）
を財源として活用し、総事業費
６，
１０３万６，
５６０円で設置
しました。
ボイラーの燃料は、手つかず
の森林に眠る資源を薪原木とし

館していた望岳荘の営業再開で
ある７月１日に合わせて稼働し

薪ボイラーは、６月末まで休

ています。

対策に寄与できることとなりま
す。

入した薪ボイラーに使用し、望
岳荘の温浴施設のお湯や床暖房

て木の駅へ持ち寄られたもので
す。その後、持ち寄られた原木

の熱源として利用します。

村で育った燃料で焚かれたお
風呂、ぜひ体験してみてくださ

は薪に変わり、その薪を今回導

これは、村内の森林資源の活
用と経済の村内循環を図ること

い。

振興課耕地林務課
内線

を目的として、信州なかがわ木
の駅実行委員会が中心となり動
き出した「信州なかがわ木の駅

宝くじ
助成事業紹介

一般財団法人自治総合セン
ターが実施する「コミュニティ
助成事業」は、宝くじの社会貢
献 広 報 事 業 と し て、 地 域 の コ
ミュニティ活動の促進や地域防
災組織育成などを目的として助
成を行う事業です。
今年度は、一般コミュニティ
助成事業を活用し、田島地区で
集会所の備品（机 台、イス

り、
地区のコミュニティ活動が活
性化することが期待されます。

１３０万円です。
この事業により、
地区のみなさ
んが集会所を利用しやすくな

脚、椅子用台車３台、簡易放送
機材１式）を宝くじの助成金
で 整 備 し ま し た。 助 成 金 額 は

13

内線

総務課むらづくり係

№506

広報

3

75

24

プロジェクト」が基となってい
ます。
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６月中川村議会定例会

６月中川村議会定例会が６月８日から12日までの５日間の会期で開かれました。今回の議会では、条
例や令和２年度補正予算など15件の議案が上程され、すべて原案どおり可決・採択されました。主な議
案を紹介します。

予

２３７万円

《歳出》
▽リモートワーク用端末

３５８万円
▽庁舎空調設備改修工事
１，１３４万円

▽新型コロナウイルス感染症に
関する生活実態調査
万円
▽プレミアム商品券発行負担金
１，７９２万円
▽観光施設等利用クーポン券
発行事業負担金

１５０万円
▽シェアオフィス利用者
宿泊補助
万円
▽シェアキッチン改修工事
２１１万円
▽学校ネットワーク整備工事
１，１００万円
▽生徒用パソコン
１，５６８万円
▽デジタルドリル使用料

５００万円
▽新型コロナウィルス感染症
予防マスク等

２４７万円
▽レンタル用スポーツＥバイク
購入費等

万円

4
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算

条

令和２年度一般会計補正予算
（第３号）
歳入歳出それぞれの総額に
１ 億 ５，６ ８ ０ 万 円 を 追 加 し、
総 額 を 億 ４，３ ９ ０ 万 円 と し
ました。
主な内容は次のとおりです。

《歳入》
▽新型コロナウィルス感染症
対応地方創生臨時交付金
５，８９６万円
▽公立学校情報機器整備費
補助金
１，０４９万円
▽公立学校情報通信ネットワー
ク環境施設整備費補助金
５５０万円
▽ＧＩＧＡスクールサポーター

40

配置支援事業補助金
１１５万円
▽公共施設等整備基金繰入金
１，０００万円
▽地域元気づくり支援金

33

例

中川村国民健康保険条例の一
部を改正する条例の制定
新型コロナウイルス感染症に
感染した被保険者に、傷病手当
金を支給するため、条例の一部
を改正しました。
中川村商工業振興条例の一部
を改正する条例の制定
中川村商工業振興資金貸付基
金を増額するため、条例の一部
を改正しました。
中川村消防団員等公務災害補
償条例の一部を改正する条例の
制定
非常勤消防団員等に係る損害
補償の基準を定める政令の改正
に伴い、条例の一部を改正しま
した。
中川村辺地対策総合整備計画
の策定
辺地に係る公共的施設の総合
整備のための財政上の特別措置
等に関する法律（昭和 年法律
号）に基づき、令和２年度
から令和６年度までの財政上の
計画として定めるものです。
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4月から6月までの村発注工事等の入札結果
総務課財政係
入札日

