
9 8下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと自宅等で確定申告書が作成できま
す。作成した確定申告書は、印刷して送付・ｅ－Ｔａｘで送信（事前準備が必要）のいずれかでご提出くだ
さい。
　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会場　富岡税務署　２階大会議室
期間　２月１６日（木）から３月１５日（水）まで（土、日及び祝日を除きます。）
時間　午前９時から午後５時まで
※申告書の作成には時間を要します。午後４時頃までにお越しください。
　確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと自宅等で確定申告書が作成できま
す。作成した確定申告書は、印刷して送付・ｅ－Ｔａｘで送信（事前準備が必要）のいずれかでご提出くだ
さい。
　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会場　富岡税務署　２階大会議室
期間　２月１６日（木）から３月１５日（水）まで（土、日及び祝日を除きます。）
時間　午前９時から午後５時まで
※申告書の作成には時間を要します。午後４時頃までにお越しください。
　確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。

○国税庁ホームページ「作成コーナー」の操作などに関するお問い合わせ
問合せ先　「ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」　☎０５７０－０１－５９０１
受 付 日 　月曜から金曜（祝日を除きます）

【確定申告のお知らせ】

【社会保障・税番号（マイナンバー）制度】
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公
平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号（マイナンバー）制度が導入されました。
　平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、

【本人確認（番号確認及び身元確認）を行うときに使用する書類の例】
　　例１　個人番号カード（番号確認と身元確認）
　　例２　通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）
※控除対象配偶者及び扶養親族の方の本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

　青色申告は自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上のメリットもあり
ます。
　平成２９年分の所得から青色申告を行う場合は、平成２９年３月１５日までに、最寄りの税務署に「青色申
告承認申請書」を提出する必要があります。
　なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者（個人・法人）を対
象とした収入保険制度の導入が決定されました。
　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入
減少を補填する仕組みです。
　詳細は、農林水産省ホームページ又は下記までお問い合わせください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/index.html
問合せ先　関東農政局群馬県拠点地方参事官室　　☎０２７－２２１－１８２６

【社会保障・税番号（マイナンバー）制度】
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公
平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号（マイナンバー）制度が導入されました。
　平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、

【本人確認（番号確認及び身元確認）を行うときに使用する書類の例】
　　例１　個人番号カード（番号確認と身元確認）
　　例２　通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）
※控除対象配偶者及び扶養親族の方の本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

　青色申告は自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上のメリットもあり
ます。
　平成２９年分の所得から青色申告を行う場合は、平成２９年３月１５日までに、最寄りの税務署に「青色申
告承認申請書」を提出する必要があります。
　なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者（個人・法人）を対
象とした収入保険制度の導入が決定されました。
　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入
減少を補填する仕組みです。
　詳細は、農林水産省ホームページ又は下記までお問い合わせください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/index.html
問合せ先　関東農政局群馬県拠点地方参事官室　　☎０２７－２２１－１８２６

