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令和3年度町民アンケート

集計結果を報告

令和３年度

町民アンケート集計結果
■問い合わせ先

を報告

総合戦略課 企画政策係 ☎0278(25)5001

町では、第2次みなかみ町総合計画（平成30年度から令和9年度までの10年間）
で定める将来像「水と森林と人を育む 利根川源流のまち みなかみ」を目指して
まちづくりに取り組んでいます。
町民アンケートは、町民の皆さんの生活習慣や日ごろ感じていることなどを調
査することで、総合計画で定めた施策の目的や目標の達成状況を把握するととも
に、今後のまちづくりをより効率的・効果的に展開するために毎年実施している
ものです。
このたび、町民アンケートのとりまとめが完了しましたので、
数ある質問の中から一部抜粋し、集計結果をお知らせします。
なお、詳しいアンケート結果については、町ホームページから
ご確認ください。
■回収状況
配付数

2,200件
（うち有効配布数：2,182件）

■調査の概要
調査対象者 満20歳以上の町民2,200人
抽出方法

無作為抽出

調査方法

郵送による配布・回収

調査期間

4月1日（木）～4月17日（土）

回収数 1,030件
回収率

46.81％
（男：44.97％ 女：44.85％）
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令和3年度町民アンケート

集計結果を報告
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役場からのお知らせ

Town Office Information

防災行政無線が変わります
問い合わせ先

総務課 消防・防災係

☎0278
（25）
5002

現在、月夜野地区および新治地区で運用されて
いるアナログ方式の防災行政無線については、電
波法関係法令の改正に伴い、令和4年12月以降
使用することができなくなります。
そのため、町では町民の安心安全を確保するた
めの有益な情報を伝達する手段として、新しい防
災情報配信システム「防災Infoみなかみ」を導入
し、令和4年4月より運用を開始します。
■システムの概要
これまでの防災行政無線とは異なり、携帯電話
網を利用したシステムで、より確実に情報が伝達
できるよう、皆さんがお持ちのスマートフォンや
携帯電話に情報を配信します。また、戸別受信機、
屋外スピーカーによる音声案内も導入します。
新しいシステムでは、町が提供する防災関係情
報や全国瞬時警報システム（Ｊアラート）が出す
緊急地震速報・大雨特別警報などが配信されます。

■運用までのスケジュール（予定）
令和3年8月～11月

配信システム構築

令和4年1月

スマートフォンアプリ登録開始

令和4年2月～3月

システム配信テスト

令和4年4月

運用開始

■専用アプリ「＠インフォカナル」
お持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードし、
お住まいの地区を設定するだけでお使いいただけます。
アプリの登録方法などは、準備が整い次第、チラシ
の配布や説明会を行い
ます。
※アプリのダウンロー
ドに係る通信費は利用
者負担となります。
※Android版スマート
フォンには音声読み上
げ機能があります。

■イメージ図

新システムの配信の仕組み

現在の配信の仕組み
Ｊアラート

携帯電話
（メール）

スマートフォン
（アプリ）

Ｊアラート

役
場

役
場

月夜野・新治
防災行政無線

モーターサイレン
（水上）

■戸別受信機の貸与
新しいシステムでは、スマートフォンや携帯電話
で情報を受け取れますので、スマートフォンをお持
ちの方は、なるべく専用アプリの登録をお願いしま
す。なお、全世帯への戸別受信機の貸与は予定して
おらず、携帯端末を持ち出ない高齢者や障害者など、
一定の基準を設けて貸与します。
戸別受信機の貸与対象となる世帯には、準備が整
い次第、貸与の希望を確認するための通知を発送し

防災Info
みなかみ
携帯電話
（メール）
補助的手段
・屋外スピーカー18カ所
・戸別受信機

ますので、記された期日までにご返送をお願いしま
す。
【貸与希望調査対象世帯】
(１)75歳以上の高齢者のみの世帯
(２)75歳未満の一人暮らし障害者等
※令和4年3月31日時点の年齢
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役場からのお知らせ
Town Office Information

こども園の新入園児を募集します
問い合わせ先

子育て健康課 子育て支援係

☎0278
（25）
5009

令和4年4月から町内の認定こども園に通う新入園児
を募集します。8月から各園および子育て健康課にて募
集要項を配布しますので、こども園の利用を希望する
方は、希望する園の申込受付期間中に必要な書類をそ
ろえてお申し込みください。
■施設を利用するには？
認定こども園の利用には、保育の必要性などの利用
のための認定を受ける必要があります。入園申し込み
の際に認定の申請をしてください。
■申請する認定の区分
子どもが3歳以上で主に幼稚園や認定こども
1号認定 園を利用する場合（家庭で保育することが
できる方）
子どもが3歳以上で保育所や認定こども園で
2号認定 の保育を利用する場合（就労などで家庭で
保育ができない方）
子どもが満3歳未満で保育所や認定こども園
3号認定 での保育を利用する場合（就労などで家庭
で保育ができない方）

■その他の注意点
・育休明けなど年度途中入所希望者の受付も行いま
す。
・2号、3号認定（保育を必要とする児童）の申込
書提出については、就労証明書など「保育を必要
とする」証明書等の提出が必要となり、受付時に
聞き取り調査も行います。
・2号、3号認定（保育を必要とする児童）を希望
する方で、各園の受付日に都合がつかない場合や、
町内に居住している人で勤務地の都合等でやむを
得ず町外の施設に広域入所の申し込みをする場合
は、次の日程により受付を行います。
■受付日時
9月28日（火）、29日（水）、30日（木）
午前9時 ～午後5時
■受付場所
子育て健康課

子育て支援係

■入園説明会日程および募集内容
町立にいはるこども園

定 員
住 所
電話番号

にいはるこども園

入園説明会日程

9月1日（水） 午後3時～

会場

水上わかくりこども園

【1号認定】 入園資格：満3歳以上の幼児
105人
申込受付期間：9月2日（木）～22日（水）※土曜日を除く
湯原985
午後1時～午後5時
0278（72）4120 【2号・3号認定】 入園資格：生後10カ月以上の保育を必要とする乳幼児
申込受付日：9月27日（月） 午前9時～午後5時