工事（業務委託等）名

3,300 ㈱エコーシティー・駒ヶ岳

ホームページ保守業務

1,354 ㈱福泉

陣馬形の森公園浄化槽点検業務

2,420 中信アスナ㈱飯田支店
2,945 （公社）駒ヶ根伊南シルバー人材センター

天の中川河川公園除草管理等業務

4月21日
4月24日
4月30日
5月14日

10,917 （公社）長野県下水道公社

公共下水道事業移動脱水車運転業務

4,620 ㈱南信サービス

公共下水道事業汚泥収集運搬業務

5,313 ㈱南信サービス

農業集落排水事業処理施設運転管理業務

6,930 長野県土地改良事業団体連合会

農業集落排水事業移動脱水車運転業務

5,128 ㈲トラスト

リモートワーク支援システム構築業務

2,861 ㈱アズム松本支店

令和元年度 林道宮ノ沢線測量設計業務（繰越事業）
4月17日

720 天の中川河川公園草刈隊
1,324 （公社）駒ヶ根伊南シルバー人材センター

水道メーター検針業務
公共下水道事業処理施設運転管理業務

4月 7日

落札業者

ケーブルテレビジョン放送番組制作業務

「なかがわ美し隊」
業務
4月 1日

落札金額（千円）

配水管布設替工事
（柏原）

869 （社）長野県林業コンサルタント協会南信事務所
3,201 田島建設㈱

配水池不断水清掃及び点検業務

924 ㈱アースワーク

役場庁舎村民対話室等移設工事

1,980 宮下建設工業㈱

給水管布設工事
（西ヶ原）

2,112 山崎建設㈲

片桐保育園エアコン設置工事

3,685 新井電気工業㈱

役場庁舎空調設備等改修工事監理業務
役場庁舎空調設備等改修工事

1,540 ㈱アース下平設計
72,600 宮下建設工業㈱
713 （公社）駒ヶ根伊南シルバー人材センター

特定外来植物駆除等業務
地域おこし協力隊活動車両リース

2,673 八十二オートリース㈱

村単道路改良工事
（村道陣馬形頂上線）

6,600 ㈲与根山建設

村単法面吹付工事
（村道大草桑原線）

4,598 ㈲与根山建設

5月16日

職員室パソコン購入
（繰越事業）

1,729 ㈱アズム松本支店

5月18日

水源林作業道委託業務

5月15日

726 上伊那森林組合

中川村地域防災計画改訂業務
中川東小学校体育館トイレ改修工事設計監理業務
5月20日

中川中学校校内中間教室エアコン設置工事
アンフォルメル中川村美術館改修工事設計監理業務

5月29日

1,947 宮下建設工業㈱
3,740 田島建設㈱

6月29日

563 ㈲扇屋本店

公用車両
（小型乗用車）
購入

2,449 井沢自動車㈱

公用車両
（軽乗用車）
購入

2,035 ㈲富永自動車

公用車両
（軽電気自動車）
購入

2,762 寺平自動車

村単道路改良工事
（村道谷田黒牛線）

6月26日

935 小林建築設計事務所

中川中学校教室扉取替工事

消防団第５部詰所屋根等修繕工事

6月23日

1,760 宮下建設工業㈱

中川東小学校プール防水改修工事

6月15日

6月21日

495 小林建築設計事務所

3,762 長野県住宅供給公社

6月12日
6月19日

3,520 ㈱ワイド

牧ヶ原文化公園屋外トイレ新築工事設計業務

中川中学校生徒・教師用防災ヘルメット購入
6月 2日

3,300 田島建設㈱
11,517 宮下建設工業㈱

飯島都市計画基礎調査業務

3,355 ㈱環境計画

用途地域変更検討業務

1,430 ㈱環境計画

村道七久保
（停）
大鹿線改良事業測量設計業務

5,720 ㈱ゼンシン

望岳荘木質バイオマスボイラー導入付帯工事

3,883 宮下建設工業㈱

相関式漏水探知機購入

3,630 フジテコム㈱信越営業所

県単緊急農地防災事業
（小平地区）
実施設計業務

704 長野県土地改良事業団体連合会

国県関連事業等調整業務

3,245 （一社）中部地域づくり協会

大草城址公園防災対策事業法面対策測量設計調査業務

9,240 ㈱アンドー飯田支店

※工事130万円以上、業務委託等50万円以上の工事等（消費税込み、千円未満切捨て）

5

広報

内線23

№506

節水へのご協力をお願いします

～地域みんなで進めよう

夏を迎え、各地で水不足が心配されています。中川村でも夏場の雨量不足によって、渇水と

パイロット

これからお盆までの時期は、１年の内で最も水道の使用量が多くなるため、例年、施設能力

水道使用量の
現在の指針

なる恐れがあります。

水道メーターの見方

の限界近くでの運用となっています。

50

安定して水道水をお使いいただけるよう、節水へのご協力をお願いします。

▼水をこまめに止めるだけで
大きな節水になります
（例）
・蛇口を開けっ放しにしない…
１分間に リットルの節水
・浴槽の残り湯を洗濯・清掃に
再利用する…１回あたり
リットルの節水
▼水道管の漏水は
早めに修繕を！
漏水は大変大きな水道水の無
駄となります。

漏水は、使用者自ら点検する
ことができます。水を使用して

いない状態で、水道メーターの

パイロットが回っていたら宅内
での漏水の疑いがありますの

で、お早めに修繕をお願いしま

す。なお、宅内の水道管の管理
（修繕含む）
は水道使用者となり

ます。
建設水道課水道係

内線
63
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農作業安全～

農作業の事故を防ぎましょう
～熱中症編～
暑さの厳しい季節がやってき
ました。
炎天下の農作業は、熱中症に
注意しましょう。

１ 意識をして身体を動かしましょう！
長時間同じような姿勢でいると、血液の循環が
悪くなり、熱中症になりやすくなります。夏場の
作業はできるだけ身体を動かすようにしましょ
う。草むしりなどをする際は、こまめな休憩と水
分補給を心がけ、また、一緒にストレッチをする
など、身体を動かすようにしましょう。

