令和４年度 吾妻養護老人ホーム 会計年度任用職員 募集案内
◆介護職員（フルタイム会計年度任用職員） ７人
●職務内容
●勤務場所
●勤務時間

●休
日
●給与の額
●手
当
●資
格
●雇用期間

吾妻養護老人ホーム介護員業務
吾妻養護老人ホーム
（高山村）
６ 時 15分～15時00分 休憩時間 60分
７ 時 15分～16時00分 休憩時間 60分
８ 時 30分～17時15分 休憩時間 60分
10時30分～19時15分 休憩時間 60分
12時15分～21時00分 休憩時間 60分
16時30分～８ 時 45分 宿直勤務
１週間あたり２日を原則とし、ローテーションによる
月額 150,600円～220,600円
通勤手当・時間外勤務手当・期末手当・宿直手当
①普通運転免許・②介護初任者研修受講以上の資格を有していること。
令和４年４月１日～令和５年３月31日

◆介護職員
（パートタイム会計年度任用職員） 若干名
●職務内容
●勤務場所
●勤務時間

●報酬の額
●手
当
●資
格
●雇用期間

介護職員

介護職員

吾妻養護老人ホーム介護員業務
吾妻養護老人ホーム
（高山村）
６ 時 15分～12時15分 休憩時間なし
８ 時 30分～15時30分 休憩時間 60分
13時15分～19時15分 休憩時間なし
時給 925円～1,355円
通勤手当
①普通運転免許・②介護初任者研修受講以上の資格を有していること。
令和４年４月１日～令和５年３月31日

◆選考方法

面接を実施します。

選考の日時 ･ 場所等の詳細は、申し込み後に個別に連絡します。
◆応募方法

次の書類を吾妻養護老人ホームへ郵送してください。
１
２
３

吾妻広域町村圏振興整備組合会計年度任用職員採用試験申込書
介護員の資格が確認できるものの写し
応募受付期間 令和４年１月４日
（火）
～令和４年１月31日
（月）
必着とします。
※申込書については、施設に用意してありますので下記にご連絡ください。
様式は、吾妻広域町村圏振興整備組合のホームページからもダウンロードできます。

《お問い合わせ先》 吾妻広域町村圏振興整備組合 吾妻養護老人ホーム
〒377－0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山6858番地24
☎0279
（63）
2304 ℻0279
（63）
2305 HP http://www.aga － kouiki.jp
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令和４年１月１日

冬期の道路除雪について

～冬期の道路除雪にご理解とご協力をお願いします～
冬期の安全な道路交通を確保するため、県並びに村が管理している国道、県道、村道については、道路に概ね
10センチメートル以上の積雪が見込まれる場合に除雪作業を実施します。
また、大雪警報が発令される場合などは、山間道路での立ち往生車両の発生を防ぐため、早めの通行規制を実
施するとともに、交通量の多い幹線道路については、国・県・市町村が連携して優先的に除雪を実施します。
皆様には冬期道路に対する備えと除雪作業の実施にご理解とご協力をお願いします。
①道路にせり出している竹や木の枝は伐採してください。
※竹や木の枝が原因で事故が発生した際、持ち主
（地主）
の責任を問われる場合があります。
②庭や屋根に積もった雪は道路に出さないでください。
③玄関先・隣接する歩道
（通学路）
などの除雪処理にご協力ください。
④大雪時の外出は、緊急時や重要でないときは控えましょう。
⑤路上駐車をなくしましょう。 ※除雪作業の効率が下がります。また、緊急車両等の通行の妨げになってしまいます。
⑥早朝の除雪作業にご理解ください。
⑦スリップ事故・立ち往生等を起こさないために、冬用タイヤの装着や、チェーンを携行し早めに装着をしてく
ださい。
⑧凍結した道路では無理な運転をせずに迂回できる道路を通るか、低速による安全運転に心がけてください。
《お問い合わせ先》
【国道・県道】
群馬県中之条土木事務所
（企画調査係）
☎0279－75－3047

【村道】
高山村役場 建設課
☎0279－63－2111

農業用免税軽油の申請手続きの集中受付期間が始まります
軽油に課される軽油引取税
（32.1円 /１ℓ）は、農業
に使用する場合など、あらかじめ手続きを行うことで
免除されます。
●免除の対象
ほ場での耕うん、栽培管理等、農業者が農作業を行
うために使用する機械の燃料として使用する軽油とな
ります。
●手続き手順
１．あらかじめ県知事に「免税軽油使用者証」
と「免
税証」の交付申請を行います。
《お問い合わせ先》

※申請には「耕作証明証」や使用する農業用機
械の確認書類が必要です。
２．交付された「免税証」を、給油の際に軽油販売
業者に提出し、免税軽油を購入・使用します。
３．使用後、伝票や領収書などとともに、数量など
を報告します。
●受付集中期間
令和４年２月１日
（火）
～18日
（金）
●申請場所
吾妻行政県税事務所
（中之条合同庁舎１階）

