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7月の行事予定
2019 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～21:00）詳しくはP24をご覧ください。
　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。
　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）
　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　　プール開放日＝料金・時間については、P11をご覧ください。　　

この広報はベジタブルインキを使用しています。
植物油インキ（ベジタブルインキ）は、植物性のため地球の環境にやさしいインキです。
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休日夜間急患診療の医療機関をお知らせします。

問い合わせ（テレフォンガイド）  富士五湖消防本部   ℡.２３-４４４４

　救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要
な場合に行う医療です。「日中は仕事や用事があって行けない」

「夜間や休日でもやっているから」等の理由で安易に受診する医
療ではありませんので、ご注意ください。

必ず事前に問い合わせ先に電話をしてから受診してください。
保険証を必ず持参してください。
日頃から使っている薬がわかるもの（お薬手帳など）を持って受診してください。

富士吉田市立病院　奇数日が内科、偶数日が外科
山梨赤十字病院　　奇数日が外科、偶数日が内科

休日 8:30～翌8:30、　土曜 12:30～翌8:30、
夜間 17:00～翌8:30

4月から12月まで

診療時間

休日　8:30～17:00　

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

診療時間7月

皆さんへの
お願い

富士吉田市立病院・山梨赤十字病院
診療科目日 曜日 診療所名

富士吉田泌尿器科クリニック

蓬莱整形外科

保坂内科クリニック

宮下医院（河口湖）

樂々堂整形外科

日

日

月・祝

日

日

泌尿器科    

整形外科    

内科    

内科・循環器科    

整形外科    

7

14

15

21

28



村議会6月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第２回定例会（６月）にあたり、村長から村政運営に関しての考
え方と議会に提出された案件が、説明されましたので、その概要を掲載して、村
民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　本日ここに、令和元年第２回定例会が
開会されるにあたり、提出しました案件
につきまして、その概要をご説明申し上
げますと共に、私の村政運営に関しての
考え方を申し述べ、議員各位並びに村
民の皆様のご理解とご協力を賜りたい
と存じます。
　はじめに、令和最初の開催となった先
月26日の山中湖ロードレース大会は、
村民の皆様をはじめとする多くの運営ボ
ランティアスタッフにご協力いただき、
全国各地から１万１千名を超えるランナ
ーの皆様を、お迎えすることが出来まし
た。初夏ともいえる暑さの中でしたが、
完走率は９８％を超え、大会を無事に終
了することができましたことを、改めて
感謝申し上げます。
　 参 加 者に対 するアンケートでは、
5,035名の方が山中湖村内での宿泊を
予定されており、宿泊施設等への波及
効果も安定的に確保されていると推察
されます。次年度は、４０回の記念の大
会となりますので、山中湖の最大級のイ
ベントの一層の充実に向け、引き続き努
めてまいります。
　また、本村は５月１１日をもって「交通
死亡事故ゼロ２，０００日」を達成し、山梨
県知事表彰状を贈呈されました。国道１
３８号線をはじめ県境の主要道路を抱え
る観光地にあって、シーズン中の県外者
の集中や冬季の路面凍結など、交通事
故リスクの高い本村において、このよう
な功績が達成されましたことは、交通安
全関係団体をはじめとして村民の皆様
方の、日頃からの努力の賜物とお礼申し
上げます。
　今後もさらなる村民の安心安全な生
活と再び訪れたくなる観光地づくりのた
めにも、記録が継続できるよう引き続
き、ご理解とご協力をお願い申し上げま
す。
　５月２７日には、国土交通省から発表
された都市景観大賞において、山中湖
村平野ゆいの広場ひらり周辺地区が、
都市空間部門の特別賞である「都市景
観の日」実行委員会会長賞を受賞しまし

た。古民家を再生するなど景観資源を
活かした取り組みにおいて、地域の歴史
的コミュニティと密接な関係を持つ集落
の中心部の再生に向け、大学の研究成
果と地域住民との対話をベースに、官民
の事業主体や地域が一体となって空間
整備を進めていることが、大きな評価を
受けました。
　受賞を追い風にひらり周辺地区が、地
域振興の新たな出会いの場所として、
活用されることを期待するとともに、先
導的役割を果たしてくれた当該地区の
成功例を、今後の主要交差点整備や村
内全域の景観形成事業へ、波及・拡大さ
せていきたいと考えております。
　また、３月定例議会でも触れましたと
おり「山中湖村版ＤＭＯ」事業への地方
創生推進交付金の充当を目指して手続
きを進めておりましたが、４月１日付で交
付が決定されました。これを契機に、ＤＭ
Ｏのプラットホームとしての一般社団法
人山中湖観光協会の組織強化に向け、
観光ニーズ調査、ＤＭＯ専門官専従人材
派遣、ＤＭＯ推進事業、関連広告宣伝事
業等の内容を充実させ、行政と協会が
一体となって、ＤＭＯを展開していきま
す。
　遡る平成１１年７月３日に開館した三
島由紀夫文学館は、節目の２０周年を迎
えます。５月１４日からは２０周年企画展
示を実施しておりますが、これまでにミ
シュランガイドで２つ星を獲得したほか、
昨年は、フランスのストラスブールで開
催された日本博での「三島由紀夫と金
閣寺」展に全面協力するなど、世界から
の注目と世界への発信に応えうる施設
に成長しつつあります。
　文学館のはたちを迎えて、これまでの
活動を振り返り三島文学の新たな可能
性を広く発信するために、１０月１３日に
は２０周年記念のレイクサロンを行いま
す。関係各位の地道な努力により、磨か
れてきた魅力ある宝が、ますます輝きを
増してくれるよう、引き続き取り組んで
まいります。
　２０２０オリンピック自転車ロードレー
ス大会のテストイベント「ＲＥＡＤＹ ＳＴＥ
ＡＤＹ ＴＯＫＹＯ 自転車競技（ロード）」

の開催は、いよいよ来月２１日に迫って
きました。募集していたコースサポータ
ーは、まことに感謝しているところです
が、目標の４８５人を上回る５８２人の皆
様に、申し込みをいただいておりますの
で、今月３０日に説明会を実施します。
　経験したことのない長時間・長区間の
通行止めや参議院議員通常選挙の投票
日と重なる恐れもあり、不安要素が潜在
しておりますが、準備不足とならないよ
うに庁内体制を集中させ、対応を加速さ
せていきたいと考えております。
　テストイベントに合わせては、フラン
スの自転車チームが７月１６日から２３日
までの間、本村において事前合宿を行
います。このため、合宿の期間中には歓
迎レセプションを開催し、本村の歴史や
文化などが感じられる催しを通じて、フ
ランス国選手との交流や親睦を深めた
いと思います。
　また、９月２９日には「オリンピック
300日前イベント」を開催します。昨年
実施しました音楽イベント「マウントフジ
マキ」と同時開催として、多くの方々と
ともに、機運醸成を図ってまいります。
　また、１１月３日には「山中湖サイクリ
ングクラシック」と銘打った自転車ロー
ドレース大会を、村の主催で計画してお
ります。
　昨年、三国山で実施したタイムトライ
アル、本年ロードレース時に行ったスプ
リントトーナメントの形を変えて、場所も
山中地区を中心に周回コースを設定し、
毎年のワンデーレース開催により、名実
ともに歴史と格式ある「クラシック」大
会として成長してくれることを目指しま
す。大会には、地元山中湖を拠点に活動
する一般社団法人山中湖サイクリング
チームの協力が不可欠ですので、連携・
調整しながら、実施してまいります。
　オリンピックの聖火リレーでは、本村
は山梨県内のコースから選定されない
残念な結果の発表がありましたが、コー
ス決定の内容や理由について、山梨県
側から十分な説明を受けた上で、必要な
対応を判断していきたいと考えておりま
す。
　オリンピックやこうした関連事業は、