私立つきよのこども園

定 員
住 所
電話番号

会場

【1号認定】 入園資格：満3歳以上の幼児
130人
申込受付期間：9月10日（金）～17日（金）
須川774-1
午後2時30分～午後5時
0278（64）0931 【2号・3号認定】 入園資格：生後10カ月以上の保育を必要とする乳幼児
申込受付日：10月1日（金） 午前9時～正午

私立水上わかくりこども園

定 員
住 所
電話番号

入園説明会日程 9月2日（木） 午前10時～

入園説明会日程 9月7日（火） 午前10時～

会場

つきよのこども園

【1号認定】 入園資格：満3歳以上の幼児
240人
申込受付期間：9月8日（水）～30日（木）
月夜野464
午前9時～午後5時
0278（25）8400 【2号・3号認定】 入園資格：生後6カ月以上の保育を必要とする乳幼児
申込受付日：10月4日（月） 午後2時～午後6時
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役場からのお知らせ

Town Office Information

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者の皆さまへ

現況届・所得状況届の提出を忘れずに
問い合わせ先

子育て健康課 子育て支援係

☎0278
（25）
5009

▪ 児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と
生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひ
とり親家庭）の生活の安定と自立を助け、児童の福
祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
■支給対象要件
次のいずれかに該当する18歳に到達する日以後
の最初の3月31日（障害のある場合は20歳未満の
児童）までの間にある児童を「監護している母」
「監
護しかつ生計を同じくする父」「父母に代わって養
育している者」
①父母が婚姻を解消
②父または母の死亡
③父または母が重度の障害者（国民年金1級程度）
④父または母の生死が不明
⑤父または母から1年以上遺棄
⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
⑦父または母が1年以上拘禁
⑧母が婚姻によらないで懐胎した
⑨父・母ともに不明である（孤児等）
■支給されないとき
①父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
②児童が児童福祉施設などに入所したとき
③父、母、養育者または扶養義務者の所得が一定額
以上あるときなど

▪ 現況届の提出を
児童扶養手当受給者は、毎年8月に「現況届」を
提出し、支給要件の審査を受けることになっていま
す。この届け出を行わないと、8月以降の手当が受
けられなくなりますのでご注意ください。
該当者には必要書類などを通知していますので、
期間内に手続きをお願いします。
【対象者】
8月1日以降も引き続き児童扶養手当の受給資格
を有する人
【提出期間】
8月2日（月）～8月31日（火）までの午前8時
30分～午後5時15分（閉庁日を除く）

▪ 特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体または精神にある程度
以上の障害をもつ20歳未満の児童を看護する父母
または父母に代わって養育している方に支給される
手当です（所得によって支給制限があります）。
■対象となる障害等級
【1級】
身体障害者手帳1、2級程度の身体障害、療育手
帳A判定程度の知的障害、精神障害者保健福祉手帳
1級程度の精神障害
【2級】
身体障害者手帳3級程度の身体障害、日常生活が
著しい制限を受ける程度の知的障害または精神障害

▪ 所得状況届の提出を
特別児童扶養手当受給者は、毎年「所得状況届」
を提出することになっています。この届け出を行う
ことで、8月以降の手当支給額が決定されます。
該当者には必要書類などを通知していますので、
期間内に手続きをお願いします。
【対象者】
8月1日以降も引き続き特別児童扶養手当の受給
資格を有する人
【提出期間】
8月12日（木）～9月13日（月）までの午前8時
30分～午後5時15分（閉庁日を除く）
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役場からのお知らせ
Town Office Information

新型コロナの影響による介護保険料の減免制度
問い合わせ先

町民福祉課 高齢介護係

☎0278
（25）
5012

■減免対象となる介護保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は、特別徴収対象年金
給付の日）が設定されている令和3年度分の介護保険料。
■減免対象者
第1号被保険者（65歳以上）の状況

減免額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者（※1）が死亡または重篤な傷病（※2）を負った方 全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の減収が見込まれ、かつ以下の要件をす
べて満たす方
①主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入（以下「事業収入等」という。）のうち、い
ずれかの収入が前年の同収入に比べて3割以上減収する見込みであること。（※3）

全額
または
一部減額

②主たる生計維持者の減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年合計所得金額が400万
円以下であること。（※4）
※1 主たる生計維持者とは、世帯の生計を主として維持する方であり、
保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属する方
※2 1カ月以上の治療を有すると認められるなど、
病状が著しく重い場合をいいます。
※3 国や都道府県からの各種給付金は事業収入等には含みません。
※4 主たる生計維持者の3割以上減収が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円以下であった場合には減免となりません。

■減免額の算定方法【減免額＝減免対象保険料額（A×B÷C）×減免割合（D）】
A 第1号被保険者の保険料額
減免対象
B 主たる生計維持者の減収が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
保険料額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下

10分の10

減免割合 D 主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円超

10分の8

■申請方法（提出書類）
減免の対象となる方は所定の申請書類に以下の書類を添えて申請してください。
減

免

理

由

添

付

書

類

主たる生計維持者が死亡ま
たは重篤な傷病を負った方

医師による診断書、診療明細書等の写し

主たる生計維持者の減収が
見込まれる方

事業帳簿、給与明細書等の写し（令和3年1月1日から申請日までの間の収入減
少がわかるもの）（※令和3年1月1日以降に町に転入した方は、令和2年度分
の確定申告書・青色申告決算書（収支内訳書）等前年の収入の詳細がわかる
ものの写しも併せて添付）、廃業届・離職票等の写し（主たる生計維持者が事
業等を廃止または失業した場合のみ）、保険の契約書等の写し（保険金、損害
賠償等により補填される金額がある場合のみ）

■申請書類様式の入手方法
①町ホームページよりダウンロードする。
②町民福祉課で受け取る。
③下記問い合わせ先へ連絡し、郵送請求する。
■提出先
〒379-1393 みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 町民福祉課高齢介護係