２ 熱中症で気分が悪くなったら
身体がだるくなったり、気分が悪くなったら、作業
を中断して、休むようにしましょう。休む際には、衣
服をゆるめ、涼しい場所で休み、氷などを首やわきの
下にあてて身体を冷やしつつ、水分補給をしましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着
用しての作業は、熱中症にかかりやすくなります。屋
外で人と十分な距離を確保できる場合には、適宜マス
クをはずし、水分補給を心掛けましょう。
夏の時期の作業は普段よりも体力を消耗します。気
温の高い時間帯は避け、定期的に休憩をとりながら、
無理のない安全な作業を心がけましょう。

中川村営農センター（振興課農政係） 内線34

2020（R2）.7. 15

6

散歩の際のマナー

飼い犬 の適正飼育 について
最近村内で、マナーの悪い飼
い主やフンを片付けない飼い主
に関する問い合わせが増加して
います。犬は飼い主にとって心
のやすらぎを与えてくれます
が、飼い方次第で、近隣住民に
迷惑をかけたり、思わぬアクシ
デントを引き起こします。

犬を飼う際の
マナー

②フンの後始末
散歩の際には、フンを入れる
袋 や ス コ ッ プ、 水 を 持 参 し ま
しょう。排せつしたときは、フ

飼い主の責務
犬の飼い主は次の責任が発生
します。飼い主としての責任を
果たさない場合には狂犬病予防
法により 万円以下の罰金が科
せられますので、ご注意くださ
い。手続きされる場合は、住民
税務課にお越しください。
①犬の登録義務
▼対象
生後 日を超えた犬（取得し
た日から 日以内に登録）
▼手数料
１頭３，０００円
②狂犬病予防注射
▼対象
生後 日を超えた犬は年に１
回接種する義務があります。
▼集合注射実施日
毎年４月（集合注射を受ける
ことができなかった場合は、動
物病院で接種）
▼注射済票交付手数料
１頭５５０円

中川村の魅力再発見！

美しい村なかがわ 景探訪記

私たちが暮らす中川村は、四季折々の美しい農村風景や人々の
営みが息づく生活文化など、さまざまな魅力にあふれています。
平成 年度に村では、地区住民のみなさんからの推薦により、
村の魅力を感じることのできるスポットを“美しい村なかがわ
景”として選定しました。
中には、身近にあるため気付かなかった隠れた名所もあるかも
しれません。みなさんも訪れてみてはいかがでしょうか。

野菜畑から望む
中央ア ル プス（ 柳沢）

中川村を象徴する風景

木々の生い茂る道を登った先
に一面に広がる野菜畑。
その景色の先には、遠くに中
央アルプス、眼下に伊那谷を望
むことができます。
南向きの斜面を利用して作ら

れた畑は日当たりも良く、品質
の良い野菜が育ちます。
農業が主要産業である中川村
を象徴する風景です。

18

①リードは絶対に離さない
リードを離しての散歩、リー
ドを付けずに散歩することは絶
対に止めましょう。脱走や咬傷
被害の原因になります。散歩の
際は、歩行者などほかの人に犬
が不用意に近づかないように
リードをなるべく短く持ち、飼
い主との距離を一定に保ちま
しょう。

①犬の鑑札・狂犬病予防注射済
票の着用
犬の飼い主は、狂犬病予防法
により犬の鑑札および狂犬病予
防注射済票を飼い犬に着けるこ
とが義務付けられています。犬

ンは袋に入れて持ち帰り、尿は
水で流すなどしてほかの人に迷
惑が掛からないようにしましょ
う。

№506

17

渡場

59

●南向発電所

の鑑札や注射済票は、犬が脱走
したときの飼い主の特定や適正
に飼育している証になります。
②放し飼いの禁止
犬は放し飼いをせず、鎖など

※個人所有の畑が隣接している
ため、通行にはご注意くださ
い。

天竜川

山のパン屋さん●

30

総務課むらづくり係
内線

24

36

小渋川

天竜橋

36

かつらの丘
●マレットゴルフ場

218

でしっかりつないで飼いましょ
う。定期的に鎖などの点検を行
い、破損箇所がないか確認しま
しょう。

住民税務課生活環境係
内線

狂犬病予防注射済票

41

広報
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犬の鑑札

Point

20

90

30

90

お酒を飲むと楽しくなる、
疲れやストレスがほぐれる気が
するのはなぜ？

保健センター TEL88-3002

～アルコールの作用～
アルコールには、楽しい気分を盛り上げるのと同時にスト
レスにさらされて緊張した心身を解きほぐすという２つの働
きがあると考えられています。
楽しい気分になる作用を起こす物質（ドーパミン）が、脳
に楽しさや心地よさといった感情を生み出します。