単発で終わらせることなく、「自転車の
聖地 山中湖」を目指すためのスタートダ
ッシュと位置付けるべきものと捉えてい
ます。ここ数年の自転車ブームと東京２
０２０オリンピック自転車ロードレース大
会コース決定により、山中湖を訪れる自
転車ライダーは急増しており、経路検索
アプリ「ナビタイム」の目的地検索の「自
転車部門」では、山中湖が全国１位にな
っています。この絶好の機会に、量的・質
的な面からも受け皿や環境をしっかりと
形成していき、自転車文化の発信地とし
て自他ともに「自転車の聖地　山中湖」
と呼んでいただけるよう、取り組んでい
きたいと考えております。
　さて、４月末に発表されたファナック
株式会社の２０１９年３月期決算短信で
は、経常利益が前期比マイナス２６．５パ
ーセントとなり、これを受け本村の５月分
の法人村民税も当初見込みから半減以
上の厳しい結果となりました。
　申し上げるまでもなく、本村における
歳入の根幹を支える２つの税の柱の一
方である法人村民税に、大きな割合を占
めるファナック株式会社の業績は、本村
の財政運営に重大な影響を及ぼします。
　更には、決算短信の２０２０年３月期の
第２四半期予想でも、前期比マイナス６
０．０パーセントの減との衝撃的な見込み
となっており、「当面厳しい状況が続く」
との会社側の説明からすると、この先の
財政運営は、これまでの好調さから一転
して、予断を許さない非常に難しい局面
を迎えていると、認識しております。
　しかしながら、東京２０２０オリンピック
自転車ロードレース大会など、先に述べ
た主要事業や地域振興、少子高齢化・人
口減少社会に対応するための様々な施
策は、先送りしてはなりませんので、時
代に的確に対応できるよう今後の社会・
経済情勢を注視しながら、希望と活力あ
るまちづくりに努めて参りますので、議
員各位並びに村民の皆様には、ご理解
ご協力をお願い申し上げます。

議会提出案件（概要）
報告第３号
平成３０年度山中湖村一般会計繰越明
許費繰越計算書について
　総務費の総務管理費として、次期基
幹システム導入支援事業、エコミュージ
アム推進事業、土木費の道路橋りょう費
として、村道山中２９号線外１路線道路
拡幅測量設計補償調査事業、都市計画
費として、景観づくり事業、教育費の小

学校費として、山中小学校進入路用地
購入事業、以上の５事業について、合計
５，４３２万３千円を繰り越しましたので、
地方自治法施行令第１４６条第２項の規
定により報告するものであります。
報告第４号
平成３０年度山中湖村簡易水道特別会
計繰越明許費繰越計算書について
　総務費の総務管理費として、水道シ
ステム元号変更改修事業について、１８
３万６千円を繰り越しましたので、地方
自治法施行令第１４６条第２項の規定に
より報告するものであります。
報告第５号
経営状況の報告について
　本村が出資しております株式会社山
中湖観光振興公社の、平成３０年度の経
営状況について、地方自治法第２４３条
の３第２項の規定により、報告するもの
であります。
議案第３０号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例制定について
　国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律の一部改正に伴い、所要
の改正を行うものであります。
議案第３１号
山中湖村税条例等の一部を改正する条
例制定について
　地方税法の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであります。
議案第３２号
山中湖村介護保険条例の一部を改正す
る条例制定について
　消費税１０パーセントへの引き上げに
伴い、低所得者保険料軽減制度が拡充
されるため、所要の改正を行うものであ
ります。
議案第３３号
山中湖村森林環境譲与税基金条例の
制定について
　地方税制改正による森林環境譲与税
の譲与に伴い、村が行う森林整備及び
管理に要する経費の財源に充てる基金
を設置するため、必要な事項を定めるも
のであります。
議案第３４号
令和元年度山中湖村一般会計補正予
算について
　まず、歳入につきましては、村税の村
民税の法人分が、先に述べました理由
により、６億９，１９２万７千円の減額とな
ったほか、地方譲与税の森林環境譲与
税として２７９万６千円を、国庫支出金の

国庫補助金、地方創生推進交付金とし
て１，０９７万３千円を、プレミアム付商品
券事務費補助金として９９２万円を、基
金繰入金として、財政調整基金繰入金５
億９，４３９万１千円を、諸収入の雑入と
して、コミュニティ助成金２５０万円を、
プレミアム付商品券売払い収入 ２，２４４
万円を、それぞれ増額し、計上しました。
　歳出のうち、各科目の職員人件費に
つきましては、人事異動等に伴う費用の
過不足分を、調整するために組み替え
たものであります。
　総務費の総務管理費、財産管理費の
財政調整基金への積立金は、８，９７２万
２千円を減額しました。
　まちづくり事業費としては、コミュニテ
ィ助成事業として、２５０万円を計上しま
した。
　徴税費の賦課徴収一般事務経費に
は、標準宅地鑑定評価委託料３６０万３
千円を、計上しました。
　農林水産業費の林業費 林業振興一
般事務経費として、森林情報収集整理
及び所有者意向調査経費２７７万７千円
を、計上しました。
　商工費のオリンピック推進事業とし
て、フランス国自転車チームの事前合
宿経費２８３万円を、商工振興事業とし
て、プレミアム付き商品券事業費３，２３
６万円を、それぞれ計上しました。
　この結果、総額４，８６８万３千円の減
額補正となり、歳入歳出それぞれ４３億
１，１７８万７千円となっております。
議案第３５号
令和元年度山中湖村国民健康保険特
別会計補正予算について、及び
議案第３６号
令和元年度山中湖村下水道特別会計
補正予算について
　以上の２会計の補正予算については、
国民健康保険退職被保険者等医療給付
費分等の追加補正と、両会計の人事異動
等に伴う費用の過不足分を、調整するた
めに組み替えたものであります。
　詳細につきましては、提出議案のとお
りでありますので、それにより、ご了承賜
りたいと存じます。
　以上、提出案件の概要説明を申し上
げました。
　よろしくご審議の上、ご可決賜ります
ようお願い申し上げます。

（６月１１日時点の所信ですので、その後
実施や決定した事項がある点を、ご承知
願います。）

◎村長所信（抜粋）
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村議会6月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第２回定例会（６月）にあたり、村長から村政運営に関しての考
え方と議会に提出された案件が、説明されましたので、その概要を掲載して、村
民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　本日ここに、令和元年第２回定例会が
開会されるにあたり、提出しました案件
につきまして、その概要をご説明申し上
げますと共に、私の村政運営に関しての
考え方を申し述べ、議員各位並びに村
民の皆様のご理解とご協力を賜りたい
と存じます。
　はじめに、令和最初の開催となった先
月26日の山中湖ロードレース大会は、
村民の皆様をはじめとする多くの運営ボ
ランティアスタッフにご協力いただき、
全国各地から１万１千名を超えるランナ
ーの皆様を、お迎えすることが出来まし
た。初夏ともいえる暑さの中でしたが、
完走率は９８％を超え、大会を無事に終
了することができましたことを、改めて
感謝申し上げます。
　 参 加 者に対 するアンケートでは、
5,035名の方が山中湖村内での宿泊を
予定されており、宿泊施設等への波及
効果も安定的に確保されていると推察
されます。次年度は、４０回の記念の大
会となりますので、山中湖の最大級のイ
ベントの一層の充実に向け、引き続き努
めてまいります。
　また、本村は５月１１日をもって「交通
死亡事故ゼロ２，０００日」を達成し、山梨
県知事表彰状を贈呈されました。国道１
３８号線をはじめ県境の主要道路を抱え
る観光地にあって、シーズン中の県外者
の集中や冬季の路面凍結など、交通事
故リスクの高い本村において、このよう
な功績が達成されましたことは、交通安
全関係団体をはじめとして村民の皆様
方の、日頃からの努力の賜物とお礼申し
上げます。
　今後もさらなる村民の安心安全な生
活と再び訪れたくなる観光地づくりのた
めにも、記録が継続できるよう引き続
き、ご理解とご協力をお願い申し上げま
す。
　５月２７日には、国土交通省から発表
された都市景観大賞において、山中湖
村平野ゆいの広場ひらり周辺地区が、
都市空間部門の特別賞である「都市景
観の日」実行委員会会長賞を受賞しまし