■提出期限 令和4年3月31日（木）※必着
■注意事項
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら、できる限り郵送による申請にご協力をお願いい
たします。
※この申請に係る申請書類の提出および問い合わせ等
は町民福祉課高齢介護係へお願いいたします。各支
所窓口では対応しておりません。
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役場からのお知らせ

Town Office Information

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯以外分）
問い合わせ先

子育て健康課 子育て支援係

☎0278
（25）
5009

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、 ■支給額
特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯への生活支援を
児童1人につき5万円
行うため、国の緊急対策として、
「子育て世帯生活支援特
別給付金（ひとり親世帯以外分）」を支給します。給付金は、 ■支給手続きなど
【支給対象者1に当てはまる方】
国から補助を受けて町が支給します。
申請は不要です（役場から通知後に振込）。
【支給対象者2に当てはまる方】
■支給対象者
申請が必要です。
児童手当・特別児童扶養手当の支給を現在受けてい
る方、または、令和4年2月までに新規認定・出生に
申請期間：令和4年2月28日まで
1
よる増額認定を受けた方で、令和3年度分の住民税均
等割が非課税である方。
■その他
上記1のほか、対象児童（令和3年3月31日時点で18
詳しい制度内容や申請に必要な書類などにつ
歳未満の子）の養育者であって、以下のいずれかに該
いては、町ホームページをご確認ください。
当する方
なお、ひとり親世帯を対象とした特別給付金
2 ・令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
の申請についても受け付けています。詳しくは、
・新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、
令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同
広報7月号の10ページをご覧ください。
様の事情にあると認められる方（家計急変者）

家庭ごみの野外焼却は禁止されています
問い合わせ先

生活水道課 環境政策係

☎0278
（25）
5003

家庭で出たごみを簡易的な焼却炉や野外で焼却処分する行為は法律で禁止されています。家庭の敷地内に焼
却炉が設置されている場合は速やかに撤去をしてください。
また、家庭で出たごみは、指定のごみ袋で収集日にごみステーションに出してください。

【たき火によるごみ燃し】

【ドラム缶によるごみ燃し】

【焼却炉によるごみ燃し】

✗✗✗

※近年は野外焼却が禁止になったことで近隣住民からの焼却臭や煙による通報が増えています。これに違反す
ると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方に処されます。
※キャンプファイヤーやどんど焼きなどのように野焼き禁止の例外行為もあります。また、農業のもみ殻や稲
わらの野焼き、果樹等の剪定枝の野焼きなども例外行為になっていますが、近年は農地の近くまで住宅が建
ち、農家の野焼きについても周辺住民への配慮が求められます。時間や風向き、煙の量や臭いなどトラブル
の原因にならないようにしましょう。
広報みなかみ／2021.08 8
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▲アルプホルンの演奏
▲ケーナコンサート

沼田ロータリークラブが登山用緊急用品を寄贈
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登山者の安心安全に役立てて欲し
いと、沼田ロータリークラブ（清野

啓介会長）は、ストレッチャーや補
助ロープなどの緊急用品を町に寄
贈・設置していただきました。設置
されたのは、ぐんま県境稜線トレイ
ル上に位置する谷川岳肩ノ小屋、平
標山の家、大障子避難小屋の３カ所
で、５月中に配備されました。
ぐんま県境稜線トレイルは、群馬
県と新潟・長野両県の県境に位置す
る全長１００㌔の自然歩道で、国内
最長の稜線ロングトレイルを楽しむ
ことができます。

国際ビール品評会で４種同時受賞

５月 日にオーストラリアのメル
ボルンで開催された、世界５大ビー
ル品評会の一つである「オーストラ
リアン・インターナショナル・ビア

輝きました。さらに、「水と緑のエー
ル 」「 ロ マ ン の 里 の ヴ ァ イ ツ ェ ン 」
」の３種
「 Princess March RONA
も銅賞を獲得しました。
同 品 評 会 で の 受 賞 は ２ ０ １ ８ 年、
２０１９年に続き３度目で、４種の
同時受賞は初の快挙となりました。

タルの里の黒ビール」が見事銀賞に

アワード（ＡＩＢＡ）２０２１」に
おいて、月夜野クラフトビールの「ホ

20

▲清野会長
（中央左）
から目録が手渡されました
▲品評会で高い評価を得ている地ビール

７月４日、水上山岳会（中島正二
代表）主催による谷川岳山開きが谷
川岳インフォメーションセンターで
開催され、関係者らが登山客の安心
安全を祈願しました。
谷川岳ロープウェイ駅では、アル
プホルンの演奏やケーナコンサート、
アウトドアブースの出店など、山開
きの開催に併せた各種イベントが行
われ、訪れた方々をもてなしました。
なお、山開きの神事については新
型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため参加者を制限するなど、規模を
縮小して執り行われました。

▲小雨の降る中行われた山開き神事

谷川岳山開きが開催されました

TOPIX

地域の話題

第
７月１日、町長室において「第
回社会を明るくする運動」メッセー
ジ伝達式が行われました。
この運動は、犯罪や非行のない安
全安心な地域社会を目指す取り組み
を推進しています。
保護司の島田悟朗さん（相俣）が
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域づくりを呼びかける内閣総
理大臣からのメッセージを、更生保
護女性会長の今井ふみ子さん（上牧）
が群馬県更生保護女性会員からの
メッセージをそれぞれ読み上げ、町
長へ手渡しました。