～脳とアルコールの関係～
脳には「快い」と感じることを繰りそうとする仕組みがあり、アルコールによって感じる「心地よさ」
も同じで、脳は繰り返し行うように「命令」します。
ただ、驚くことに、アルコールはヘロインやコカインといった薬物に次いで、３番目に高い依存性が
あり、危険だからやめようとする脳の働きを抑える作用も持っています。
つまり、アルコールは楽しい気分にさせる作用を持つ反面、抑制がききにくい＝「依存」につながり
やすいということです。
楽しい気分にさせてくれるお酒。アルコールの性質を知り、日頃から適量を守ることが大切です。

ら

銀河ドームか

★８月にみえる惑星・衛星
★

天体あれこれ

８月の星空★天体情報
火星
★

土星

海王星

★

★

★

月
★

★

「天の川には知的生命体が存在する！
？」

最近、面白い研究発表がありました。その内容は「この天の川銀河には少なくとも36以上の高度な文明
を持った知的生命体が存在する可能性がある」らしいのです。この「高度な文明」の条件は、ほかの知的
生命体との通信を可能とする技術を獲得した文明としたうえで、文明が存続する期間など色々な条件をも
とに文明の数を12パターンごとに求めたそうです。当然、「地球文明」も入っています。
では私たち地球人は、その知的生命体と何かしらの交信ができるのではないかと期待してしまいますね。
その結果、一番厳しいパターンで先ほど述べたように文明が36個くらいだとすると最寄の文明の星までの
平均距離がなんと1万7千光年以下として、光の速さで考えて今から発信して返信があったとしても3万4千
年後になりほぼ不可能なわけです。
今回の研究ではこの広大な宇宙でほかの文明の信号を受信するまでの期間として、およそ3060年以上も
かかるそうです。ちなみに条件を一番緩くしたパターンでも1030年以上と試算されています。また同じ時
期に長く文明が続いていなければならず、どっちかが滅んでしまっていてはダメなんですね。つまり、こ
の広い宇宙でやすやすと宇宙人と交信したり会うことは難しいということなのかもしれません。
ちょっと夢のない話になってしまいましたが、天の川銀河だけでも知的生命体は複数存在する可能性が
あるので宇宙全体ではもっと存在するのかもしれません。
銀河ドーム〔開館日〕木・金・土曜日

午後７時30分〜９時30分 TEL 88ー4288

2020（R2）.7. 15
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新しく中川中学校に就任された
いし い

かつゆき

石井 克之 校長先生

本年度の４月から、中川中学校長としてお世話になっております、石井克之と申し
ます。飯田市立松尾小学校よりまいりました。出身は長野市でありますが、現在自宅
は飯田市にあります。毎朝、松川町からの坂を下ると、新緑の美しい景観が一気に目
に飛び込んできます。里や山の美しさ、温かさに心が和みます。
今年度の中学校は、44人の１年生が入学し、全校生徒145人と教職員25人でスター
トしました。しかし、コロナ禍のために４月10日から臨時休校に入り、分散登校を
挟み、5月19日から通常登校になりました。６月からは、中川中学校が大切にしてき
た授業中の「話し合い」や「グループ活動」を再開しました。教室をまわると、友の考えに関連付け自分の
考えを深めていく姿や、困っている友に寄り添い共に学ぶ姿が見られ、心が温まります。部活動は、５月末
に１年生が入部し、本格的にスタートしました。今は、８・９月に行われる上伊那大会、定期演奏会に向け、
各部練習に励んでいます。日々、頑張って挑戦する生徒の姿から元気をもらっています。
コロナ禍を良い機会と捉え、教職員は新たな生活様式へ対応できる研修を行っています。先月は、今年度
導入されたオンラインシステムを使い、一堂に会することなく生徒集会や校長講話を行いました。これから
は、オンライン授業を視野に入れ、研修をしていきたいと考えています。
中川中学校では、
「な…なかまと か…考え話し合おう が…頑張って挑戦
合言葉とし、学校目標「自考創造…自ら考え創造的に追究する人」

わ…わたしもあなたも」を

「自鍛実行…心身を鍛えたくましい実行力のある人」「自他仁恕…
思いやりの心をもつ人」に迫ります。今年度は、「授業改善」「探
究する学年総合」「キャリア教育の推進」を重点とし、一人ひとり
の生徒の自立を目指していきます。これからも、ご家庭、地域の
みなさんには大変お世話になります。
微力ではありますが、中川村の子どもたちのよりよい成長のた
め、教職員と力を合わせ頑張ってまいりたいと思いますので、ど
うかよろしくお願いします。

児童・生徒向け

７月は

です

毎年７月は、
「青少年の非行・
被害防止全国月間」と定められ
ています。
今年度の最重要課題は「ＳＮ
Ｓ利用に係る子どもの性被害等
の防止」です。近年はスマート
フォンやＳＮＳをはじめとする
新たな機器やサービスが急速に
浸透し、子どもを取り巻く環境
が大きく変化しています。そう