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について

農業者の皆様へ　「青色申告をはじめましょう」農業者の皆様へ　「青色申告をはじめましょう」

○確定申告などに関するお問い合わせ
問合せ先　富岡税務署　　☎６３－２２３５（自動音声案内でご案内します）

●マイナンバー（１２桁）の記載が必要です！

●本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です！

●申込受付期間　平成２９年２月１日～平成２９年１０月３１日まで
●申込受付時間　平日８時３０分～１７時１５分
●受診できる期間　平成２９年４月３日～平成３０年３月３０日
●実施機関　下仁田厚生病院　　☎８２－３５５５
●対　象
　・国民健康保険（後期高齢者医療保険）の被保険者で、検査日まで引き続き加入している人
　・国民健康保険税（後期高齢者医療保険料）を完納している人
　・保健推進係（保健センター）で行う健診を受診しない人
　※注意：受診できるのは町が実施する健診（人間ドック等）で、年度内に１回です。
●主な検査内容
　診察（内科・外科・眼科）、心電図、胸部レントゲン、胃カメラ、エコー、血液検査、大腸ファイバー（1泊2日のドックの
み）及び血糖検査（1泊2日のドックのみ）など
●オプション検査（追加料金）
　ヘリコバクタピロリ抗体、頸動脈エコー、骨密度測定、腫瘍マーカー（ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＣＡ19-9）、女性腫瘍マーカー（ＡＦ
Ｐ・ＣＥＡ・ＣＡ19-9・ＣＡ125・ＣＡ15-3）などは別途お申し込みください。
●費用・募集人数（予定）
　費用・募集人数については、確定しておりません。４月の広報で再度お知らせします。
★後期高齢者医療保険の被保険者も、国民健康保険被保険者と同額の自己負担で人間ドックを受けることができる
予定です。ただし、日帰りのみとなります。
　※昨年の自己負担額は、日帰りが9,560円（国保・後期）、1泊2日が23,720円（国保のみ）でした。
●申込み方法　
　下仁田厚生病院（☎８２－３５５５）に国民健康保険（後期高齢者医療保険）の人間ドック受診の旨を伝えて、予約をお
願いします。（受診できるのは、４月３日以降）

～国保・後期　人間ドック受診者の募集～人間ドックで健康管理～国保・後期　人間ドック受診者の募集～人間ドックで健康管理～国保・後期　人間ドック受診者の募集～人間ドックで健康管理～国保・後期　人間ドック受診者の募集～人間ドックで健康管理
◇◆２月１日より受付開始◆◇

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合
平成27年度決算概要

　歳入は、総額17億5,366万7千円となり、構成比では、分担金及び負担金が14億4,801万1千円で全体の82.6
％を占めています。
　歳出は、総額17億1,986万9千円となり、構成比では、消防費が14億1,378万円で82.2％と大きく、次いで衛
生費が1億434万5千円で6.1％を占めています。

歳 　 出 決 算 額

772千円

66,510千円

66,416千円

94千円

104,345千円

1,413,780千円

90,705千円

52千円

90,653千円

43,757千円

0千円

1,719,869千円

議会費

総務費

　総務管理費

　監査委員費

衛生費

消防費

教育費

　教育総務費

　看護専門学校費

公債費

予備費

　　　　　　計

構 成 比

0.0％

3.9％

3.9％

0.0％

6.1％

82.2％

5.3％

0.0％

5.3％

2.5％

0.0％

100.0％

歳 　 出 決 算 額

1,448,011千円

35,943千円

10,534千円

423千円

58,285千円

110,171千円

90,300千円

1,753,667千円

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

繰越金

諸収入

組合債

　　　　　　計

構 成 比

82.6％

2.1％

0.6％

0.0％

3.3％

6.3％

5.1％

100.0％

問合せ先　
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局（総務課）
☎62-5261

国民健康保険及び後期高齢者医療保険からのお知らせ



２月１６日から登下校に合わせて、スクールバスの運行時刻が変更になります２月１６日から登下校に合わせて、スクールバスの運行時刻が変更になります
　２月１６日（木）から小中学校の登下校に合わせ、午後４時以降のスクールバス運行時間（平日）が変更になります。
各路線ともに主に午後の下り便が変更になりますので、午後４時以降に利用される一般の方は、時刻表をよくご覧の
上、ご乗車いただきますようお願いします。
※１　スクールバスは児童生徒が優先となりますのでご了承ください。
※２　小中学校の児童生徒へは学校から連絡があります。
変更期間　秋冬期　２月１６日（木）～３月３１日（金）
問合せ先
○スクールバス　下仁田町役場　教育課　学校教育係　☎８２－２１１５
○しもにたバス　下仁田町役場　地域創生課　企画政策係　☎６４－８８０９
○運転管理　　  上信ハイヤー株式会社下仁田営業所　☎８２－２４２９　又は　バス事務所　☎８２－５０３８