た。古民家を再生するなど景観資源を
活かした取り組みにおいて、地域の歴史
的コミュニティと密接な関係を持つ集落
の中心部の再生に向け、大学の研究成
果と地域住民との対話をベースに、官民
の事業主体や地域が一体となって空間
整備を進めていることが、大きな評価を
受けました。
　受賞を追い風にひらり周辺地区が、地
域振興の新たな出会いの場所として、
活用されることを期待するとともに、先
導的役割を果たしてくれた当該地区の
成功例を、今後の主要交差点整備や村
内全域の景観形成事業へ、波及・拡大さ
せていきたいと考えております。
　また、３月定例議会でも触れましたと
おり「山中湖村版ＤＭＯ」事業への地方
創生推進交付金の充当を目指して手続
きを進めておりましたが、４月１日付で交
付が決定されました。これを契機に、ＤＭ
Ｏのプラットホームとしての一般社団法
人山中湖観光協会の組織強化に向け、
観光ニーズ調査、ＤＭＯ専門官専従人材
派遣、ＤＭＯ推進事業、関連広告宣伝事
業等の内容を充実させ、行政と協会が
一体となって、ＤＭＯを展開していきま
す。
　遡る平成１１年７月３日に開館した三
島由紀夫文学館は、節目の２０周年を迎
えます。５月１４日からは２０周年企画展
示を実施しておりますが、これまでにミ
シュランガイドで２つ星を獲得したほか、
昨年は、フランスのストラスブールで開
催された日本博での「三島由紀夫と金
閣寺」展に全面協力するなど、世界から
の注目と世界への発信に応えうる施設
に成長しつつあります。
　文学館のはたちを迎えて、これまでの
活動を振り返り三島文学の新たな可能
性を広く発信するために、１０月１３日に
は２０周年記念のレイクサロンを行いま
す。関係各位の地道な努力により、磨か
れてきた魅力ある宝が、ますます輝きを
増してくれるよう、引き続き取り組んで
まいります。
　２０２０オリンピック自転車ロードレー
ス大会のテストイベント「ＲＥＡＤＹ ＳＴＥ
ＡＤＹ ＴＯＫＹＯ 自転車競技（ロード）」

の開催は、いよいよ来月２１日に迫って
きました。募集していたコースサポータ
ーは、まことに感謝しているところです
が、目標の４８５人を上回る５８２人の皆
様に、申し込みをいただいておりますの
で、今月３０日に説明会を実施します。
　経験したことのない長時間・長区間の
通行止めや参議院議員通常選挙の投票
日と重なる恐れもあり、不安要素が潜在
しておりますが、準備不足とならないよ
うに庁内体制を集中させ、対応を加速さ
せていきたいと考えております。
　テストイベントに合わせては、フラン
スの自転車チームが７月１６日から２３日
までの間、本村において事前合宿を行
います。このため、合宿の期間中には歓
迎レセプションを開催し、本村の歴史や
文化などが感じられる催しを通じて、フ
ランス国選手との交流や親睦を深めた
いと思います。
　また、９月２９日には「オリンピック
300日前イベント」を開催します。昨年
実施しました音楽イベント「マウントフジ
マキ」と同時開催として、多くの方々と
ともに、機運醸成を図ってまいります。
　また、１１月３日には「山中湖サイクリ
ングクラシック」と銘打った自転車ロー
ドレース大会を、村の主催で計画してお
ります。
　昨年、三国山で実施したタイムトライ
アル、本年ロードレース時に行ったスプ
リントトーナメントの形を変えて、場所も
山中地区を中心に周回コースを設定し、
毎年のワンデーレース開催により、名実
ともに歴史と格式ある「クラシック」大
会として成長してくれることを目指しま
す。大会には、地元山中湖を拠点に活動
する一般社団法人山中湖サイクリング
チームの協力が不可欠ですので、連携・
調整しながら、実施してまいります。
　オリンピックの聖火リレーでは、本村
は山梨県内のコースから選定されない
残念な結果の発表がありましたが、コー
ス決定の内容や理由について、山梨県
側から十分な説明を受けた上で、必要な
対応を判断していきたいと考えておりま
す。
　オリンピックやこうした関連事業は、

単発で終わらせることなく、「自転車の
聖地 山中湖」を目指すためのスタートダ
ッシュと位置付けるべきものと捉えてい
ます。ここ数年の自転車ブームと東京２
０２０オリンピック自転車ロードレース大
会コース決定により、山中湖を訪れる自
転車ライダーは急増しており、経路検索
アプリ「ナビタイム」の目的地検索の「自
転車部門」では、山中湖が全国１位にな
っています。この絶好の機会に、量的・質
的な面からも受け皿や環境をしっかりと
形成していき、自転車文化の発信地とし
て自他ともに「自転車の聖地　山中湖」
と呼んでいただけるよう、取り組んでい
きたいと考えております。
　さて、４月末に発表されたファナック
株式会社の２０１９年３月期決算短信で
は、経常利益が前期比マイナス２６．５パ
ーセントとなり、これを受け本村の５月分
の法人村民税も当初見込みから半減以
上の厳しい結果となりました。
　申し上げるまでもなく、本村における
歳入の根幹を支える２つの税の柱の一
方である法人村民税に、大きな割合を占
めるファナック株式会社の業績は、本村
の財政運営に重大な影響を及ぼします。
　更には、決算短信の２０２０年３月期の
第２四半期予想でも、前期比マイナス６
０．０パーセントの減との衝撃的な見込み
となっており、「当面厳しい状況が続く」
との会社側の説明からすると、この先の
財政運営は、これまでの好調さから一転
して、予断を許さない非常に難しい局面
を迎えていると、認識しております。
　しかしながら、東京２０２０オリンピック
自転車ロードレース大会など、先に述べ
た主要事業や地域振興、少子高齢化・人
口減少社会に対応するための様々な施
策は、先送りしてはなりませんので、時
代に的確に対応できるよう今後の社会・
経済情勢を注視しながら、希望と活力あ
るまちづくりに努めて参りますので、議
員各位並びに村民の皆様には、ご理解
ご協力をお願い申し上げます。

議会提出案件（概要）
報告第３号
平成３０年度山中湖村一般会計繰越明
許費繰越計算書について
　総務費の総務管理費として、次期基
幹システム導入支援事業、エコミュージ
アム推進事業、土木費の道路橋りょう費
として、村道山中２９号線外１路線道路
拡幅測量設計補償調査事業、都市計画
費として、景観づくり事業、教育費の小

学校費として、山中小学校進入路用地
購入事業、以上の５事業について、合計
５，４３２万３千円を繰り越しましたので、
地方自治法施行令第１４６条第２項の規
定により報告するものであります。
報告第４号
平成３０年度山中湖村簡易水道特別会
計繰越明許費繰越計算書について
　総務費の総務管理費として、水道シ
ステム元号変更改修事業について、１８
３万６千円を繰り越しましたので、地方
自治法施行令第１４６条第２項の規定に
より報告するものであります。
報告第５号
経営状況の報告について
　本村が出資しております株式会社山
中湖観光振興公社の、平成３０年度の経
営状況について、地方自治法第２４３条
の３第２項の規定により、報告するもの
であります。
議案第３０号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例制定について
　国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律の一部改正に伴い、所要
の改正を行うものであります。
議案第３１号
山中湖村税条例等の一部を改正する条
例制定について
　地方税法の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであります。
議案第３２号
山中湖村介護保険条例の一部を改正す
る条例制定について
　消費税１０パーセントへの引き上げに
伴い、低所得者保険料軽減制度が拡充
されるため、所要の改正を行うものであ
ります。
議案第３３号
山中湖村森林環境譲与税基金条例の
制定について
　地方税制改正による森林環境譲与税
の譲与に伴い、村が行う森林整備及び
管理に要する経費の財源に充てる基金
を設置するため、必要な事項を定めるも
のであります。
議案第３４号
令和元年度山中湖村一般会計補正予
算について
　まず、歳入につきましては、村税の村
民税の法人分が、先に述べました理由
により、６億９，１９２万７千円の減額とな
ったほか、地方譲与税の森林環境譲与
税として２７９万６千円を、国庫支出金の