した中で、近年ＳＮＳの利用を
きっかけに、犯罪に巻き込まれ
るケースが増加しています。

№506

郷土学習資料集 「青少年の非行・
を発刊
被害防止
全国強調月間」

村では、令和元年度地域発元
気づくり支援金事業を活用し
て、郷土学習資料集「ふるさと
中川村」を刊行しました。
発刊にあたっては、学校教員
や学芸員、識見者らで構成され
た編集委員が、項目を選定し、
執筆内容について話し合いを重
ねました。
村の産業や暮らし、歴史、文
化などについて、地域素材を活
かし、写真や図表を使い、分かり
やすい資料集となっています。
資料集は、３年生以上の小学
生と中学生に配られました。来
年度からは小学３年生に配ら

村では、各団体の代表により
青少年健全育成協議会を組織
し、子どもたちが危険に巻き込

広報

まれることなく健やかに成長で
きるよう連携を図っています。

子どもたちをさまざまな被害か
ら守るためには、家庭や学校、

警察だけでなく地域全体の協力

が不可欠です。この月間を機に
地域の大人一人ひとりが何をす

9

べきかを考えてみましょう。

教育委員会社会教育係
―１００５

TEL
88

れ、社会科の授業などで地元を
学ぶ際の副読本として活用され

ます。

教育委員会社会教育係
―１００５

TEL
88

vol.106

お知らせ（バンビーニの８月の予定）
・女性の就業相談 予約制
日時：８月３日
（月） 午前10時～午後2時
＊お子さん連れで相談できます。
・助産師さんを囲んで おしゃべり＆相談会 予約制
日時：８月６日
（木） 午前10時30分～11時30分
＊個別相談は予約でお受けします。
・村長さんを囲んで おしゃべり会 予約制
日時：８月31日
（月） 午前10時30分～11時30分
※急遽変更になるかもしれませんので、
「バンビーニGoogleカレンダー」
でもご確認ください。
☆お盆中、12日（水）はお休みですが、それ以外は開所
しています。

6月19日
（金） おしゃべり会「赤ちゃん集まれ！」
あいにくの雨で赤ちゃん連れは外出しにくい天気でした
が３組７人の参加がありました。初めてバンビーニに来て
くれた親子もあり、
「また、ここで会おうね！」と顔見知りに
なることができました。

つどいの広場バンビーニ
Tel･Fax 88-3201
【利用時間】 月・火・木・金曜日：午前 ９ 時30分～午後４時
土・日曜日・祝祭日：午前10時30分～午後３時30分
【閉 所 日】 毎週水曜日

vol.105

今月は片桐保育園
「さくら組」のみんなです
さくら組20にん。
晴れの日も雨の日も…
水遊び大好きげんきっ子です！！

さくら組（年中）
男の子 ９人 女の子 11人
合計20人

2020（R2）.7. 15
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（隊員歴１年目）

（隊員歴１年目）
主な業務 加工
施設の運営、販路
開拓など

主な業務 就農
に向けての研修、
農業振興など

主な業務 就農
に向けての研修、
農業振興など

平本 信一

一

石

川

亜樹則

就農にむけて最初の一歩を踏み出しま
した。今はリンゴをメインに葡萄を触っ
たり、研修を受けたりと充実した日々を
過ごしております。リンゴは私の師匠の
見よう見まねで摘果作業をしているので
すが、この５つの実の塊からあの大きな
１つの赤いリンゴができあがることに驚
き、さらにその１つの実を選別するため
に、師匠がひたすら来る日も来る日も１
日中、小さなリンゴの実を手で落として

本 信

春、夏の野菜植え付けも終わり畑が賑
やかになってきました。覚悟していた雑
草や害虫退治がやはり大変で苦労の連続
で す。 周 り の 田 ん ぼ の 水 が 畑 に 浸 み た
り、夜中にタヌキが出現し野菜が少しず
つ食べられていたりで今後スイートコー
ンが被害にあわないよう対策を検討中で
す。それでも採れたての野菜はおいしく
て次はもっと上手に作ろうと励みになり
ます。

いることに敬服いたしました。
その苦労を見ていると、今の倍の値段
で販売しても文句を言われないのではな

平

農産物加工施設つくっチャオに新しい
仲間が増えました。地域おこし協力隊と
してパティシエの谷本さんに来ていただ
き、現在加工施設つくっチャオにて新し
い場所づくりを進めております。もう少
し時間がかかりそうですが、温かく見守
りください。
また個人的には、映像制作の受け入れ
を開始いたしました。ＳＮＳ広告や、事
業プロモーション、求人用動画など、映

この畑では苦労すると言われた水田づ
くりも代搔きで失敗して予定していた半
分の面積を手植えで田植えをしました。

いかと思ってしまうのですが…笑。それ
はさておきまして、まだ摘果を始めたば
かりですが、リンゴ栽培の奥深さにもっ

茂 木 彰 洋

像制作に関することでしたらお気軽にご
相談ください。写真は村内の作家さんの
プロモーション動画撮影の様子です。

アスパラガスの育苗も一部枯らしてし
まったり出芽が悪かったりしましたが、
なんとか予定数が揃いそうでアスパラハ

と知りたい欲求が沸き、だんだん楽しく
なってきた今日この頃です！

7

月 日から公開されている陣馬形山オン
ラインマルシェにて掲載しておりますの
でそちらもぜひご覧ください！

№506
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ウスの建設、苗の定植と次のステップへ
進めそうです。

