
15 14下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

出前講座をご利用ください
　町では、町民の皆さまに町政に対する理解を深めていただくことを目的として、平成１８年度から行政出前講座を
行っています。今年度も日々の暮らしの中で役に立つ講座を揃えておりますので、みなさまお誘いあわせの上お申し
込みください！

○お申し込み方法等
　(1)町内に在住、在勤、在学している５人以上の団体、グループで、開催希望日の１４日前までに「出前講座メニュー」
　　から希望講座を選び、地域創生課地域振興係に受講申込書を提出してください。
　  （申込書は地域創生課にあるほか、町ホームページからもダウンロードできます。）
　(2)会場は申込者側で準備をお願いします。
　(3)開催時間は年末年始を除き、午前９時から午後９時までの間で最大２時間程度です。
　(4)担当職員が１～２名程度で会場へ出向き、説明を行います。
　(5)受講料は無料です。

○注意事項
　(1)質問等その場で即答できないこともあります。
　(2)業務の都合で日時等の希望に添えないこともあります。
　(3)業務の説明を行うもので、苦情、要求、批判等は原則お受けできません。
　(4)政治、宗教、営利を目的とした催しと思われるものはお受けできません。

○問合せ先　地域創生課地域振興係　☎６４－８８０９

平成29年度　行政出前講座メニュ ー

人事院勧告制度について

役場の仕事の概要

情報公開・個人情報保護制度について

選挙制度について

防災・減災について

町の財政について

固定資産税について

町民税について

しもにたバス（路線バス）について

まち・ひと・しごと創生総合戦略について

まちづくりの補助金について

ふるさと納税について

地域おこし協力隊について

空家の有効活用をしませんか？

介護保険について
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制度の役割と内容説明

役場組織機構、各課等の仕事概要説明

情報公開制度、個人情報制度の説明

選挙制度全般の話

防災全般の概要説明について

町の歳入・歳出・起債などについて

土地・建物等の固定資産税課税の仕組みについて

給与所得者、年金所得者、営業所得者等所得の種類に応じて申告から課税の仕組みについて

路線バスの運行内容や乗車方法等についての説明

総合戦略に基づく平成２７年度から５年間の取り組みについての説明

国・県・企業等が出す、まちづくりのための補助金についての説明

ふるさと納税のやり方、仕組み等についての説明

地域おこし協力隊の役割や活動内容等についての説明

空家対策事業の現状と課題について

制度のしくみやサービスの利用方法について説明

番号 名　　　　称 概　　　　要

番号 名　　　　称 概　　　　要

～わかりやすい国保のしくみ～国民健康保険の制度について

～わかりやすい後期高齢者医療のしくみ～

後期高齢者医療制度について

福祉医療の制度について

障害者自立支援制度の仕組や、サービスの内容、申請から認定、利用まで

地域の見守りの力で高齢者の孤立や孤独死を無くすために地域の見守り支援についてお話し

ます。

『食』を通じて町民の皆さんがいきいきと生活できるための計画づくりです。

“食べること”楽しみませんか。

受診方法や健診の内容、健康相談について

私たちにできるエコな活動と、エコな活動に対する町の助成制度（有価物集団回収補助金・

生ごみ処理機購入費補助金）等についてお話しします。

家庭・事業所の窓際にゴーヤ等のグリーンカーテンを設置し、快適生活空間を創出する事例の

紹介を通じて、温室効果ガス抑制による地球温暖化防止について啓発を行い、

併せて環境保護について理解を深めます。

動物愛護法、狂犬病予防法などに基づいて、愛犬・愛猫の正しい飼い方、届出・予防注射の意味

等を説明すると共に動物愛護一般について啓発を行い、動物と人間との共生について考えます。

野生鳥獣の被害から農作物を守る方法についての説明

農地の転用、売買など行う場合の制限、手続き等について説明

起業してみたいけど不安がある、町の支援は何があるんだろう、そういったお悩みや質問にお答

えいたします。

悪質商法の概要及び相談について

「未来につなぐ水源の町」として、家庭から出るし尿及び雑排水を処理する浄化槽の普及を目的