国庫補助金、地方創生推進交付金とし
て１，０９７万３千円を、プレミアム付商品
券事務費補助金として９９２万円を、基
金繰入金として、財政調整基金繰入金５
億９，４３９万１千円を、諸収入の雑入と
して、コミュニティ助成金２５０万円を、
プレミアム付商品券売払い収入 ２，２４４
万円を、それぞれ増額し、計上しました。
　歳出のうち、各科目の職員人件費に
つきましては、人事異動等に伴う費用の
過不足分を、調整するために組み替え
たものであります。
　総務費の総務管理費、財産管理費の
財政調整基金への積立金は、８，９７２万
２千円を減額しました。
　まちづくり事業費としては、コミュニテ
ィ助成事業として、２５０万円を計上しま
した。
　徴税費の賦課徴収一般事務経費に
は、標準宅地鑑定評価委託料３６０万３
千円を、計上しました。
　農林水産業費の林業費 林業振興一
般事務経費として、森林情報収集整理
及び所有者意向調査経費２７７万７千円
を、計上しました。
　商工費のオリンピック推進事業とし
て、フランス国自転車チームの事前合
宿経費２８３万円を、商工振興事業とし
て、プレミアム付き商品券事業費３，２３
６万円を、それぞれ計上しました。
　この結果、総額４，８６８万３千円の減
額補正となり、歳入歳出それぞれ４３億
１，１７８万７千円となっております。
議案第３５号
令和元年度山中湖村国民健康保険特
別会計補正予算について、及び
議案第３６号
令和元年度山中湖村下水道特別会計
補正予算について
　以上の２会計の補正予算については、
国民健康保険退職被保険者等医療給付
費分等の追加補正と、両会計の人事異動
等に伴う費用の過不足分を、調整するた
めに組み替えたものであります。
　詳細につきましては、提出議案のとお
りでありますので、それにより、ご了承賜
りたいと存じます。
　以上、提出案件の概要説明を申し上
げました。
　よろしくご審議の上、ご可決賜ります
ようお願い申し上げます。

（６月１１日時点の所信ですので、その後
実施や決定した事項がある点を、ご承知
願います。）

◎村長所信（抜粋）
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7月21日（日）に
東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース
テストイベントが開催されます。

大会名 READY STEADY TOKYO－自転車競技（ロード）

主　催 （公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

競技日程・時間 7月21日（日）12：00～17：15　予定

選手数 120名程度

コース
東京2020オリンピック競技大会男子ロードレースのコース
（東富士演習場方面のルートを除く）

東京2020　自転車ロードレース競技テストイベント概要

◇随行車両にご注意ください。
　コース上は選手だけではなく、チームカーやサポートカーもたくさん走っています。
　選手ばかりに気を取られずに、自動車やオートバイにも気を付けましょう。
　特にお子様連れの方は注意ください。

◇選手に触れないでください。
　通過する選手の体に触れたり、一緒に走ったりしないでください。
　落車の原因になるなど、選手の迷惑になってしまうばかりかご自身にとっても大変危険です。

◇体をフェンス等の中から出ないようにしてください。
　選手は走行時、コースギリギリを走行することもあります。
　体を大きく乗り出して観戦していると、選手と接触やフェンスが倒れる可能性があります。

◇コーナーでの観戦は外側でお願いします。
　コーナーでは、コース内側ギリギリを選手は走行します。決して内側に立たないでください。

◇コース沿道の私有地への進入はご遠慮ください。
　コース沿道の企業や私有地に許可なく侵入はご遠慮ください。
　またごみの放置、ポイ捨ては近隣住民の迷惑となります。

次に該当するエリアでは、観戦することはできません。ご注意ください。
　下り坂の急カーブなど観戦者の安全性を確保できないエリア
　車道と歩道区分がない及び歩道が狭いなど観戦スペースの確保が難しいエリア
　セキュリティ上、大会運営導線等と重なる場所など大会運営上支障の出るエリア

安全に観戦していただくためのお願い

観戦禁止エリアについて

問い合わせ　オリンピック推進室　℡．28-5355
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7月21日（日）に
東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース
テストイベントが開催されます。

大会名 READY STEADY TOKYO－自転車競技（ロード）

主　催 （公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

競技日程・時間 7月21日（日）12：00～17：15　予定

選手数 120名程度

コース
東京2020オリンピック競技大会男子ロードレースのコース
（東富士演習場方面のルートを除く）

東京2020　自転車ロードレース競技テストイベント概要

◇随行車両にご注意ください。
　コース上は選手だけではなく、チームカーやサポートカーもたくさん走っています。
　選手ばかりに気を取られずに、自動車やオートバイにも気を付けましょう。
　特にお子様連れの方は注意ください。

◇選手に触れないでください。
　通過する選手の体に触れたり、一緒に走ったりしないでください。
　落車の原因になるなど、選手の迷惑になってしまうばかりかご自身にとっても大変危険です。

◇体をフェンス等の中から出ないようにしてください。
　選手は走行時、コースギリギリを走行することもあります。
　体を大きく乗り出して観戦していると、選手と接触やフェンスが倒れる可能性があります。

◇コーナーでの観戦は外側でお願いします。
　コーナーでは、コース内側ギリギリを選手は走行します。決して内側に立たないでください。

◇コース沿道の私有地への進入はご遠慮ください。
　コース沿道の企業や私有地に許可なく侵入はご遠慮ください。
　またごみの放置、ポイ捨ては近隣住民の迷惑となります。

次に該当するエリアでは、観戦することはできません。ご注意ください。
　下り坂の急カーブなど観戦者の安全性を確保できないエリア
　車道と歩道区分がない及び歩道が狭いなど観戦スペースの確保が難しいエリア
　セキュリティ上、大会運営導線等と重なる場所など大会運営上支障の出るエリア

安全に観戦していただくためのお願い

観戦禁止エリアについて

問い合わせ　オリンピック推進室　℡．28-5355
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山中湖ロードレース大会「前夜祭」

第 39回
スポニチ山中湖ロードレース大会開催
第 39回
スポニチ山中湖ロードレース大会開催

　５月 26 日（日）に第 39 回スポニチ山中湖ロードレース
が開催され、全国各地から 11,302 名のランナーが集まり、
新緑の若葉に包まれた山中湖のコースと雄大な富士山の絶
景を楽しみながら爽快に走りました。
　大会当日は、気温 26.5 度（午前 8 時時点）と非常に高く、
過酷なレース展開となりましたが、熱中症予防の周知や各
給水所でのドリンクやオレンジの提供を積極的に行ってい
ただき、完走率98%とほとんどのランナーが完走しました。
　また、東京 2020 オリンピック自転車競技ロードレース
の機運を高めるため、山中湖サイクリングチーム「山中湖シ
クリスムフォーマション」と「栃木県・那須ブラ―ゼン」に
よるパレード走行、自転車スプリントトーナメント大会を
山中地区のコース 1.5 ㎞で開催しました。観戦者や沿道の
皆様に自転車ロードレースの迫力や醍醐味を味わっていた
だきました。
　本大会も各団体のボランティアの方々をはじめ、住民の
皆さんには沿道での応援や心温まるサービスなど「山中湖
村のおもてなし」をしていただき、成功裏に大会が終了する
ことができました。誠にありがとうございました。

　今回の前夜祭には、アコースティックギター 1
本でカラフルなロックを歌うシンガーソングラ
イターの田中雄也さんと北海道札幌市出身 2 人
組ガールズユニットＷＨＹ＠ＤＯＬＬさんがス
ペシャルライブを開催し、受付に来られたラン
ナーやファンの方々で会場が盛り上がりました。
また、毎年恒例の大会アドバイザー市河麻由美さ
んによるピラティス体験会が行われました。

夜間もテラスと待合所のベンチには灯りがともる。交差点の道祖神や既存樹を残しながら建物を改修。

北側広場はプレオープンの直後から御神輿で利用されている。富士見テラスでバスを待つ人々。
奥には待合所、交差点、北側古民家が見える。

　都市景観大賞（主催：「都市景観の日」実行委員会、後援：国土交通省）は、良好な景観の形成に資する普及
啓発活動の一環として、平成３年度より毎年度実施されている表彰制度です。景観に関する優れた地区・活
動に対し、賞を授与し、更なる取組の契機となるとともに、良好な景観の形成が推進されることを目的に、全
国に広く紹介されています。
　今回の審査委員会において、ゆいの広場ひらりが評価され、特別賞「都市景観の日」実行委員会会長賞を
受賞しました。
　以下に、審査講評を2019年度都市景観大賞受賞概要より引用し、掲載させていただきます。