11 10下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

　町では在宅で紙おむつを常時使用している高齢者及び障害者に対し紙おむつ購入費の扶助を行っています。
対象期間を前期・後期に分け、申請を受け付けます。
　今回の対象期間は平成28年9月購入分から平成29年2月購入分まで（後期）です。
　ただし、まだ申請していない前期分（平成28年3月購入分から平成28年8月購入分）がある方についてはそ
の月も対象となります。
対象者
　①要介護２以上の判定を受けている方
　②身体障害者手帳「1級・2級」の方
　③療育手帳「A」の方
申請期間（後期分）　2月15日～3月15日まで
申請に必要なもの
　①介護保険証、身体障害者手帳、療育手帳のいずれか1つ(複数所持者はすべて持参)
　②領収書（宛名、但し書き、紙おむつの金額が明記されているもの）レシートは不可ですが、店舗の印があるも
　　のなら、レジから打ち出されたレシート風の領収書でも構いません。
　③申請者の印鑑
　④申請者の指定預金口座番号（ゆうちょ銀行の場合は店番・口座番号）
　⑤入院・入所（地域密着型サービス利用･ショートステイ含む）がある場合は、その期間を教えていただきます。
扶助額　購入価格の２分の１の額又は月額２千円のうちいずれか低い額
問合せ先　健康課 介護保険係　☎64－8802　福祉係　☎64－8803

下仁田町在宅要援護者紙おむつ購入費
扶助事業平成28年度後期申請

※いずれも町に住所を有する方が対象です。ただし、15日
以上の入院・入所（地域密着型サービス利用・ショートステ
イ含む）期間がある月は対象外です。また、対象期間中で
左記①～③の基準に該当しない月は対象外となります。

　下仁田町自然史館では臨時職員を募集します。
募集人数　１名
業務内容　一般事務およびジオパークや自然史館の運営に関する業務
採用期日　４月１日から
勤務時間　午前８時３０分から午後５時１５分までの実労７時間４５分(交代土日勤務有)
賃金等　　町臨時的任用職員賃金支給要領による
申込期限　２月２８日(火)
申込方法　市販の履歴書に必要事項を記入(写真添付)の上、午前９時から午後４時までの間に下仁田町自然史館事
　　　　　務室に提出してください。
面接日　　別途連絡します。
問合せ先　下仁田町自然史館　☎７０－３０７０

臨時職員募集臨時職員募集

町教育委員会では学校支援員等を募集します町教育委員会では学校支援員等を募集します

　要介護・要支援の認定を受けたもののサービスを利用していない方や、ケアマネジャーと契約をしていない方への
「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を、平成２９年３月末をもって終了させていただくことになりました。
対象になる方
・状態の回復などの諸事情により介護サービスを利用していない方
・介護療養病棟等に入院中で、介護サービスを利用しているがケアマネジャーと契約していない方
　これまでは有効期間終了の２ヶ月ほど前にお知らせを発送していましたが、今後の期間の確認等はご本人・ご家族
　でお願いいたします。
　現在は利用していなくても、近いうちに介護サービスを利用する方は、期間終了の60日前から役場にて更新申請
の手続きをすることができます。利用予定のない方は申請の必要はありません。
※在宅でサービスを利用中の方・介護保険施設に入所中の方へのお知らせは、今後もケアマネジャーおよび施設に
　お送りいたします
問合せ先　健康課 介護保険係　☎６４－８８０２（直通）

「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します

　群馬県では、さまざまな事情から家庭で生活することができない子どもを、家族の一員として迎え入れ、愛情と誠意
をもって養育してくださる里親を募集しています。
　西部児童相談所（高崎市高松市）は、里親や里親制度に関心のある人の
交流のできるサロンを開催します。このサロンでは、里親制度の説明も行います。
日　時　２月２３日（木）午前１０時～午後１時
会　場　安中市役所１階ロビー
対　象　里親制度に関心のある人や里親、養子縁組を検討している人
費　用　無料
申込み　直接会場へ
問合せ先　群馬県西部児童相談所　☎０２７－３２２－２４９８

里親制度相談会を開催します里親制度相談会を開催します里親制度相談会を開催します里親制度相談会を開催します

業務内容　小学校または中学校における学習支援
募集人員　若干名
賃　　金　日額　６，２００円
保険関係　社会保険・雇用保険・労災保険加入
採用期日　平成２９年４月１日より１年間（夏季・冬季等休業期間除く）
申込手続　市販の履歴書に必要事項を記入（写真を添付）のうえ教育委員会学校教育係に提出
申込期間　２月３日（金）から２月２０日（月）まで
面 接 日  別途連絡します
問合せ先　町教育委員会学校教育係　☎８２－２１１５