とした事業の紹介。

宮畑浄水場を見学してもらい、飲み水のできるまでを説明

都市ガスが供給所から家庭に届くまでの説明

議会構成、議会運営、請願、陳情について

監査の役割・監査制度の概要

教育委員会所有の軽スポーツ用具（ペタンク・スポレック・キンボール）等を使用し、体育レクレー

ション種目の講習を行う。

学校給食のできるまで

公民館内の施設を見学してもらい、利用方法などについて説明

①教育委員会発行の「下仁田の文化財」リーフレットを資料とし、指定文化財の説明を行う。

②地域に残る口伝・伝承の聞き取りを行い、整理・保存を行う。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、世界遺産登録を目指している「荒船風穴」に

ついて、蚕種貯蔵施設として果たしてきた役割や調査した成果などについて説明を行う。

①町内のジオサイトや地質遺産の説明

②現在のジオパーク推進状況などの説明

ごみ処理過程説明、施設見学（搬入・分別・資源化・焼却・最終処分等）

現地説明を想定しているが、出前での説明でも可能です。

し尿・浄化槽汚泥の処理過程の説明

現地説明を想定しているが、出前での説明でも可能です。

家庭等から出された廃棄物のうち、資源として利用可能なものの再資源化の行われ方について

の説明

廃棄物の減量化の意義、目的等についての説明

ご要望により内容の調整をします。
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後期高齢者医療ってどんなもの

知っていますか～福祉医療～

障害者自立支援制度のあれこれ

地域の見守り支援について

しもんたに『食shock』をおこそう

下仁田町食育推進計画について

健診を受けましょう

ＥＣＯ生活はお得な生活

クールビズ・ゴーヤのグリーンカーテンで

涼しくおいしく健康に！

ワンちゃん・ニャンちゃんとしあわせ

生活「動物愛護について」

鳥獣被害防除対策について

農地に関係するきまり

町の起業支援について

悪質商法の被害にあわないために

水源を守る浄化槽の設置事業

宮畑浄水場施設見学

下仁田町のガス供給のはなし

町議会のしくみについて

監査制度について

軽スポーツ講習会

学校給食のはなし

下仁田町公民館施設見学

下仁田の文化財紹介　

蚕種貯蔵施設としての荒船風穴

下仁田ジオパークについて

家庭から出されたごみの行方

町のし尿・浄化槽汚泥の処理

町における廃棄物の資源化

廃棄物の減量化について

特製メニュー
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"人が輝き、暮らしが輝き、未来が輝くまち　しもにた

（第５次総合計画について）"

平成29年度から10年間にわたる町の将来についての指針、目標、その実現のための施策
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下仁田町自然史館
下仁田町大字青倉１５８-1
☎７０-３０７０ FAX６７-５３１５
http：//www.shimonita-geopark.jp/

ジオパークで
地域に活力を！！

問合せ先　教育課ジオパーク推進係（下仁田町自然史館）　☎７０-３０７０

ねぎとこんにゃくジオパーク

　妙義山」は日本三大奇勝の一つ。周辺の丘陵地帯に突然屏風のような壁がそり立つような山で山肌がごつご
つしているのが特徴です。この妙義山は、600～400万年前に活動した火山から噴き出た火山噴出物が長い年
月雨風に削られることで現在のような山容になりました。4月中旬から5月初旬には、雄大な妙義山と桜の美し
い景色を見ることができます。ジオと一緒にお花見も楽しむことができる春の妙義山にぜび足を運んでみてく
ださい。

ジオサイト　妙義山

　金剛萱では、新しい発見が続いています。今年も３日間の発掘調査を行います。
　１日だけでも参加可能です。ふるってご参加下さい。
日　　時　4月28日（金）　　9時～17時
　　　　　4月29日（祝）　　8時30分～17時
　　　　　4月30日（日）　　8時30分～14時
持 ち 物   昼食、飲み物、雨具、タオル、汚れてもいい服装
申し込み　下仁田自然学校（下仁田町自然史館　☎70-3070）
締　　切　4月26日（水）