ゆいの広場ひらりが
都市景観大賞特別賞を受賞しました。

　都市景観大賞は、対象空間と周辺施設が一体となって良質な景観が形成されていることが要件とされ
る。従って、単独の公共施設類は対象とはならない。だが、過去にも単独施設と見なされる応募が少なから
ずあり、審査会において問題となってきた。当地区も、面積が0.64haと狭小であり議論となった。しかし、
これは山中湖湖畔に点在する景観事業の先導的役割を果たすものであり、地域の既存建築物を丁寧に保
全再生しつつ、新たなコミュニティ拠点を創出することに成功している。そして何よりも、地元住民の間に
あった景観事業に対する懸念を払拭し、「やれば出来る」という意識改革を図ったことは特筆に値する。現
在、当地区の成功を見て山中湖村の他地区においても、良質な景観形成への機運が高まっている。このよ
うな、地域全体の景観形成事業に対する理解を深めたパイロットプロジェクトであることを評価し、本事
業を特別賞として選定することとした。（田中）
　受賞概要全文につきましては、公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター及び国土交通省の
ホームページをご覧ください。
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第 39回
スポニチ山中湖ロードレース大会開催
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過酷なレース展開となりましたが、熱中症予防の周知や各
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クリスムフォーマション」と「栃木県・那須ブラ―ゼン」に
よるパレード走行、自転車スプリントトーナメント大会を
山中地区のコース 1.5 ㎞で開催しました。観戦者や沿道の
皆様に自転車ロードレースの迫力や醍醐味を味わっていた
だきました。
　本大会も各団体のボランティアの方々をはじめ、住民の
皆さんには沿道での応援や心温まるサービスなど「山中湖
村のおもてなし」をしていただき、成功裏に大会が終了する
ことができました。誠にありがとうございました。

　今回の前夜祭には、アコースティックギター 1
本でカラフルなロックを歌うシンガーソングラ
イターの田中雄也さんと北海道札幌市出身 2 人
組ガールズユニットＷＨＹ＠ＤＯＬＬさんがス
ペシャルライブを開催し、受付に来られたラン
ナーやファンの方々で会場が盛り上がりました。
また、毎年恒例の大会アドバイザー市河麻由美さ
んによるピラティス体験会が行われました。

夜間もテラスと待合所のベンチには灯りがともる。交差点の道祖神や既存樹を残しながら建物を改修。
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　今回の審査委員会において、ゆいの広場ひらりが評価され、特別賞「都市景観の日」実行委員会会長賞を
受賞しました。
　以下に、審査講評を2019年度都市景観大賞受賞概要より引用し、掲載させていただきます。

ゆいの広場ひらりが
都市景観大賞特別賞を受賞しました。

　都市景観大賞は、対象空間と周辺施設が一体となって良質な景観が形成されていることが要件とされ
る。従って、単独の公共施設類は対象とはならない。だが、過去にも単独施設と見なされる応募が少なから
ずあり、審査会において問題となってきた。当地区も、面積が0.64haと狭小であり議論となった。しかし、
これは山中湖湖畔に点在する景観事業の先導的役割を果たすものであり、地域の既存建築物を丁寧に保
全再生しつつ、新たなコミュニティ拠点を創出することに成功している。そして何よりも、地元住民の間に
あった景観事業に対する懸念を払拭し、「やれば出来る」という意識改革を図ったことは特筆に値する。現
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参議院議員通常選挙のお知らせ

問い合わせ
山中湖村選挙管理委員会　℡.62-1111

　７月 28 日（日）の任期満了に伴う、参議院議
員通常選挙が、近く行われます。

投票できる人
　今回、村内の各投票所で投票することができ
るのは 18 歳以上の日本国民で、公示日の前日
に山中湖村に住所を有してから３カ月以上が
経過している人です。
　詳細については、お問い合わせください。

期日前投票のご案内
　仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票日に投票所
に行けない方は、期日前投票ができます。
　日時　公示日翌日～投票日前日
　　　　午前８時 30 分～午後８時
　場所　山中湖村役場　１階
　詳細は、公示日以降にお送りする「投票所入
場券（入場券はがき）」の裏面をご覧ください。

投票日当日
　入場券はがきに記載された投票所で投票し
てください。

※入場券はがきが届く前に期日前投票を行う
場合や、紛失してしまった場合は、運転免許証
など本人確認ができるものをお持ちのうえ、投
票所受付でお申し出ください。入場券はがきが
なくても投票することができます。

　不在者投票など、その他の投票方法について
は、お問い合わせください。

　大切な一票を無駄にすることなく、忘れずに
投票しましょう！

■募集人数　一般事務職 ２名程度
　　　　　　土木職  １名
　　　　　　保育士職  若干名
　　　　　　管理栄養士職 １名
■募集期間　７月16日（火）～８月16日（金）
　午前８時30分～午後５時15分（土、日は除く）
　インターネットでの受け付けは８月８日（木）締切
■受験資格
事務職Ⅰ　平成３年４月２日～平成10年４月
１日までに生まれた者で大学を卒業した者及
び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力
を有する者
事務職Ⅱ　平成６年４月２日～平成14年４月
１日までに生まれた者で高校を卒業した者及
び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力
を有する者　　　　　　　　　　
土木職Ⅰ　昭和55年４月２日以降に生まれた
者で、土木を専攻とする大学を卒業した者ま
たは技術士（建設部門・上下水道部門・総合
技術管理部門）、建設機械施工技士（1級）、
土木施工管理技士（1級）のいずれかの資格を
有する者
土木職Ⅱ　昭和55年４月２日以降に生まれた
者で、土木を専攻とする高校を卒業した者ま
たは技術士（建設部門・上下水道部門・総合
技術管理部門）、建設機械施工技士（1級）、
土木施工管理技士（1級）のいずれかの資格を

有する者
保育士職　平成２年４月２日～平成12年４月
１日までに生まれた者で、保育士の資格のあ
る者又は令和2年３月末までに保育士資格取得
見込みの者
管理栄養士　平成３年４月２日～平成10年４
月１日までに生まれた者で管理栄養士資格の
ある者又は令和２年３月末までに管理栄養士
資格取得見込みの者
■受験日　　９月２２日（日）
■受験場所　事務職・土木職・保育士職
　　　　　　　山梨大学甲府西キャンパス
　　　　　　管理栄養士職
　　　　　　　山中湖村役場第一会議室　
■申込方法　総務課窓口に直接持参か郵送（８月
16 日（金）消印有効）、もしくはインターネット申込
※インターネットでの申込の場合、利用者登録
は必須ではありませんが、電子申請サービスが
送信する電子メールを受信できるメールアドレ
スが必要です。プリンタが無い場合は受験票が
印刷できませんので、直接申し込むか郵送での
手続きをお願いします。

　申込案内書を７月８日（月）から役場総務課窓
口で配布します。

山中湖村「まちづくり」事業
補助金交付対象事業決定

令和元年度山中湖村職員採用試験のお知らせ

問い合わせ　総合政策課　まちづくり推進グループ　℡.62-9971

問い合わせ
総務課　総務グループ　℡.62-1111

事業名申請者（団体）

フットパスによるまちづくり「平野地区のコースマップ作成」やまなかまちづくり実行委員会

長池地区旧街道、景勝地等活性化ベンチ、フラワーポットの設置長池成年会

山中湖一周ぐるりんゴミひろい山中湖おもてなしの会

山中諏訪神社・山中明神例大安産祭り普及活動山中諏訪神社・山中明神 例大安産祭り普及委員会

野外映画上映事業OPENAIR CINEMA 制作委員会

ウェルカム山中湖のおもてなし英会話教室天野隆司

「令和に学ぶ徳富蘇峰」事業山中湖村の地域資源を活かす会

　今年度の山中湖村「まちづくり」事業補助金の交付を受ける事業が、厳正な審査の結果決定し
ました。各事業の実施状況については、随時広報誌でお知らせします。各団体におかれまして
は、この補助金が活動の原動力となり、それぞれの事業が大きく発展することを期待します。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

検査名
基本検査 血液検査・尿検査・血圧測定・身体測定・心電図等

胸部レントゲン検査 肺の病気を調べる検査

大腸がん検査 事前に申し込みいただくと容器を送付しますので、当日提出してください。
肝がん検査 腹部の超音波（エコー）検査
肝炎ウイルス検査 40歳以上、過去に受けたことがない方
前立腺検査 50～74歳の男性のみ対象