▶学童の登下校見守り活動

【学童の安全支援と高齢者支援活動】

し て い る 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 や、

易救急箱を手放すことができなく
なりました。
また、近年月夜野支部内で増加

など、親の見えないところで、ヒ
ヤ リ と す る こ と が 増 え て い ま す。
最近は怪我の応急処置として、簡

▶温泉を配達するための準備の様子

まちづくり協議会月夜野支部
運営委員 金古義治

月夜野支部では「古馬牧っ子安
温泉に行くことができない高齢者
全 ネ ッ ト ワ ー ク の 会 」「 桃 野 小 学
の快適な日常生活支援として、ボ
校 区 安 全 支 援 隊 」 の 一 員 と し て、 ラ ン テ ィ ア 活 動 事 業 を 立 ち 上 げ、
支部の会員が学童の登下校や日常
各ご家庭に温泉の配達をしていま
の行動を見守る活動に積極的に取
す。 こ の 取 り 組 み が 大 変 好 評 で、
り組んでいます。特に一年生は学 「 う ち に も 届 け て 欲 し い 」 な ど の
校生活に慣れてきたため、下校時
要望の声や、届けた方からは喜び
の行動が活発になり、友達とふざ
の声をいただいています。
け合ってケガをすることや、横断
歩道のないところで道路を横切る

月夜野支部の活動

まちづくり協議会事務局
（総合戦略課）☎０２７８（２５）５００１

まちづくり協議会だより

29号
第

回「社会を明るくする運動」メッセージ伝達式
▲保護司の皆さん(右)と更生保護女性会の皆さん(左)

長年のご功績が認められ受章

71

■春の叙勲
瑞宝双光章【国土交通行政事務功労】
元関東地方整備局総務部総括調整官
堀越公治さん（町組）
■春の褒章
黄綬
山楽荘調理長
牧 武夫さん（鹿野沢）
■危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章【消防功労】
元利根沼田広域組合消防司令長
田村重吉さん（真政）

71

■群馬県総合表彰
【地方自治】
久保秀雄さん（阿能川）/現 町議会議員
【スポーツ】
石坂志津子さん
（下石倉）/現 県カヌー協会
理事長
【福祉】
細矢美惠子さん（町組）/現 特別養護老人
ホーム「やまぶきの苑」看護職員
【観光】
須藤 眞さん（川上）/元 県谷川岳登山指
導センター登山指導員

TOPIX
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地域おこし協力隊の活動
谷川岳エコツーリズム推進協議会所属

小柳奈々恵さん（後閑在住）
こんにちは！みなかみ町の人と自然に惹かれて春
に移住＆地域おこし協力隊になりました、小柳奈々
恵と申します。所属は谷川岳エコツーリズム推進協
議会で、谷川岳インフォメーションセンターのス
タッフとして働いています。６月19日にオープン
した同センターは、谷川岳周辺の自然と触れ合う拠
点となる施設で、シーズン中はインタープリター（自
然解説ガイド）が常駐しています。
主な業務は来客対応、SNS更新、掲示作成、イベ
ント準備などさまざまですが、最近は物販にも力を
入れています。谷川岳の２つの山頂トマの耳とオキ
の耳をモチーフに落書き感覚で描いたネコが、最近
トートバックとステッカーになりました。早速購入
してくださる方がいて、とても嬉しいです。
同センターで働いていると、お客様との距離が近
いからこそ色んな反応を見ることができ、直接誰か
を喜ばせたり楽しませたりしたい！と思ってこの職
を選んだ私にとってはぴったりの場所です。
一般財団法人みなかみ農村公園公社所属

落合宏美さん（布施在住）
道の駅たくみの里に勤務し、農産物を使ったメ
ニュー開発や、地域資源の薪を使った薪窯体験、食
農体験を中心に日々活動しています。今は地元の美

自然は大好きですが知識はまだ全然ないので、同
センターや谷川の自然の中で働きながら学び、いず
れはガイドとして自然の面白さを伝え、楽しんでも
らえるように頑張ります。やってみたいことがたく
さんあるのでどんどんトライして、町での生活を全
力で楽しみます！

味しい食材を使ったピッツア体験ができるよう準備
を進めています。
たくみの里のこと、みなかみ町のことまだまだ知
らないことが沢山ありますが、来てくださった方々
が丸一日楽しんでいただけるような遊びの提案がで
きるようになりたいと思っています。

（川上在住）

宇津木信之介 さん

【みなかみの生活について】
住宅は職場近くで犬が飼えるお家を探していまし
た。空き家バンクで見つけた物件に問い合わせたの
をきっかけに、不動産屋さんから紹介してもらえた
のが『玄関あけたら、山！』という田舎暮らし憧れ
の現住まいです。そこで感じたことは…
『静かな夜』。慣れるまで毎晩、物音にビクビク。
『賑やかな朝』。日が登ると鳥達が鳴きだし、目覚ま
し代わり。
キジがすぐ目の前を歩いていたり、玄関先で蛍が
飛んでいたり、想像を越えた自然がそばにあり毎日
何が起こるかワクワクしています。
世の中が落ち着いてきたら、こんな暮らしを東京
に住む友人たちにも体験させてあげたいと思ってい
ます。

NEXT ▶▶

次回は伊良階高史さんと山梨昭さんの活動の様子をご紹介します。
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こ ど ものわ だ い

☎（２５）
５０２５

みなかみ町
スポツ少年団 のご紹介

生涯学習係

月夜野ＶＢＳ【バレーボール】

■代表者▽髙橋和幸さん（中村）
■練習日▽毎週木曜日
■コメント
バレーボールは思いやりのスポー
ツです。必死にレシーブしてくれた
人のことを思い、次へつなぐ人のこ
とを思ってプレーします。メンバー
がお互いに励まし合い、感謝し合え
る仲間づくりに努めています。練習
は基礎的な体力づくりと、基本動作
を中心に行っています。
やる気のある小学生、お待ちして
います！

問い合わせ先／生涯学習課

月夜野イーグルス【野球】

■代表者▽高橋朋司さん（上組）
■練習日▽毎週火・木・土・日曜日
■コメント
月夜野イーグルスは、野球という
スポーツをとおして、礼儀や助け合
い、競争の精神を育み、嬉しさや悔
しさを共有することで仲間の大切さ
を学ぶことを目的として活動してい
ます。
随時、体験入団を受け付けていま
す。小学校低学年から入団できます
し、女の子の団員もいますので、気
兼ねなくご連絡ください。