10

石川 亜樹則
（隊員歴３年目）

茂木 彰洋

…それぞれの活動から…

地域おこし協力隊活動記 vol.73

保健福祉課保健医療係
内線

国民健康保険証を
更新 し ま す
保健福祉課保健医療係
内線

後期高齢者医療保険証を
更新します

現在お持ちの国民健康保険証
の 有 効 期 限 は、 ７ 月 末 ま で と
なっています。引き続き国保へ
加入されている世帯へは、７月
下旬に保健福祉課から新しい保
険証を郵送します。お手元に届
きましたら、保険証の差し替え
をお願いします。
▼保険証
（旧）藤色 →（新）空色
※国民健康保険税を滞納すると
保険証を回収させていただく
ことがあります。保険証をお
持ちでないと、医療費が一時
的に全額
（ 割）
負担となるこ

「福祉医療費受給者証」
更新手続きのお願い

住民税務課住民係
内線

コンビニ交付サービスの
運用停止について

は、児 童 扶 養 手 当 制 度 の 支 給 制
限期間が８月開始から 月開始

も 月開始となりましたので、
今回は８月１日から 月 日ま

システムメンテナンス作業の
ため、次の期間中コンビニ交付
サービスが運用停止となりま
す。
ご迷惑をおかけしますが、よ
ろしくお願いします。
▼サービス運用停止期間
令和２年７月 日（木）から
日（日）まで終日
▼サービス再開日時
令和２年７月 日（月）
午前６時 分

44

30

12
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保健福祉課保健医療係
内線

後期高齢者医療保険被保険者
の方へ新しい保険証を交付しま
す。
現在お使いいただいている保
険証
（ピンク色）
は、有効期限が
令和２年７月 日となっていま
す。
８月 日から使っていただく
新しい保険証
（橙色）を７月下旬
に郵送します。保険証は個人ご
とになっていますので、紛失し
ないようにご注意ください。
なお、保険証は毎年更新され
ますので、間違えないようにお
使いください。また、有効期限

に変更されたことに併せ、
本年度
から福祉医療費受給者証の期間

障がい者に該当する方がお持
ちになっている「福祉医療費受
給者証」の有効期限は本年７月
日 と な っ て い ま す。（ 一 部 の
方を除く）
８月１日以降も「福祉医療費
受給者証」の該当となる方には、
保健福祉課から更新申請書を７
月中旬にお送りしますので、内
容を確認のうえ保健福祉課保健
医療係までご提出ください。
なお、更新申請書に印字され
ている加入保険証・振込金融機
関などに変更がある場合には、
保険証・通帳のコピーを添付の
うえ、提出をお願いします。
また、ひとり親に該当する方

の切れた古い保険証は８月１日
以降、ご自身で破棄していただ

31

くようお願いします。

での受給者証を送付します。

月中旬に改めてご連絡および、
更新申請書を送付しますので、
よろしくお願いします。

サマージャンボミニ

１等1,000万円！

発売期間は令和2年７月14日
（火）
から８月14日
（金）
まで

１等・前後賞合わせて７億円！

23

26

27

27

27
10

とがありますので、必ず納期
までに納めましょう。
また、就職や退職などによっ
て保険の異動がある場合は、役
場で手続きが必要になります。
手続きが遅れますと、保険料の

31

ご不明な点がありましたら、
保健福祉課保健医療係までお問
い合わせください。

令和２年度市町村振興宝くじ 同時発売

サマージャンボ宝くじ

31

11

1

27

二重払いや、保険未加入といっ
たことにもなりますので、早め
の手続きをお願いします。

11

10

10

宝くじの収益金は、
市町村の地域住民の福祉向上に使われます。
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。
村内では、
中川郵便局で購入できます。

「緑の募金」活動ご 協 力
ありがとうござい ま し た

※申請された順で内容確認し採
択します。ご了承ください。

村では、合併処理浄化槽整備
区 域（ 飯 沼・ 美 里・ 南 陽・ 桑
原・柳沢・針ヶ平・竹ノ上の一
部・中通の一部・上前沢の一部
など）での合併処理浄化槽設置
に対し補助制度を設けており、
種類（人槽）に応じて補助金を交
付しています。
また、事業所においても補助

合併処理浄化槽の
補助申請はお早めに

陣馬形山キャンプ場の
再開延期
振興課商工観光係
内線

63

の交付対象となる場合がありま
すので建設水道課水道係へご相
談ください。

「小渋ダム開放ＤＡＹ」
『小渋ダムを
探検しよう！』
の
中止のお知らせ

天竜川ダム統合管理事務所
―３７２９

詳細はコチラ

建設水道課水道係
内線

振興課耕地林務係
内線

▼補助条件
・本体の購入に当たっては県内
に事業所または代理店を有す
る者から購入すること
・ペレットは県産間伐材を利用
した物を使用すること
・概ね年間８００キログラム以
上のペレットを使用すること
など
▼補助申請期限
月 日
（金）