胃がん検査 75歳以上のみ血液によるペプシノゲン検査（74歳以下はオプション検査）
※過去に精密検査対象になったことがある方は対象外

喀痰検査 喫煙者で痰の出る方が対象
（事前に役場に容器を取りに来て、健診当日に提出できる方のみ）

検査項目

日　　程 7 月 25 日（木）・26日（金） 受付時間 午前 7時 50分～ 9時 20分

申込方法 ７月５日（金）までに、３月に送付した往復はがきにてお申し込みください。
問診票等は、健診の１～２週間前に郵送します。
※胃検診（バリウム検査）は７月に配車がありませんので、20～ 74歳でバリウム検査を希望の
　方は 10月の健診をご利用ください。

検査内容 ※年齢によって受診可能項目や検査料金は異なります。詳しくは広報４月号をご確認ください。

元気いっぱい山中湖健診
　今年度は２０～７４歳の方も利用することができます。（１０月の健診は希望者が多いため、７月の受診をお勧
めします。）
※７５歳以上の方は１０月の健診は利用できませんので、７月の健診を利用してください。
※今年も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、負担金の軽減を図っています。

７月
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参議院議員通常選挙のお知らせ

問い合わせ
山中湖村選挙管理委員会　℡.62-1111

　７月 28 日（日）の任期満了に伴う、参議院議
員通常選挙が、近く行われます。

投票できる人
　今回、村内の各投票所で投票することができ
るのは 18 歳以上の日本国民で、公示日の前日
に山中湖村に住所を有してから３カ月以上が
経過している人です。
　詳細については、お問い合わせください。

期日前投票のご案内
　仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票日に投票所
に行けない方は、期日前投票ができます。
　日時　公示日翌日～投票日前日
　　　　午前８時 30 分～午後８時
　場所　山中湖村役場　１階
　詳細は、公示日以降にお送りする「投票所入
場券（入場券はがき）」の裏面をご覧ください。

投票日当日
　入場券はがきに記載された投票所で投票し
てください。

※入場券はがきが届く前に期日前投票を行う
場合や、紛失してしまった場合は、運転免許証
など本人確認ができるものをお持ちのうえ、投
票所受付でお申し出ください。入場券はがきが
なくても投票することができます。

　不在者投票など、その他の投票方法について
は、お問い合わせください。

　大切な一票を無駄にすることなく、忘れずに
投票しましょう！

■募集人数　一般事務職 ２名程度
　　　　　　土木職  １名
　　　　　　保育士職  若干名
　　　　　　管理栄養士職 １名
■募集期間　７月16日（火）～８月16日（金）
　午前８時30分～午後５時15分（土、日は除く）
　インターネットでの受け付けは８月８日（木）締切
■受験資格
事務職Ⅰ　平成３年４月２日～平成10年４月
１日までに生まれた者で大学を卒業した者及
び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力
を有する者
事務職Ⅱ　平成６年４月２日～平成14年４月
１日までに生まれた者で高校を卒業した者及
び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力
を有する者　　　　　　　　　　
土木職Ⅰ　昭和55年４月２日以降に生まれた
者で、土木を専攻とする大学を卒業した者ま
たは技術士（建設部門・上下水道部門・総合
技術管理部門）、建設機械施工技士（1級）、
土木施工管理技士（1級）のいずれかの資格を
有する者
土木職Ⅱ　昭和55年４月２日以降に生まれた
者で、土木を専攻とする高校を卒業した者ま
たは技術士（建設部門・上下水道部門・総合
技術管理部門）、建設機械施工技士（1級）、
土木施工管理技士（1級）のいずれかの資格を

有する者
保育士職　平成２年４月２日～平成12年４月
１日までに生まれた者で、保育士の資格のあ
る者又は令和2年３月末までに保育士資格取得
見込みの者
管理栄養士　平成３年４月２日～平成10年４
月１日までに生まれた者で管理栄養士資格の
ある者又は令和２年３月末までに管理栄養士
資格取得見込みの者
■受験日　　９月２２日（日）
■受験場所　事務職・土木職・保育士職
　　　　　　　山梨大学甲府西キャンパス
　　　　　　管理栄養士職
　　　　　　　山中湖村役場第一会議室　
■申込方法　総務課窓口に直接持参か郵送（８月
16 日（金）消印有効）、もしくはインターネット申込
※インターネットでの申込の場合、利用者登録
は必須ではありませんが、電子申請サービスが
送信する電子メールを受信できるメールアドレ
スが必要です。プリンタが無い場合は受験票が
印刷できませんので、直接申し込むか郵送での
手続きをお願いします。

　申込案内書を７月８日（月）から役場総務課窓
口で配布します。

山中湖村「まちづくり」事業
補助金交付対象事業決定

令和元年度山中湖村職員採用試験のお知らせ

問い合わせ　総合政策課　まちづくり推進グループ　℡.62-9971

問い合わせ
総務課　総務グループ　℡.62-1111

事業名申請者（団体）

フットパスによるまちづくり「平野地区のコースマップ作成」やまなかまちづくり実行委員会

長池地区旧街道、景勝地等活性化ベンチ、フラワーポットの設置長池成年会

山中湖一周ぐるりんゴミひろい山中湖おもてなしの会

山中諏訪神社・山中明神例大安産祭り普及活動山中諏訪神社・山中明神 例大安産祭り普及委員会

野外映画上映事業OPENAIR CINEMA 制作委員会

ウェルカム山中湖のおもてなし英会話教室天野隆司

「令和に学ぶ徳富蘇峰」事業山中湖村の地域資源を活かす会

　今年度の山中湖村「まちづくり」事業補助金の交付を受ける事業が、厳正な審査の結果決定し
ました。各事業の実施状況については、随時広報誌でお知らせします。各団体におかれまして
は、この補助金が活動の原動力となり、それぞれの事業が大きく発展することを期待します。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

検査名
基本検査 血液検査・尿検査・血圧測定・身体測定・心電図等

胸部レントゲン検査 肺の病気を調べる検査

大腸がん検査 事前に申し込みいただくと容器を送付しますので、当日提出してください。
肝がん検査 腹部の超音波（エコー）検査
肝炎ウイルス検査 40歳以上、過去に受けたことがない方
前立腺検査 50～74歳の男性のみ対象

胃がん検査 75歳以上のみ血液によるペプシノゲン検査（74歳以下はオプション検査）
※過去に精密検査対象になったことがある方は対象外

喀痰検査 喫煙者で痰の出る方が対象
（事前に役場に容器を取りに来て、健診当日に提出できる方のみ）

検査項目

日　　程 7 月 25 日（木）・26日（金） 受付時間 午前 7時 50分～ 9時 20分

申込方法 ７月５日（金）までに、３月に送付した往復はがきにてお申し込みください。
問診票等は、健診の１～２週間前に郵送します。
※胃検診（バリウム検査）は７月に配車がありませんので、20～ 74歳でバリウム検査を希望の
　方は 10月の健診をご利用ください。

検査内容 ※年齢によって受診可能項目や検査料金は異なります。詳しくは広報４月号をご確認ください。

元気いっぱい山中湖健診
　今年度は２０～７４歳の方も利用することができます。（１０月の健診は希望者が多いため、７月の受診をお勧
めします。）
※７５歳以上の方は１０月の健診は利用できませんので、７月の健診を利用してください。
※今年も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、負担金の軽減を図っています。

７月
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Report

　５月１７日（金）、県民文化ホールで開催された、山梨県民生委員
児童委員大会において、山中地区の杉﨑吉彦さんが、山梨県民生
委員児童委員協議会長表彰を受賞されました。平成２２年１２月に
委員を受嘱され、以来３期９年にわたり地域の福祉向上に貢献さ
れました。おめでとうございます。

杉﨑吉彦さん
民生委員児童委員永年勤続表彰

　6月7日（金）・8日（土）に、埼玉県大宮ソニックシティホールで
開催された2019年度関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会
で、高村竜司さんが、長年にわたるスポーツの普及振興に対す
る功績が認められ、関東スポーツ推進委員協議会功労者表彰を
受賞しました。
　高村竜司さんは、平成１４年４月から平成１８年３月、平成２２年４
月から現在まで山中湖村スポーツ推進委員（旧：体育指導委員）
として１３年間、地域の社会体育事業の企画運営にご尽力いただ
き、現在も山中湖村スポーツ推進委員長、山梨県スポーツ推進
委員協議会理事としてご活躍されております。

高村竜司さん
関東スポーツ推進委員協議会功労者表彰受賞

問い合わせ　地域包括支援センター　℡．62-9976

対象者　おおむね60歳以上の方
費　用　無料
内　容　イスに座ったままできる体操。杖が必要な方でもできる内容です。
講　師　県内で広く活動し、運動を専門に指導している先生です。
持ち物　水分補給用飲み物、上履き