▲月夜野イーグルスの皆さん

▲月夜野ＶＢＳの皆さん

●相談、教室【子育て健康課
相談・教室等
母子健康
手帳交付
ママヨガ教室

対

象

者

妊娠されている方

健康推進係
日

☎（62）2527】

程

時

月・木

妊娠中から産後
8/12
（木）
12か月までの母親

ベビー
マッサージ

●健

所 子育て健康課
持 妊娠届出書、
個人番号カード

10:30～11:30

所 にいはるこども園2階(汽車ぽっぽ)
予 汽車ぽっぽ ☎
（64）1848 員 6人

10:00～10:15
8/12
（木）

9:45～10:00

12か月児
母乳相談

10:15～10:30

健康推進係

健診の種類

所 保健福祉センター
内 計測・問診・栄養相談

訪問による母乳相談を実施します。
相談を希望される方はご連絡ください。

妊婦及び産婦

診【子育て健康課

考

4月から9月までお休み

3か月児
8か月児

備

9:00～11:30
13:00～16:00

生後2か月から
1歳までの乳児

乳児相談

間

対

☎（62）2527】
象

者

4か月児健診

令和3年4月生

10か月児健診

令和2年10月生

日

程

時

間

備

考

8/18
（水） 時間については
8/18
（水）個別に通知します
1歳6か月児健診
令和元年12月～令和2年2月16日生
9/8（水） のでご確認くださ 所 保健福祉
い。なお、都合の
センター
2歳児歯科健診
令和元年5月11日～7月生
8/25
（水）悪い場合は子育て
2歳6か月児歯科健診 平成30年12月16日～平成31年2月10日生 8/17
（火）健康課へお問い合
3歳児健診
平成30年6月～8月10日生
9/14
（火）わせください。
所 ：場所

予 ：要予約

員 ：定員

持 ：持ち物

内 ：内容
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第50回関東高等学校ホッケー大会
兼全国高等学校総合体育大会
6月5・6日に茨城県東海村で行われたインター
ハイ関東予選会は、各都県の代表校による本戦出場
をかけた熱戦が繰り広げられました。群馬県代表の
利根商業高校は、女子は茨城県立東海高校に敗れ1
回戦敗退。男子は東海高校と対戦し、シュートアウ
ト戦※を3対1で勝利し上位進出。翌日の準決勝で栃
木県立今市高校に敗れるも3位入賞をおさめ、イン
ターハイ出場を決めました。
男子東海高校戦の試合は0対0のまま勝敗がシュー
トアウト戦にもつれ込み、キャプテン杉 木 朱 威 選
、小 野 竜 弥 選手
手
（月夜野中出身）
、林 史 也 選手（同）
（同）が確実に得点を決め、最後はゴールキーパー
（同）がゴールを死守し、3対1で勝利
須 藤 麟 音 選手
をつかみました。
高校からホッ
ケーに触れ技術
を磨 く 選 手 や、
月夜野中出身の
選手 を 中 心 に、
富山県小矢部市
▲好セーブを見せたキーパーを囲む利根 で行われるイン
商の選手たち
ターハイ本戦に
すぎ

はやし ふみ

す

とう

り

や

お

の

き

しゅ

りょう

や

関東地区予選会
出場します。初戦は8月14日、愛媛県立伊予高校
戦が予定されています。コロナ禍で練習が制限され
る中、地区予選会を突破しインターハイに挑む選手
達の活躍が期待されます。

い

おん

▲インターハイ出場を決めた利根商男子ホッケー部

※シュートアウト戦とは
60分の試合時間内に勝敗がつかないときに行
われる。両チーム5名の選手がゴールキーパーと
1対1の攻防を互いに行い、ゴールを多く決めた
チームが勝者となる。攻撃側は8秒以内にゴール
を決めなければならないが、時間内であれば何
度でもシュートを打つことができる。

●子育て支援センター、
子育てサークル【子育て健康課

子育て支援係

☎（25）5009】

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館もしくは変更等が生じる場合があります。また、人数制限や
時間制限等がありますので、利用を希望される際はイベント当日に各支援センターへお問い合わせください。
なお、しばらくの間は町民のみ利用可能とします。
イベント

メニュー
親子ふれあい

日

程

月～金

時

間

お

知 ら

せ

所

10:00～12:00
予
13:30～16:00

Let’s Music
8/5（木） 10:30～11:30 予
汽車ぽっぽ 助産師さんから学ぼう！
8/30（月） 10:30～12:00 予
「身体のこと」
大きくなったかな？

場

子育て支援センター
（にいはるこども園2階）
☎
（64）1848

8/25（水） 10:00～12:00
予
～31（火） 13:30～16:00

キラキラ

親子ふれあい

火・金

10:00～12:00 予

にいはるこども園体育館隣

わくわく

親子ふれあい

水

10:00～12:00 予

水上公民館2階和室

にこにこ
クラブ

親子ふれあい

8月は
お休み

親子ふれあい

月・火・水

ぽかぽか
ぽかぽか夏祭り
さくらんぼ
ルーム

保健福祉センター
10:00～12:00
予 限定各3組
13:00～15:00

8/23（月） 10:30～12:00
予 限定各3組
～25（水） 13:30～15:00

親子ふれあい

月～金

オリジナル灯篭作り

8/4（水）

■対象者／就学前の子どもと保護者
持 ：持ち物 予 ：要予約 内 ：内容

9:30～12:00
予 限定各4組
13:00～15:30
10:00～

■参加費／無料

予 限定4組

NPO法人北風塾
きたかぜはうす
☎
（25）3535
つきよのこども園
☎(25)8400

※参加費がかかる場合はお知らせ欄に記入します。
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お知らせ
窓口手数料の一部を
キャッシュレス決済可能に
８月１日より、役場本庁舎および
各支所で支払う手数料の一部につい
て、町の電子地域通貨「 MINAKAMI
（みなかみハートペ
HEART Pay
イ）
」によるキャッシュレス決済が
可能となります。
■対象手数料
○税務証明手数料
○臨時運行許可手数料
○住民票等手数料
○戸籍等手数料
○印鑑登録証明等手数料
※この他の手数料については、順次
検討を進めていきます。
■問い合わせ先
観光商工課 商工振興係
☎０２７８（２５）５０１８