①吾妻行政県税事務所 ☎0279－75－3300
②吾妻農業事務所

☎0279－75－2311

広報たかやま11月号の誤表記について
前回配布した「広報たかやま11月号」の以下の箇所に誤りがございました。
・２ページ「令和３年度上半期の財政状況」歳入歳出執行状況 歳出
誤 予算額 その他 ２億5,437万円 支出済額 その他
9,763万円
正 予算額 その他 ４億5,311万円 支出済額 その他 １億3,302万円
謹んでお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

広報
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2020年国勢調査人口等基本集計の確定報告

みんなで防ごう障がい者虐待

2020年秋に行われた国勢調査
（令和２年10月
１日現在）
の人口等の確定値が報告されました。

●虐待のサインを見逃さないで
 虐待している人が、そのことを自覚していなかったり、
虐待されていても本人が言えなかったりすることがありま
す。虐待を早期に発見するには虐待のサインを見逃さない
ことが大切です。
〈虐待のサイン〉
・汚れたままの、同じ服を着ている
・小さな傷がしばしば見られる
・急におびえたり、怖がったりする
・普段見られないパニック状態がある
・施設や職場に行きたがらない
など
●虐待かな？と思ったときは、ためらわず相談・通報してください
 通報があったときは、事実の確認、訪問調査を行い、虐待
があると認められた場合は再発防止のために対応します。
●虐待の通報者の情報は守られます
 市町村の職員や関係者には守秘義務がありますので、通
報者の情報は守られます。施設や職場の従業者などが通報
したことを理由として、退職させたり、その人の不利益に
なるような取り扱いは禁じられています。匿名による通報
も受け付けます。

高山村人口：3,511人
（男性人口：1,745人 女性人口：1,766人）
世帯数：1,165人
（１世帯あたりの平均人数：3.01人）

前 回2015
（平成27）年 と 比 較 し、人 口 －163
人、世帯数－２世帯、群馬県内における人口増減
数順位は９位でした。
●さらに他市町村を踏まえた情報を確認したい場合…
・各種統計情報は、
「群馬県統計情報提供システ
ム」
でもご覧いただけます。
http://toukei.pref.gunma.jp/
・全国の結果及びその他の統計については、政
府統計の総合窓口でご覧いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/
村民の皆様におかれましては、ご協力いただ
き誠にありがとうございました。
次回国勢調査は2025年予定です。


高山村役場

《お問い合わせ先》 保健みらい課

地域振興課

「高山村村長選挙」
について

１月
『なごみ茶屋』～開催のお知らせ～
●開催日時

令和４年１月18日
（火）
午前10時から午前11時30分
●場所 交流施設 なごみ
●内容 工作やゲームなど
●その他 新型コロナウイルス感染予防対策を実施して開催します。
・体温測定・健康チェックを行います。
・マスクの着用・手指の消毒にご協力ください。
●お問い合わせ 高山村保健福祉センター 保健師

高山村選挙管理委員会では、高山
村長選挙の日程を次のとおり決定い
たしました。
●選挙期日の告示日
令和４年３月15日
（火）
●選挙期日
令和４年３月20日
（日）

十一月俳句会

は ん で

ネ バ ー ギ ブ ア ッ プ

ノーカーボン

96

幼子のつぶらな瞳式部の実
どんぐりや我は生涯山暮らし  あきを
長き夜の午前零時の風の音
君がため手折る狭庭の野紺菊  泰枝
軽トラに新藁の山揺られ行く
稲架にてカマキリ見つけ睨めっこ 大樹
腰痛や大根引きに気の乗らず
小春日やこの世の極楽いまここに 昭典
脱石炭わが峡連帯の薪を焚く

さら

そ

あきらめない
「ピカドン先生」
雲の峰 
（広島被爆者坪井直さん
（ ）
逝く）朝
郎
感性豊か子等の作品文化祭
雨毎に山駆け下りる冬木立  キヨ子
靴下に付きてはなれぬ籾の殻
草むらに赤き鬼灯ふたつみつ  良教
忙しく子の泊りゆく布団干す
川浚う重機の音や初しぐれ 
節子
子等来たるなんでもうまし秋がゆく 紫
 雲

よ

十二月俳句会

世の不況余所に満開冬桜 

わらアート馬のたてがみ冬ざるる あきを

泰枝

節子

令和４年１月１日

ありし日の君の面影冬ざくら
冬ざれや無縁の墓の数あまた 
新米をおひつに移す甘き湯気
新米を炊く釜ぶたや母のもの 
春に背いてそれでも気高き冬桜

わら巨大馬見る初雪の残る道  キヨ子
冬桜にっこり笑顔はいチーズ
超巨大馬の背中に雪残る 
大樹
冬のバラこんな日本でいいですか
秋山郷木枯し連れて友ゆけり  朝郎
群なして茶色のウサギ冬の堀
山の上冬の桜は咲きており 
良教
新わらの米より高い師走かな
トラクター三台の音冬田掘り  紫雲
湯豆腐の味のふかみを知る齢に
白菜漬買って食べる情けなさ  昭典
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☎63－1311