2月の「保育園子育て応援（保育園・こども園体験）」活動計画
　「保育園子育て応援（保育園・こども園体験）」は、在宅の３歳までの乳幼児と保護者及び妊婦さんが参加できます。
参加ご希望の方は、希望される各園へお問い合わせください。

準備するもの

保 育 園
会 場
実 施 日
時 間
対 象 児

内 容

講 師

馬山こども園

妊婦さんと３才児まで

リトミック講師　田中文華、蟻坂弘江
担当保育士　寒河江恵子

毎週木曜日　2/2・9・16・23
１０：００～１１：００

運動の出来る服装でお出かけください。

※園庭開放・・・毎日行っています。
・月曜日～土曜日：13：00～17：00・日曜日：8：00～18：00

リトミック（第１週 及び 第３週）
親子で楽しくふれあい遊び

絵本の読み聞かせ・工作　等
乳幼児の育て方及び在園児との交流

青倉保育園

１０：００～１１：3０
妊婦さん～未入園児

参加ご希望の方は事前に
ご連絡ください。

親子ふれあい遊び
月例より赤ちゃんマッサージ

保育園児とあそぼう
園庭開放

動きやすい服装でご参加下さい。

こども園ホール 保育園内
※保育園・こども園の見学や育児・
　子育て相談、一時保育等の相談
　は、いつでも受付ています。
　ご希望の方は、保育園・こども園
　へお問い合わせください。

■問合せ先
馬山こども園　８２－２３２３
青 倉 保 育 園 　８２－２５４９
下仁田町役場　健康課福祉係
　　　　　　　６４－８８０３（直通）

2/21（火）

親
子
の
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い
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場

２月期の児童手当 2月10日（金）に各口座に振り込みますのでご確認ください。 問合せ先 健康課 福祉係
☎64-8803（直通）



２月１６日から登下校に合わせて、スクールバスの運行時刻が変更になります２月１６日から登下校に合わせて、スクールバスの運行時刻が変更になります
　２月１６日（木）から小中学校の登下校に合わせ、午後４時以降のスクールバス運行時間（平日）が変更になります。
各路線ともに主に午後の下り便が変更になりますので、午後４時以降に利用される一般の方は、時刻表をよくご覧の
上、ご乗車いただきますようお願いします。
※１　スクールバスは児童生徒が優先となりますのでご了承ください。
※２　小中学校の児童生徒へは学校から連絡があります。
変更期間　秋冬期　２月１６日（木）～３月３１日（金）
問合せ先
○スクールバス　下仁田町役場　教育課　学校教育係　☎８２－２１１５
○しもにたバス　下仁田町役場　地域創生課　企画政策係　☎６４－８８０９
○運転管理　　  上信ハイヤー株式会社下仁田営業所　☎８２－２４２９　又は　バス事務所　☎８２－５０３８

11 10下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

　町では在宅で紙おむつを常時使用している高齢者及び障害者に対し紙おむつ購入費の扶助を行っています。
対象期間を前期・後期に分け、申請を受け付けます。
　今回の対象期間は平成28年9月購入分から平成29年2月購入分まで（後期）です。
　ただし、まだ申請していない前期分（平成28年3月購入分から平成28年8月購入分）がある方についてはそ
の月も対象となります。
対象者
　①要介護２以上の判定を受けている方
　②身体障害者手帳「1級・2級」の方
　③療育手帳「A」の方
申請期間（後期分）　2月15日～3月15日まで
申請に必要なもの
　①介護保険証、身体障害者手帳、療育手帳のいずれか1つ(複数所持者はすべて持参)
　②領収書（宛名、但し書き、紙おむつの金額が明記されているもの）レシートは不可ですが、店舗の印があるも
　　のなら、レジから打ち出されたレシート風の領収書でも構いません。
　③申請者の印鑑
　④申請者の指定預金口座番号（ゆうちょ銀行の場合は店番・口座番号）
　⑤入院・入所（地域密着型サービス利用･ショートステイ含む）がある場合は、その期間を教えていただきます。
扶助額　購入価格の２分の１の額又は月額２千円のうちいずれか低い額
問合せ先　健康課 介護保険係　☎64－8802　福祉係　☎64－8803