今年も４月１日から５月 日
ま で の「 緑 化 推 進 特 別 強 調 月
間」中、多くのみなさんのご協
力 に よ り、 総 額 ２ ８ ９，７ ３ ４
円の募金をいただきました。
こ の 募 金 は「 長 野 県 緑 の 基
金」に納められ、県の広報活動
費・資材費を差し引いた額が村
へ交付されます。村ではこの交
付金を緑化木の配布や緑の少年
団育成などに使わせていただき
ます。ご協力ありがとうござい
ました。

広報なかがわ６月号にて「小
渋 ダ ム 開 放 Ｄ Ａ Ｙ 」『 小 渋 ダ ム
を探検しよう！』のお知らせを
いたしましたが、開催に向けた
準備と検討を重ねた結果、十分
な「新型コロナウイルス感染防
止対策」の対応が難しいため中
止とさせていただきます。
今後、別のイベントを検討し
てまいります。
ご理解のほどお願いいたしま
す。

※ウェブ合宿のみの参加も可能

講師：伊那食品工業株式会社 代表取締役社長 塚越英弘氏

№506

上伊那広域連合地域振興課 info@union-kamiina.jp

『これからの働き方…リスクをどう考えるのか…』

■地元企業のトップが語るセミナー

年度内利用可能の
バス乗車割引券進呈

休日はこう
よ
過ごしている

対象；大学（大学院）・短大・専門学校などに在学中の方（学年は問いません）

TEL
88

参加費無料
参加者への
特典あり

こんな企業も
あるよ！

上伊那を代表する
約30社が参加予定

就活本番前に上伊那の企業を知って準備しよう！

各イベントのお申し込み・お問い合わせ

地元
きか に戻る
っけ
は？

上伊那の企業や働く先輩たちを知れる！
就活の悩みや疑問を相談できる！
うに
どんなふ ？
■就活の心得
の
働いてる
■先輩から就活のリアルを聴く
■企業採用担当者のホンネを聴く

ウェブ合宿前のプレセミナーを開催

就活準備ウェブ合宿

キックオフセミナー
〈保護者参加可能！〉

ペレットストーブの
導入補助をご活用ください

548,000円

陣馬形山キャンプ場は新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止
策としてキャンプ禁止としてお

８～10

振興課耕地林務係
内線

414,000円

合併処理浄化槽の設置補助金
は限られており、申請が遅くな
ると、交付ができない場合があ
ります。今年度設置を予定され
ている方は、早めに申請をお願
いします。

６～７

25

り、８月から解除する予定でし
たが、７月９日の豪雨被害によ
り発生した林道の土砂崩落など

332,000円

12

の影響のため、キャンプの再開
を延期します。再開の時期は未
定です。

５

村では木質バイオマスエネル
ギーの活用推進を目的にペレッ
トストーブまたはペレットボイ
ラーの導入に対し補助を行って
います。補助対象者や補助金額
については次のとおりです。
▼補助対象者
村内に居住もしくは事務所を
有する個人もしくは事業者

１件

合併処理浄化槽設置事業
補助金の額

33

31 32

32

▼補助額
万円
（本体および設置経費）
▼補助件数

補助金の額
槽
人

広報

13

10

オンライン通話サービス
「Zoom」
を使用して開催します。通信
環境がない学生は上伊那広域連合会議室から参加可能です！

特殊詐欺被害防止
について
―０１１０

調理師試験および
製菓衛生師試験を
実施します

・場所
伊那市荒井３４９７
長野県伊那合同庁舎
講堂および会議室
▼願書
・受付日時
９月１日（火）～３日（木）
午前９時～午後５時
・受付場所
伊那市荒井３４９７
長野県伊那合同庁舎３階
３０１号会議室
▼合格者の発表
・日時
月 日（金） 午前９時
・発表方法
11

相続登記特別無料相談を
実施します

長野県司法書士会

０２６―２３２―７４９２

長野県司法書士会では８月３
日の「司法書士の日」を含む１
週間、相続登記の相談を無料で
実施します。
▼日時
８月３日（月）～７日（金）
午前９時～午後４時
▼相談場所
県内各司法書士事務所
※事務所によっては電話などで
相談をお受けします。
▼相談料
無料
▼予約

・ https://www.pref.nagano.
相談を希望する司法書士事務
lg.jp/sangyo/shiken/chorishi/ 所 に 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ
・ https://www.pref.nagano. い。
lg.jp/sangyo/shiken/seika/ ▼相談例
⑶受験者全員への結果通知
・登記名義が先々代のままと
▼その他
なっている
受験願書などの書類は、当所 ・妻（夫）に全財産を相続させ
食品・生活衛生課にて受験希望
たい
・相続人の中に行方不明の人が