金剛萱発掘調査
行事予定

　3月4日（土）ジオパーク下仁田協議会と専門部会では、ジオツアーの現状を確認
するための、モニタリングツアーを実施しました。
　参加者16名は、下仁田駅に集合し案内役のガイドとともに「まちなか・クリッペ
コース」を歩いて検証しました。コース選定・ＰＲ方法などの意見が出されました。
　今回出された問題点は、今後専門部会において､より良いジオツアーが開催できる
ように、検討していきます。

モニタリングツアー

　3月11日（土）下仁田町公民館において、下仁田自然学校普及講演会が開催されま
した。
　下仁田自然学校では、数多くのグループが、下仁田町を拠点にした活動を行ってお
り、毎年3月の評議委員会と合わせて、普及講演会を行っています。
　今年の講演は、“兜岩層研究グループ田中敏明氏”による「茂木伊一氏寄贈兜岩昆虫
化石」と“下仁田町自然史館長中村由克氏”による「めずらしい下鎌田遺跡の白い耳飾
り」でした。
　昆虫化石は、どれも大変保存状態の良い貴重なものです。また白い耳飾りは、講演に先立って記者発表もさ
れた、日本の装身具の始まりの様子を解明するために、大変重要な資料となるものです。両発表とも、下仁田
の地域資源の魅力をより高める素晴らしい発表で、今後自然史館の展示やジオパークストーリーに盛り込んで
いきたいと思います。

下仁田自然学校普及講演会

行事報告

※下仁田町自然史館では、午前9時から午後4時まで展示室を開放しています、ぜひお出かけください。
※4月の休館日は3・17日です。

　消費税率の引上げに際し支給される「臨時福祉給付金（経済対策分）」については、現在申請を受け付けており
ます。
　対象と思われる方へは事前に申請書を郵送しましたので、提出書類をご用意の上、申請してください。
また、事前に申請書は届かなかったが支給対象者に該当するという方は、申請書以外の提出書類をご用意の上、受
付窓口までお越しください。
　なお、申請後に支給要件に該当しないことが確認された方へは、給付金は支給されませんのでご了承ください。

支給対象者　平成２８年度の住民税が非課税の方。ただし、住民税が課税されている方の被扶養者は除きます。
受付窓口　役場健康課 福祉係（給付金受付窓口）午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜、祝日は除く）
申請期限　平成２９年５月２９日（月）
提出書類　①申請書
　　　　　②本人確認書類（運転免許証、健康保険証の写し）
　　　　　③口座確認ができる書類（通帳、キャッシュカードの写し）
　　　　　④住民税における扶養者が町外在住の場合（扶養者の非課税証明書）
※振り込め詐欺などには、引き続き十分ご注意ください。

問合せ先　　福祉保険課福祉係　☎６４－８８０３（直通）

　仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、「プラスワン休暇」で連続休暇に。
労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、3日(2日)＋1日以上の休暇を実施しましょう。
厚生労働省群馬労働局雇用環境・均等室　☎０２７－８９６－４７３３

　町・県民税の申告がお済みでない方は、給付金が正しく支給できない場合がありますので、下仁田町役場 
住民税務課 税務係で申告手続きを行ってください。

臨時福祉給付金（経済対策分）のお知らせ臨時福祉給付金（経済対策分）のお知らせ

ゴールデンウィークに連続した休暇を取得しませんかゴールデンウィークに連続した休暇を取得しませんか

　現在も中小企業を取り巻く経済環境は厳しい状況が続いています。
このような状況の中、町内各金融機関のご理解とご協力のもと、町内中小企業の皆様を支援するため、町制度融資
の「小口資金」と「特別小口資金」の融資利率の引き下げを実施することとなりました。

※なお改正後の利率は、改正日以降に行われる融資の申し込みから適用し、同日前に行われた融資の申し込み
及びこれに係る融資については、なお従前の例によります。
問合せ先　商工観光課 商工観光係　☎６４－８８０５

「小口資金」・「特別小口資金」の融資利率を改正

「小口資金」の融資利率を改正します「小口資金」の融資利率を改正します
平成29年４月1日より

現行
年利２．６％

改正後
年利２．1％

【町・県民税の申告がお済みでない方へ】【町・県民税の申告がお済みでない方へ】