下仁田町在宅要援護者紙おむつ購入費
扶助事業平成28年度後期申請

※いずれも町に住所を有する方が対象です。ただし、15日
以上の入院・入所（地域密着型サービス利用・ショートステ
イ含む）期間がある月は対象外です。また、対象期間中で
左記①～③の基準に該当しない月は対象外となります。

　下仁田町自然史館では臨時職員を募集します。
募集人数　１名
業務内容　一般事務およびジオパークや自然史館の運営に関する業務
採用期日　４月１日から
勤務時間　午前８時３０分から午後５時１５分までの実労７時間４５分(交代土日勤務有)
賃金等　　町臨時的任用職員賃金支給要領による
申込期限　２月２８日(火)
申込方法　市販の履歴書に必要事項を記入(写真添付)の上、午前９時から午後４時までの間に下仁田町自然史館事
　　　　　務室に提出してください。
面接日　　別途連絡します。
問合せ先　下仁田町自然史館　☎７０－３０７０

臨時職員募集臨時職員募集

町教育委員会では学校支援員等を募集します町教育委員会では学校支援員等を募集します

　要介護・要支援の認定を受けたもののサービスを利用していない方や、ケアマネジャーと契約をしていない方への
「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を、平成２９年３月末をもって終了させていただくことになりました。
対象になる方
・状態の回復などの諸事情により介護サービスを利用していない方
・介護療養病棟等に入院中で、介護サービスを利用しているがケアマネジャーと契約していない方
　これまでは有効期間終了の２ヶ月ほど前にお知らせを発送していましたが、今後の期間の確認等はご本人・ご家族
　でお願いいたします。
　現在は利用していなくても、近いうちに介護サービスを利用する方は、期間終了の60日前から役場にて更新申請
の手続きをすることができます。利用予定のない方は申請の必要はありません。
※在宅でサービスを利用中の方・介護保険施設に入所中の方へのお知らせは、今後もケアマネジャーおよび施設に
　お送りいたします
問合せ先　健康課 介護保険係　☎６４－８８０２（直通）

「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します「介護認定有効期間終了のお知らせ」の発送を終了します

　群馬県では、さまざまな事情から家庭で生活することができない子どもを、家族の一員として迎え入れ、愛情と誠意
をもって養育してくださる里親を募集しています。
　西部児童相談所（高崎市高松市）は、里親や里親制度に関心のある人の
交流のできるサロンを開催します。このサロンでは、里親制度の説明も行います。
日　時　２月２３日（木）午前１０時～午後１時
会　場　安中市役所１階ロビー
対　象　里親制度に関心のある人や里親、養子縁組を検討している人
費　用　無料
申込み　直接会場へ
問合せ先　群馬県西部児童相談所　☎０２７－３２２－２４９８

里親制度相談会を開催します里親制度相談会を開催します里親制度相談会を開催します里親制度相談会を開催します

業務内容　小学校または中学校における学習支援
募集人員　若干名
賃　　金　日額　６，２００円
保険関係　社会保険・雇用保険・労災保険加入
採用期日　平成２９年４月１日より１年間（夏季・冬季等休業期間除く）
申込手続　市販の履歴書に必要事項を記入（写真を添付）のうえ教育委員会学校教育係に提出
申込期間　２月３日（金）から２月２０日（月）まで
面 接 日  別途連絡します
問合せ先　町教育委員会学校教育係　☎８２－２１１５

2月の「保育園子育て応援（保育園・こども園体験）」活動計画
　「保育園子育て応援（保育園・こども園体験）」は、在宅の３歳までの乳幼児と保護者及び妊婦さんが参加できます。
参加ご希望の方は、希望される各園へお問い合わせください。