⑴掲示板への掲示
⑵ 長野県ホームページへの掲載

12

者に配布します。

いて、遺産分割協議ができな

たつき

こんにちは赤ちゃん

桃沢

幸祈くん
（小和田）
（拓也・理彩さん）

輝子さん （小
（ 歳）
秋弘さん （柏
（ 歳）
礼子さん （飯
（ 歳）
治さん
（沖
（ 歳）
美幸さん （横

里）

前）

町）

沼）

原）

平）

ご冥福をお祈りします

浦上

南澤

湯澤

永原

大場

小池

（ 歳）
嘉雄さん （美
（ 歳）

14
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駒ヶ根警察署

（情報発信コーナー）

長野県内のご家庭に、
TEL
76

・中川村役場
・チャオ

83

村では、ご家庭などで不要になった新品・未開封
のマスクを回収しています。回収したマスクは新型
コロナウイルス感染症の
予防などのため、有効に
利用させていただきます。
みなさんのご協力をお願
いします。

TEL

い
・遺言について教えてほしい

83

長野県伊那保健所
食品・生活衛生課
食品・動物衛生係
―６８４０

内線 27
中川村新型コロナウイルス感染症対策本部

89

91

75

87

90

11

令和２年度（２０２０年度）
調理師試験および製菓衛生師試
験を次の日程で実施します。
▼試験
・日時
月 日
（金）
午後１時～午後３時
13

マスク回収箱設置場所

TEL
「東京法務管理局 督促状」
「ハガキによる督促は詐欺で
す」
などと書かれた封書が届いてい
ます。
このような封書が届いた方
は、駒ヶ根警察署までご連絡く
ださい。

不要な新品・未開封マスク
回収しています

むらのできごと
６/５
（金）、９（火）

大きくなーれ！サツマイモ
６月５日
（金）に片桐保育園、９日（火）にみなかた保育園
でサツマイモの苗植えが行われました。年少から年長までの
園児がベニアズマ、ベニキントキ、ベニハルカなどを植えま
した。植えた後には水をかけて大きくおいしくなるようにと
声をかけました。
10月中旬に収穫が行われ、獲れたサツマイモは焼き芋にし
たり、収穫祭で振る舞われる予定です。

みなかた保育園

みなかた保育園
片桐保育園

片桐保育園

６/15
（月）

感謝状が贈られました

環境省では野生生物保護で特に顕著な功績のあった個人お
よび団体に対し、毎年愛鳥週間の期間に表彰を行っており、
中川村の「ブッポウソウの里の会」に感謝状が贈られました。
中川村は全国でも有数の営巣地で、毎年多くのブッポウソ
ウが飛来しています。同会は実質約16年にわたり繁殖補助、
調査、保護・普及啓発事業などの活動や、観察会や写真展の
開催などを通じて県内外に向けてブッポウソウの保護を呼び
かけており、希少野生動物の保護活動に尽力してきました。

６/18（木）

水を大切に 水道施設見学

東小の４年生が社会科見学の一環として沢入浄水場の見学を行いました。普段何気
なく使っている水道水ですが、取水から浄水や消毒を行って飲めるようになるまでの
工程を興味深く見聞きしながら施設内を見学しました。
見学後には取水の方法や微生物のことなど、積極的に質問をしながら熱心にノート
に書き込んでいました。

未来 へ なかがわ

vol.27
― 今頑張っていることは何ですか。
部活動です。私は野球部でマネージャーをや
らせていただいています。今年は選手権大会の
代わりに代替大会が7月にあり、代替大会で私
は引退なので、1つでも多く勝てるよう、選手
のサポートなど日々の練習に励んでいます。
― 中川村の好きなところは何ですか。

２０２０年
（令和２年）

自然がとても豊かで、四季折々に景色が変わ
り、いつ見ても美しく、四季をよく感じられる
ところです。

⑦

― 10年後どうなっていたいですか？
少しでも村に貢献できるような大人になりた
いです。将来的には自然豊かで温もりのあるこ
の美しい村で暮らしたいです。

■発行 〒399-3892
長野県上伊那郡中川村大草4045番地１
中川村役場

― 中川村の未来に一言お願いします！
村の方の温かさや、笑顔のあふれる今の村が
きた じま

●北 島

はな

花

この先もずっと続いてほしいです。また、空気
のきれいなこの自然がいつまでも変わらないま

さん（渡場）

駒ヶ根工業高等学校３年生（17歳）

までいてほしいです。

保育園でプール開きが行われました。
６月23日
（火）にみなかた、片桐
の両保育園でプール開きが行われま
した。
梅雨の合間の晴天に恵まれたこの

■印刷 龍共印刷株式会社

TEL 0265-88-3001㈹ 〔ＵＲＬ〕https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
FAX 0265-88-3890 〔Ｅメール〕info@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

■編集 広報編集委員会

日は、安全にプール遊びができるよ
うに塩とお酒でお清めをした後、
シャワーを浴びてプールに入りまし
たが、冷たいシャワーを浴びる瞬間
には思わず歓声があがりました。
プール開きを楽しみにしていた園
児たちは、
「ワニさん」になりきる
などして気持ちよさそうに水遊びを
片桐保育園プール開き

楽しみました。
中川村は
「日本で最も美しい村」連合
に加盟しています

中川村の人口

【７月１日現在】
（ ）内は対前月

人口
4,838人
（+4）

←緊急情報配信サービス
携帯電話でアクセスを！

男
2,285人
（±0）

女
2,553人
（+4）

世帯数
1,662世帯
（+1）
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再生紙を使用
しております
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