～教室参加の送迎ご案内～
対　象　一人暮らしや日中独居で家族の送迎が困難でワゴン車に自力で
　　　　昇降できる方。
　　　　ご希望な方は、事前に電話でご相談ください。
　　　　※申請書等の記入等が必要になります。

  7月   3日・10日・17日・24日・31日
  8月   7日・21日・28日
  9月 11日・18日・25日
10月   9日・16日・23日
11月 13日・20日・27日
12月   4日・11日・18日

元気いっぱい運動教室シルバー世代の健康づくり

村民プール利用案内

問い合わせ　山中湖村教育委員会 ℡６２-３８１３
　　　　　　プ－ル併用村民体育館 ℡６２-３７３１

一般開放日時

ＷＥＬＣＯＭＥカード
ご利用について

大　　人　　６００円→３００円
高校生以下　６００円→１００円

◎水曜日・金曜日
　午後 １時３０分～４時３０分
　午後 ７時～９時

６月15日（土）～７月12日（金）

７月13日（土）～８月３１日（土）

（入館時にカードを提示してください）

◎土曜日・日曜日
　午前 １０時～正午
　午後 １時３０分～４時３０分

◎月曜日～日曜日（毎日）
　午前 １０時～正午　　午後 １時３０分～４時３０分

使用料金

※平成２７年度から令和元年度まで子ども・子育て支援事業計画により
　山中湖村住民の中学生以下は、使用料免除（無料)となります。

村 民
一 般

大 人
300円
600円

高校生
100円
600円

中学生以下
無 料※
600円

開始時間：午前9時30分
終了時間：午前11時00分

山中公民館会場（毎週水曜日）
  7月   4日・11日・25日
  8月　お休み
  9月   5日・12日・19日・26日
10月 10日・17日・24日・31日
11月   7日・14日・21日・28日

平野コミセン会場（毎週木曜日）

事前申し込みは、
必要なし。

いつでも自由に
参加可

第44回 長寿会スポーツ大会
　6 月 5 日（水）、山中湖村プール併用村民体育館にて、長寿
会スポーツ大会が開催され、約 120 名の会員の方々が参加さ
れました。畑山靖夫長寿会長ほか村内４地区の長寿会員が
様々な競技に参加し、楽しい１日を過ごしました。
　競技は輪投げや玉入れなど４種目を行い、また、特別参加
の山中・平野両保育所園児の遊戯披露に拍手を送り、園児か
らは手作りのメダルがプレゼントされました。
　大会運営には、山中湖村スポーツ推進委員及び山中婦人
会、平野、長池、旭日丘婦人部の皆さんの多大なご協力をいた
だき、盛大に開催するこ
とができました。ありが
とうございました。
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委員児童委員協議会長表彰を受賞されました。平成２２年１２月に
委員を受嘱され、以来３期９年にわたり地域の福祉向上に貢献さ
れました。おめでとうございます。

杉﨑吉彦さん
民生委員児童委員永年勤続表彰

　6月7日（金）・8日（土）に、埼玉県大宮ソニックシティホールで
開催された2019年度関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会
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問い合わせ　地域包括支援センター　℡．62-9976

対象者　おおむね60歳以上の方
費　用　無料
内　容　イスに座ったままできる体操。杖が必要な方でもできる内容です。
講　師　県内で広く活動し、運動を専門に指導している先生です。
持ち物　水分補給用飲み物、上履き

～教室参加の送迎ご案内～
対　象　一人暮らしや日中独居で家族の送迎が困難でワゴン車に自力で
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　　　　※申請書等の記入等が必要になります。

  7月   3日・10日・17日・24日・31日
  8月   7日・21日・28日
  9月 11日・18日・25日
10月   9日・16日・23日
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　6 月 5 日（水）、山中湖村プール併用村民体育館にて、長寿
会スポーツ大会が開催され、約 120 名の会員の方々が参加さ
れました。畑山靖夫長寿会長ほか村内４地区の長寿会員が
様々な競技に参加し、楽しい１日を過ごしました。
　競技は輪投げや玉入れなど４種目を行い、また、特別参加
の山中・平野両保育所園児の遊戯披露に拍手を送り、園児か
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とうございました。
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申し込み・問い合わせ　　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

問い合わせ　観光産業課　観光推進グループ　℡.６２－９９７７

　山中湖村グッドウィル・ガイド（善意通訳普及運動）は、村を訪れる
外国人旅行者、受入側の方に対し語学力を活かした積極的なサポー
トを行い、言葉の通じない困難や不便の解消を目指そうという、一人
一人のボランティア精神の普及活動です。

　村では、善意通訳普及運動を通じて、外国人旅行者が安心して訪
れることのできる環境づくりに参加・協力できる人材を募集してお
ります。

　登録方法・ご不明な点等についてはお問合わせください。

日　　時　８月１９日（月）午前１０時３０分受付開始
場　　所　山中湖情報創造館　研修室　　句　　会　午後０時２０分～４時
大会内容　当季雑詠　３句（投句締切：午後０時２０分）
選　　者　「若葉」主宰　鈴木　貞雄 氏　　「郭公」主宰　井上　康明 氏
参 加 費　１，０００円（当日受付にて）
参加申込　住所、氏名、電話番号を記載のうえ、山中湖村教育委員会へ郵送または、ファックスにてお申し込みください。
　　　　　〔ご提出先〕〒401-0595 山中湖村山中 237-1　山中湖村教育委員会　FAX.0555-62-9100
申込締切　7 月１日（月）～ 8 月 5 日（月）
※当日、午前 10 時より俳句の館・風生庵において、呈茶を行いますので是非ご参加ください。

　糖尿病や高血圧などの「生活習慣病」の予防・改善には、運動が欠かせません。特にウォーキングやジョギン
グ、エアロビクスなどの有酸素運動は、肥満の解消や血糖値・血圧の改善に効果があると言われています。
　ところが、運動の大切さはわかっていても、膝痛や腰痛があるとなかなか実行できません。肥満や高齢のた
めに、捻挫や転倒が心配という方も少なくないでしょう。そのような方々にも無理なくできる有酸素運動が、
プールを利用した「水中ウォーキング」です。

開催日　７月１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）、３１日（水）、８月７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）
　　　　※全８回の教室です。（参加できる日のみでもＯＫです！）
会　場　山中湖村プール併用村民体育館（村民プール）
講　師　三科　典由 氏（元オリンピック日本代表〈競泳〉）
時　間　午後2時～2時45分　(集合　午後1時45分)
持ち物　水着・タオル・スイミングキャップ
参加料　無料（別途プール利用料が掛かります）

山中湖村グッドウィル・ガイド

プールで健康管理　水中ウォーキング

ともおぺ９ホームページ　http://www.takarush.jp/promo/tomoope9/

今回で、9回目となる「ともおぺ」が今年も開催決定！
参加方法は、地図をゲット→謎を解き宝を探す→発見報告！
素敵な景品を先着5,000名様にプレゼント。
更に豪華賞品が抽選で当たるチャンス。
2人以上で参加しないと謎が解けないよ。
家族や友達を誘って参加しよう！
開催期間：7月13日（土）～10月14日（月・祝）　※参加無料

ともおぺ！９
mission9：爆走！フジリンピックへの道

問い合わせ　山中湖村教育委員会　℡.62-3813

　山中湖俳句大会を、「８月１９日」（ハイクの日）に開催いたします。
この機会に、俳句の楽しさに是非ふれてください。

第17回 山中湖俳句大会

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62－9976

　昭和の頃の子育てと令和の時代の子育て方法は違うことが沢山！「私が子育てしていた頃はこうだっ
た・・・」と言っても若いパパ・ママには理解できないこともいっぱいあります。
　離乳食の進め方や沐浴方法、抱き癖、むし歯予防など考え方も変化しています。どうして変化したのか、何
を変えれば良いのかを知ることで、孫の育て方も今どきの方法に変わるはずです。
　若い祖父母の方 ！々大切な可愛いお孫さんがスクスク育つことができるよう、そして悪戦苦闘している新
米ママ・パパを支援するため、今どきの子育てを学びに来てください。