準備するもの

保 育 園
会 場
実 施 日
時 間
対 象 児

内 容

講 師

馬山こども園

妊婦さんと３才児まで

リトミック講師　田中文華、蟻坂弘江
担当保育士　寒河江恵子

毎週木曜日　2/2・9・16・23
１０：００～１１：００

運動の出来る服装でお出かけください。

※園庭開放・・・毎日行っています。
・月曜日～土曜日：13：00～17：00・日曜日：8：00～18：00

リトミック（第１週 及び 第３週）
親子で楽しくふれあい遊び

絵本の読み聞かせ・工作　等
乳幼児の育て方及び在園児との交流

青倉保育園

１０：００～１１：3０
妊婦さん～未入園児

参加ご希望の方は事前に
ご連絡ください。

親子ふれあい遊び
月例より赤ちゃんマッサージ

保育園児とあそぼう
園庭開放

動きやすい服装でご参加下さい。

こども園ホール 保育園内
※保育園・こども園の見学や育児・
　子育て相談、一時保育等の相談
　は、いつでも受付ています。
　ご希望の方は、保育園・こども園
　へお問い合わせください。

■問合せ先
馬山こども園　８２－２３２３
青 倉 保 育 園 　８２－２５４９
下仁田町役場　健康課福祉係
　　　　　　　６４－８８０３（直通）

2/21（火）
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２月期の児童手当 2月10日（金）に各口座に振り込みますのでご確認ください。 問合せ先 健康課 福祉係
☎64-8803（直通）
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特定空家（倒壊の恐れがある空家）となるおそれのある建築物の除却に対して補助金を交付します。
《対象となる建物》
1. 昭和５６年５月３１日以前建築の建物であること。
2. 住宅の不良度の判定調査（床、基礎、柱、外壁、屋根等の腐朽、破損等の程度を点数化）による。
※１及び２の両方を満たす空家が補助対象となります。

《補助金額》　除却費用の2分の１（上限20万円）
《事業期間》　平成29年2月1日～平成33年3月31日
《補助対象となる条件》
・町内にある、個人所有の住宅、併用住宅。（倉庫、物置、塀等の解体は除く）
・除却費用が20万円以上であること。
・アパートの用途で建築したものでないこと。
・空家に抵当権が設置されていないこと。
・空家期間が1年以上継続している、または町長が除却を必要と認めるもの。
・空家の全体を解体し、撤去し、更地にし、不陸整正する工事であること。
・町内業者が行う除却工事であること。
・申請者（所有者）に町税等の滞納がないこと。
・年度末までに完了報告ができるもの。
・本補助事業の利用は、1人1回とする。
　　　　　　　　　　問合せ先　保健環境課　環境係（保健センター）　☎８２－５４９０

老朽空家の除却費（取り壊し費）を補助します老朽空家の除却費（取り壊し費）を補助します老朽空家の除却費（取り壊し費）を補助します老朽空家の除却費（取り壊し費）を補助します

　平成23年10月1日から、家畜（愛玩用を含む）の飼育者は、毎年1回、県知事に飼育頭羽数等を報告していただくこ
とになりました。これは、同年4月に改正された家畜伝染病予防法に基づき始まった制度で、家畜の飼育者は重大な家
畜伝染病を疑う症状を発見した時の通報と、家畜を病気から守るための消毒等の取り組みも義務付けられています。
　対象となる動物は、牛、鹿、馬、羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥です。
一頭（羽）でも飼育されている方は報告が必要です。
　家畜保健衛生所にまだ報告していない方は報告をお願いします。
報告内容　住所、氏名、平成29年2月1日現在の飼育している動物の種類と頭羽数
問合せ先　群馬県西部家畜保健衛生所　☎０２７－３６２－２２６１

鶏等の愛玩動物を飼育されている方へお知らせ鶏等の愛玩動物を飼育されている方へお知らせ鶏等の愛玩動物を飼育されている方へお知らせ鶏等の愛玩動物を飼育されている方へお知らせ