農地パトロールにご協力を
８月から 月は「農地パトロール
月間」です。農地の利用状況につい
て調査を行う農業委員・推進委員の
土地への立ち入りなどについて、ご
理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先
月夜野農村環境改善センター内
町農業委員会事務局
☎０２７８（６２）３６４４

農業用水路に
ごみを捨てないでください
毎年、農業用水路へのペットボト
ルや弁当の容器などのごみの投棄が
見受けられます。ごみが原因で用水
路が詰まってしまうと、用水から水
があふれ、近くの民家や畑などに水
害を及ぼす恐れがあります。用水路
にたまったごみの除去作業や処分に
費用がかかるなど、用水の管理者に
は大変迷惑がかかります。
また、農業用水路は皆さんの口に
入る食べ物を生産するための施設で
す。ごみの投棄による水質汚染によ
り安全な食品を提供することができ
なくなってしまいますので、ごみは
正しく捨ててください。
■問い合わせ先
農林課 農村整備係
☎０２７８（２５）５０１６

被災した農地・農業用施設を
見かけたらご連絡ください
近年、局地的な豪雨や台風発生時
の大雨による農地・農業用施設の災
害が多発しています。これらによっ
て被災した農地や農業用施設を発見
した場合は、災害復旧事業の対象と
なる可能性がありますので、速やか
に行政区長または農林課へ報告して
ください。
災害復旧事業の詳細については町
ホームページをご確認ください。
■問い合わせ先
農林課 農村整備係
☎０２７８（２５）５０１６

野生の山菜類の安全確認
○野生の山菜類は放射性物質の影響
を受けやすいと言われており、町
では、野生きのこ、たけのこ（マ
ダ ケ ）、 コ シ ア ブ ラ の 出 荷 制 限・
自粛が要請されています。
○オークションサイト・フリマサイ
トで野生きのこや山菜類を販売す
る場合は、出荷制限の対象地域で
産出されたものでないことを最新
の情報で確認してください。
○自家消費する場合は、基準値を超
える放射性物質を含んだものを食
べないように注意してください。
○採取する場合は、土地所有者の承

諾を得てから採取してください。

■問い合わせ先
農林課 林業振興係

☎０２７８（２５）８２２８

職業訓練が再就職をサポート

求職者支援制度とは、再就職や転
職を目指す求職者の方が、月 万円
の生活支援の給付金を受給しながら、
無料の職業訓練を受講する制度です。
ハローワークでは、さまざまな訓
練コースを用意しているほか、職業
訓練に興味がある方を対象にした説
明会を開催していますので、お気軽
にお問い合わせください。
■問い合わせ先

町民福祉課 障害・福祉係
☎０２７８（２５）５０１１

■問い合わせ先

のある方は町民福祉課へお問い合わ
せください。

貸し出し等が可能ですので、興味

広 報 誌「 ふ れ あ い ら し ん ば ん 」（ 音
声ＣＤ付き）が発行されました。

国の施策等の情報やお知らせをわ
かりやすくまとめた、点字・大活字

点字情報誌
「ふれあいらしんばん」

ハローワーク沼田
☎０２７８（２２）８６０９

10

10
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国民年金からの
お知らせ
�

15 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111

�

お申し出ください。

■問い合わせ先
渋川年金事務所 国民年金課
☎０２７９
（２２）
１６０７
町民福祉課 医療係
☎０２７８
（２５）
５０１０

1 こまめに手を洗いましょう

食事前はもちろん、生の肉・魚介類・卵を触っ
た後、トイレの後、ゴミ箱やペットに触ったあと
は忘れずに手を洗いましょう。

2 できるだけ火を通したものを
食べましょう

体力が落ちている時は、寿司や刺身、卵などを
生で食べるのは避けましょう。
気温や湿度が高くなる夏場は菌が繁殖しやすく、
食中毒の発生数が多くなります。食中毒は重症化
すると命にかかわることもあり、特に乳幼児や高
齢者などの免疫力や体力が落ちている人は重篤な
状態になりやすいため注意が必要です。次の４つ
のポイントを押さえ、普段から食中毒には注意し
ましょう。

国民年金保険料は
口座振替がお得です

国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 に は、
口座振替がご利用になれます。
口座振替をご利用いただくと、
保険料が自動的に引き落とされ
るので金融機関などに行く手間
が省けるうえ、納め忘れもなく、
とても便利です。
また、口座振替には、当月分
保険料を当月末に振替納付する
ことにより、月々 円割引され
る早割制度や、現金納付よりも
割引額が多い６カ月前納・１年
前納・２年前納もあり、大変お
得です。
口座振替をご希望の方は、納
付書または年金手帳、通帳、金
融機関届出印を持参のうえ、役
場町民福祉課または金融機関へ

����������������������

集

12

その他
関東信越国税局人事第二課試験係
☎０４８（６００）３２９０

����������������������

募

13

国税庁経験者採用試験

16

インターネット申し込み
人事院人材局試験課
☎０３（３５８１）５３１１

14 11

☎0278
（62）
0540
地域包括支援センター
■問い合わせ先

からのお知らせ

50

������

食中毒 にご注意を！
地域包括
支援センター

10

国税局や税務署で勤務する職員
（国家公務員）を募集します。
■受験資格▽令和３年４月１日にお
いて、大学等（短期大学を除く）を
卒業した日または大学院の課程等を
修了した日のうち最も古い日から起
算して８年を経過した方
■ 申 込 方 法 ▽ 原 則、 イ ン タ ー ネ ッ
ト に よ る 申 込 み（
http://www.jinji）
shiken.go.jp/juken.html
■受付期間▽８月２日（月）午前９
時～８月 日（月）
■試験日▽第１次試験日＝ 月３
日（日）／第２次試験日＝ 月６日
（土）
、
７日（日）
、 日（土）
、 日（日）
で指定する１日／第３次試験日＝
月上旬～中旬で指定する１日
■問い合わせ先