　あなたの家族や近くにいる人が、突然意識を失い倒れたらどうしますか？
　救急車が到着するまでの間に、人工呼吸等の適切な応急手当を行えば、尊い命を助けることが可能です。また、救
命に大きな効果がある自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の取扱い及び心肺蘇生法等の応急手当を習得していただくため
に、救命講習会を次のとおり開催いたします。
日　　時　３月１1日（土）午前９時から午後６時まで
場　　所　富岡市生涯学習センター　３階　和室
講習時間　上級救命講習　午前９時から午後６時まで（８時間）　
　　　　　普通救命講習　午前９時から正午まで（３時間）
講習内容　心肺蘇生法・止血法・ＡＥＤ取扱い
募集人員　約３０名（上級救命講習約１０名）（普通救命講習約２０名）
受 講 料   無料
申込期間　２月１日（水）から２月１３日（月）締切り
終 了 証   講習終了後即日交付
申込み・問合せ先　下仁田消防署　☎８２－２２２９　西牧分遣所　☎８４－２２３９

救命講習会開催救命講習会開催

協力隊活動報告協力隊活動報告

　２月に入りました。下仁田町における観光は「なんとなく」オフシーズン。そのような時季でも現在は個人による多様
な形での観光や旅行があります。そういった形で下仁田町にお越しになられた方々にまた足を運んでいただけるよう
心地よい環境をしっかり継続して提供していく事、そんな２月になりそうです。
また大井田隊員による企画「矢川 第四回交友会」が１２月２２日に開催されました。今回は私も参加させていただきま
した。和やかな雰囲気に包まれた素晴らしい時間を過ごさせていただきました。

　昨年の12月、矢川区の高齢者の方の交流会『矢川交友会』も4回目
の開催となりました。
　クリスマス会を兼ねた今回は協力隊の渡辺隊員、沼田隊員の協力も
いただきました。
　毎回皆さんが楽しみにされている柳沢桂子さんによる読み聞かせ
や、日本舞踊の先生をお招きして美しい踊りを見せていただいたあと、
全員で『ズンドコ節』を身体が暑くなるくらい踊りました。渡辺隊員がサ
ンタさんになり登場し、クリスマスケーキとシャンメリーで乾杯！そして沼田隊員から焼きたて餃子のおもてなし！矢川
区ではなかなか食べることのできない『一番』さんのアツアツの餃子を皆さん嬉しそうに召し上がっていました。今回
の様子は上毛新聞にも掲載していただき、皆さんの嬉しい思い出となりました。回を増すごとに皆さんの笑顔が増え
ていることにとても喜びを感じています。ただ今、市野萱区での交流会も計画中です。市野萱区の皆さんはカラオケ
がお好きな方が多く、市野萱区の特徴を活かした交流会を目指します！！また、南野牧区の一人暮らしの方の訪問もス
タートする予定です。今後も高齢者の皆さんが元気に楽しく毎日を過ごされるよう努力してまいります。

　慌しく一月が経ち、寒い時期になりました。
　新春のイベントや協力隊全体会、ねぎの収穫イベントなどに参加し、忙しく動いて参りま
した。それでも冬季はイベントが少ないのですが、他の時間を任期後に向けた試みの一つ
として3月より格闘技の動きを取り入れたフィットネス講座を開講致します。場所は下仁田
町公民館の学習室で、時間は毎週木曜日19時より20時30分までです。誰にでも無理な
く出来る運動を主軸にしたいと思います。ダイエット・体力作りにいかがでしょうか？
　また2月23日19時～20時30分よりプレオープン記念として無料で体験できるイベン
トを開催します！
＊要予約先着20名　予約は役場観光課　小池まで　☎６４－８８０５

　群馬県立自然史博物館で1月14日から開催されている特別展「ぐんまの自然のいま」に下仁田ジオパークも出展
しています。今回わたしは展示ポスターの企画・作成を担当しました。展示では下仁田ジオパークでこれまでに行って
きた体験活動の紹介をしています。展示を見た人がジオパークの面白さを知り、下仁田に興味を持つきっかけになれ
ばと思っています。ほかにも特別展では、群馬県内で活動する自然保護や保全を行う団体の活動を、標本などを使い
ながら紹介しています。特別展は2月19日（日）まで行われています。ぜひ足をお運びください！

渡辺隊員報告

小池隊員報告

片山隊員報告

大井田隊員報告

フェイスブックQR