Living Information

3 お弁当は早めに食べましょう

もし残しておきたい場合は、箸をつける前に取
り分けて、ラップをして冷蔵庫へ入れましょう。
食べる前はもう一度温め直しましょう。

4 冷蔵庫の中身を整理しましょう

冷蔵庫の中がいっぱいだと十分に冷えなくなっ
てしまいます。賞味期限や消費期限をこまめに確
認して、冷蔵庫内を整理しましょう。

暮らしの情報

10

10

絵本読み聞かせ（おはなしの会）
※毎 月行われている絵本読み聞かせについ
ては、新型コロナウイルス感染症防止の
ため、当分の間、開催を見合わせます。

・カルチャーセンター玄関前にブックポストを設置しています。
夜間や休室日でも図書の返却が可能ですので、ご活用くださ
い。ただし、CDやDVDは破損の恐れがありますので、返却
の際はブックポストを使用せず、図書室の窓口までお願いします。
・児童図書室の本やDVDは、スマートフォンなどから検索や予約ができま
す。詳しくは、カルチャーセンターまでお問い合わせください。

◆利用できるサービス

各図書室については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、図書の
貸出・返却のみの対応で開室しています。状況によっては変更になる場合
もありますので、各図書室または町ホームページでご確認ください。
・手洗い、手指消毒、咳エチケットなど感染予防にご協力ください。
・発熱など体調に不安のある方は利用をお控えください。
・来室時はマスクの着用をお願いします。

◆新着一般書
琥珀の夏／辻村深月／ 中
雷神／道尾秀介／ 中
星に祈る／あさのあつこ／ 水
足の小指を動かせば一生歩ける／倉幹男／ 水
ぼくのお父さん／矢部太郎／ 新
まりも日記／真梨幸子／ 新
せんせい、うちのコがタイヘンです。
保育園児ゆまの予測不能連絡帳／ゆままま／ カ

談

10

◆カルチャーセンター児童図書館からのお知らせ

◆利用にあたってのお願い

21

相

18

集

45

知的障害者巡回相談

◦

29

参加者募集

20

30

募

スポーツ大会

８月

群馬県心身障害者福祉センターで
は、 歳以上の方を対象に「知的障
害者巡回相談」を実施します。
■日時▽ 月 日（木）午前 時～
■場所▽テラス沼田（沼田市役所）
■相談内容▽各種相談・判定・生活
指導等
■その他▽相談はすべて予約制です。
希望者は９月 日（金）までに予約
申し込みをしてください。

◦図書室だより
Book Information

■日時▽８月 日（日）小雨決行
受付＝午前８時～／開会式＝午前８
時 分～／競技＝午前８時 分～
■場所▽月夜野総合グラウンド
ターゲットバードゴルフ場
■参加費▽無料
■試合方法▽ハンデ戦

10

■問い合わせ・申し込み先
町民福祉課 障害・福祉係
☎０２７８（２５）５０１１

18

■申込方法▽８月 日（金）までに
ＴＢＧ協会会長または副会長までお
申し込みください。

21

巡回児童相談

中央児童相談所では、 歳未満の
方を対象に出張相談「巡回児童相談」
を実施します。
■日時▽ 月 日（木）午前 時～

午後３時
■場所▽利根沼田保健福祉事務所
（沼田市薄根町４４１２）

■相談内容▽言葉や発達の遅れに関
する相談・療育手帳や特別児童扶養
手当の判定診断など、子どもに関す

る相談
■その他▽相談はすべて予約制です。

10

■その他
○用具・シャトルボール等は各自で
ご用意ください。

今井

○集計に時間がかかりますので、ご
了解いただきますようお願いします

町ＴＢＧ協会会長

☎０２７８（６２）２０４７
同協会副会長 林（月夜野）

☎０２７８（６２）３０１２

生方（新治）

同協会副会長 松本（水上）
☎０２７８（７２）５０１７

同協会副会長

☎０２７８（６４）１３３７

（飲み物は協会で用意します）
。
■問い合わせ・申し込み先

Living Information

中 中央公民館図書室 ☎62-2275
水 水上公民館図書室 ☎72-3707
新 新治公民館図書室 ☎64-0111
開室時間
休室日

午前9時～午後5時
（正午～午後
1時までは休室）
毎週月曜および祝日

カ カルチャーセンター児童図書室
☎20-4040
開室時間 午前9時～午後5時
休室日 毎週月曜
（祝日の場合次の平日）
と
祝日の翌日

◆新着児童書
あなふさぎのジグモンタ／たかおゆうこ／ 中水
カラスのいいぶん／嶋田泰子／ 中
そのときがくるくる／すずきみえ／ 水
どこからきたの？おべんとう／鈴木まもる／ 新
ゆりの木荘の子どもたち／富安陽子／ 新
とうもろこしぬぐぞう／はらしままみ／ カ
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☎（62）0081●

群馬県保険医協会
24時間健康テレホンサービス
ヨ

ク

ナ

レ

☎０２７-２３４-４９７０
ふ

じん びょう しっ かん

み

原集古館前

14:10

粟沢公民館前

14:50

上羽場分館前

12:30

茅 原
高齢者会館前

13:50 17日（火）21日（火）

入須川分館前

14:30

へき地診療（ふれあい出張診療）実施予定
（沼田脳神経外科病院）
地区

８月

■火曜 味覚障害
てい おう せっ かい

■水曜 正常分娩と帝王切開
こう しん

■木曜 口唇ヘルペス
ば

じょう ず

つ

あ

ほう

きん ぞく

新

い

■金曜 入れ歯と上手に付き合う法
とう

8月の「直接相談タイム」
○8月4日（水） 歯科
○受付時間帯 午後７時30分～午後9時
◎上記時間帯は専門医が直接相談に応じます。

治

■土日 金属アレルギー
（ピアス等）

26日（木）30日（木）

■問い合わせ先
独立行政法人国立病院機構沼田病院 ☎（23）2181

かく しょう がい

せい じょう ぶん べん

大峰集荷倉庫前 13:20 17日（火）21日（火）

13:40

上

れい ぼう

■月曜 冷房と婦人病疾患

小和知公民館前 15:20 26日（木）30日（木）

北部生活改善
センター前

水

※約3分の健康講話（テープ音声）が聞けます。

9月

13:20

相談は予約制で先着順です。
時間は午後1時30分～4時まで。

●問い合わせ先

希望者は９月 日（金）までに予約
申し込みをしてください。

■水上会場 8月6日（金）
会場：社会福祉協議会水上支所
■新治会場 9月10日（金）
会場：のぞみ館 相談室

■問い合わせ・申し込み先
町民福祉課 障害・福祉係
☎０２７８（２５）５０１１

所

町営住宅入居者募集

談

8月

治

相

開始時間

新

律

診療地

大芦公民館前

上

法

地区

水

■新治会場 8月17日（火）
会場：のぞみ館 相談室
■月夜野会場 9月21日（火）
会場：町保健福祉センター2階

巡回診療車運行予定（国立沼田病院）
月夜野

心配ごと
（民生・人権・行政）
相談所

町営住宅の入居者を募集していま
す。お申し込みから入居までは、資
格審査や書類提出等のため約３週間
から１カ月程度の時間を要します。
■募集団地
月夜野地区▽矢瀬団地、第２矢瀬団
地、第３矢瀬団地、上河原団地、上
牧団地
新治地区▽上布施団地
水上地区▽高日向団地、鹿野沢団地

※各団地の空室状況
や、各部屋の間取り
図 な ど に つ い て は、

町ホームページから
ご確認ください。
■問い合わせ・申し込み先

群馬県住宅供給公社みなかみ支所
☎０２７８（２５）８４２３

みなかみ町社会福祉協議会
相 談 所
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診療地・診療時間

8月

9月

大芦公民館（坂東会館）
6日（金） 3日（金）
9:00～12:30
北部生活改善センター
9:00～12:30

10日（火） 7日（火）
31日（火） 21日（火）

赤谷公民館
9:00～12:30

17日（火） 14日（火）

入須川分館
13:30～17:00

10日（火） 7日（火）
24日（火） 21日（火）

笠原生活改善センター
9:00～12:30

4日（水） 1日（水）
18日（水） 15日（水）

東峰分館
9:00～12:30

13日（金） 10日（金）

■問い合わせ先

沼田脳神経外科循環器科病院
（へき地診療担当） ☎（22）5052

17 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111

みな
かみ

歳時記

【谷川岳ＩＣがオープン】
新たな情報発信拠点として環境省
により整備された
「谷川岳インフォメー
ションセンター」が6月19日にオープ
ンしました。

みなかみ町の
主な行事予定
ホームページからも
ご確認いただけます

8月
８日㈷
９日㈪

■山の日
■振替休日

9月

8月号

26日㈯

第190号

令和3年8月1日発行

20日㈷
23日㈷

■敬老の日
■秋分の日
■ 中止 茂左衛門地蔵尊大祭
■ 中止 町民体育祭

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後も各種イベント
や行事が中止になる場合がありますので予めご了承ください。詳
しくは、各イベントもしくは行事の主催者へお問い合わせください。
▲谷川岳インフォメーションセンターの外観

食生活改善推進員おすすめレシピ

野菜たっぷり

●編集／みなかみ町役場総務課
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318
☎ 0278-62-2111 FAX 0278-62-2291

夏野菜
「焼きなすのたっぷり
肉味噌かけ」
材料
（4人分） 塩分0.8g
1人分のエネルギー149kcal
なす 4個
〈肉味噌〉
豚あらびき肉 100g
長ねぎ 20g
みょうが 20g
にんじん 30g
Ａ ピーマン
（青）
 30g
ピーマン
（赤）
 30g
ズッキーニ 30g
大葉 4枚
味噌 25g
Ｂ みりん大さじ1(18g)
砂糖 大さじ1(9g)
サラダ油大さじ1(12g)
片栗粉 小さじ1(3g)





▲谷川岳の四季を投影できるジオラマ

納期限：8月31日㈫
●町県民税（第2期）
●国民健康保険税（第2期）
●介護保険料（第3期）
●後期高齢者保険料（第2期）
●国民年金（7月分）

●みなかみ町ホームページ https://www.town.minakami.gunma.jp/

お支払いは便利な口座
振替をご利用ください。

！
おともだちがふえたよ

6月の出生者

男の子
４人

女の子
０人

計
４人

数字は住民基本台帳
（7/15現在）
に基づくものです。



●

作り方

①Ａの野菜を細かいさいの目に切る。
なすは縦半分に切る。
②フライパンにサラダ油を熱し、なす
を入れて中火で蓋をして2～3分焼
き、
裏返してさらに2～3分焼く。
③並 行して別のフライパンで豚ひき
肉を炒め、火が通ったら刻んだＡの
●ワンポイント
アドバイス

●
野菜を入れて炒める。
④Ｂの調味料をあらかじめ混ぜてお
く。③の野菜に火が通ったらＢを入
れてよく混ぜ、同量の水で溶いた片
栗粉を回し入れ、
とろみを付ける。
⑤なすに縦に包丁を入れて皿にのせ、
④の肉味噌をたっぷりかける。

・なすは蒸し焼きにすることで、水分が閉じ込められます。
・肉味噌はたっぷりかけた方が美味しいです。

人 口 と 世 帯 7現月1在日
総人口
男
女
世帯数

18,117人 （−11）
8,847人 （− 4）
9,270人 （− 7）
7,964世帯（− 1）

数字は住民基本台帳に基づくもので、
国勢調査の
数値とは異なります。
※
（ ）
内は前月比
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