日　程　7月17日（水）　午後1時30分～3時10分
場　所　老人福祉しあわせセンター
内　容　テーマ「今どきの子育てを学ぼう」
　　　　講義１　今どきの子育て事情を学びます。
　　　　講義２　今どきの歯科保健を学びます。

対象者　0歳～2歳のお孫さんがいる方
　　　　（同居していない方でもOK）。今後お孫
　　　　さんの子育てをサポートする予定の方。
申　込　7月10日（水）までに電話で
　　　　お申し込みください。

～あなたの孫育てが今どきの孫育てに変わる～
祖父母のための「孫育て応援講座」

問い合わせ
福祉健康課　地域包括支援センター　℡62‐9976

　誰かと話したい。　聞いてほしい。
　一人暮らしで困った事。
　近所になじみの仲間を作る事が難しい。
　こんな事ができたらいいな、知りたいな。　などなど…。
　珈琲を飲みながら何でも気軽に話してみませんか。
申込みは不要です。
日　時　7 月 18 日（木）　午後 1 時 30 分～４時
会　場　山中湖村公民館 （山中湖郵便局隣）
参加費　１００円

つどいば

申し込み方法
直接お電話で

お申込みください
（７月５日（金）まで）
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申し込み・問い合わせ　　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

問い合わせ　観光産業課　観光推進グループ　℡.６２－９９７７

　山中湖村グッドウィル・ガイド（善意通訳普及運動）は、村を訪れる
外国人旅行者、受入側の方に対し語学力を活かした積極的なサポー
トを行い、言葉の通じない困難や不便の解消を目指そうという、一人
一人のボランティア精神の普及活動です。

　村では、善意通訳普及運動を通じて、外国人旅行者が安心して訪
れることのできる環境づくりに参加・協力できる人材を募集してお
ります。

　登録方法・ご不明な点等についてはお問合わせください。

日　　時　８月１９日（月）午前１０時３０分受付開始
場　　所　山中湖情報創造館　研修室　　句　　会　午後０時２０分～４時
大会内容　当季雑詠　３句（投句締切：午後０時２０分）
選　　者　「若葉」主宰　鈴木　貞雄 氏　　「郭公」主宰　井上　康明 氏
参 加 費　１，０００円（当日受付にて）
参加申込　住所、氏名、電話番号を記載のうえ、山中湖村教育委員会へ郵送または、ファックスにてお申し込みください。
　　　　　〔ご提出先〕〒401-0595 山中湖村山中 237-1　山中湖村教育委員会　FAX.0555-62-9100
申込締切　7 月１日（月）～ 8 月 5 日（月）
※当日、午前 10 時より俳句の館・風生庵において、呈茶を行いますので是非ご参加ください。

　糖尿病や高血圧などの「生活習慣病」の予防・改善には、運動が欠かせません。特にウォーキングやジョギン
グ、エアロビクスなどの有酸素運動は、肥満の解消や血糖値・血圧の改善に効果があると言われています。
　ところが、運動の大切さはわかっていても、膝痛や腰痛があるとなかなか実行できません。肥満や高齢のた
めに、捻挫や転倒が心配という方も少なくないでしょう。そのような方々にも無理なくできる有酸素運動が、
プールを利用した「水中ウォーキング」です。

開催日　７月１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）、３１日（水）、８月７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）
　　　　※全８回の教室です。（参加できる日のみでもＯＫです！）
会　場　山中湖村プール併用村民体育館（村民プール）
講　師　三科　典由 氏（元オリンピック日本代表〈競泳〉）
時　間　午後2時～2時45分　(集合　午後1時45分)
持ち物　水着・タオル・スイミングキャップ
参加料　無料（別途プール利用料が掛かります）

山中湖村グッドウィル・ガイド

プールで健康管理　水中ウォーキング

ともおぺ９ホームページ　http://www.takarush.jp/promo/tomoope9/

今回で、9回目となる「ともおぺ」が今年も開催決定！
参加方法は、地図をゲット→謎を解き宝を探す→発見報告！
素敵な景品を先着5,000名様にプレゼント。
更に豪華賞品が抽選で当たるチャンス。
2人以上で参加しないと謎が解けないよ。
家族や友達を誘って参加しよう！
開催期間：7月13日（土）～10月14日（月・祝）　※参加無料

ともおぺ！９
mission9：爆走！フジリンピックへの道

問い合わせ　山中湖村教育委員会　℡.62-3813

　山中湖俳句大会を、「８月１９日」（ハイクの日）に開催いたします。
この機会に、俳句の楽しさに是非ふれてください。

第17回 山中湖俳句大会

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62－9976

　昭和の頃の子育てと令和の時代の子育て方法は違うことが沢山！「私が子育てしていた頃はこうだっ
た・・・」と言っても若いパパ・ママには理解できないこともいっぱいあります。
　離乳食の進め方や沐浴方法、抱き癖、むし歯予防など考え方も変化しています。どうして変化したのか、何
を変えれば良いのかを知ることで、孫の育て方も今どきの方法に変わるはずです。
　若い祖父母の方 ！々大切な可愛いお孫さんがスクスク育つことができるよう、そして悪戦苦闘している新
米ママ・パパを支援するため、今どきの子育てを学びに来てください。

日　程　7月17日（水）　午後1時30分～3時10分
場　所　老人福祉しあわせセンター
内　容　テーマ「今どきの子育てを学ぼう」
　　　　講義１　今どきの子育て事情を学びます。
　　　　講義２　今どきの歯科保健を学びます。

対象者　0歳～2歳のお孫さんがいる方
　　　　（同居していない方でもOK）。今後お孫
　　　　さんの子育てをサポートする予定の方。
申　込　7月10日（水）までに電話で
　　　　お申し込みください。

～あなたの孫育てが今どきの孫育てに変わる～
祖父母のための「孫育て応援講座」

問い合わせ
福祉健康課　地域包括支援センター　℡62‐9976

　誰かと話したい。　聞いてほしい。
　一人暮らしで困った事。
　近所になじみの仲間を作る事が難しい。
　こんな事ができたらいいな、知りたいな。　などなど…。
　珈琲を飲みながら何でも気軽に話してみませんか。
申込みは不要です。
日　時　7 月 18 日（木）　午後 1 時 30 分～４時
会　場　山中湖村公民館 （山中湖郵便局隣）
参加費　１００円

つどいば

申し込み方法
直接お電話で

お申込みください
（７月５日（金）まで）
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No.
191

国民健康保険税って、何？

　国民健康保険税は、被保険者世帯の世帯主に課税されます。 
　世帯主の方が国民健康保険の被保険者でなく、社会保険の被保険者の場合でも、同じ世
帯のどなたかが国民健康保険の被保険者であれば、納税義務者は世帯主となります。
　ただし、税額は被保険者のみで算出されます。

　国民健康保険税は、前年中の所得が６月に確定さ
れます。これをもとに７月に決定し、納税通知書が
発送されます。

（納期が休日等にあたる場合はその翌日）

※年度途中の資格の取得によって発生する国民健
康保険税は、資格を取得した月以降の納期に振り
分けられます。

※過年度の資格の取得によって発生する国民健康
保険税は、随時課税されます。

※国民健康保険税は、資格を取得した月から課税
されます。また、資格を喪失した月は課税されま
せん。

　わが国では、国民の誰もが、いずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。職場の
健康保険や共済組合保険などに加入していない人は、国民健康保険の被保険者となり、国民
健康保険税を納めることになります。
　国民健康保険の被保険者が病院などで支払う一部負担金以外の医療費や、出産育児一時
金、 葬祭費などの給付の費用は、被保険者からの税収入と、国や県の補助金等によってまかな
われています。
　国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。 だれもが安心して医
療行為が受けられるよう、国民健康保険税は納付期限内に必ず納めましょう。

●保険税は誰にかかるの？

　他の市町村から転入したとき、他の健康保険
を脱退したとき

★国保に入る資格ができたその月から

　加入した月から月割計算します。

★年度の途中で加入した場合

　脱退した月の前月までで月割計算します。
（保険税を納めすぎている場合には、後日お返
し（還付といいます）致します。）

★年度の途中で脱退した場合

　届け出が遅れてされた場合は国保被保険者
の資格をさかのぼって取得することになり、保
険税もそのときまでさかのぼって納めていただ
きます。

★届け出が遅れてされた場合

保険税はいつから納めるの？ 国民健康保険税の決定時期と納期

保険税の納期限は、次のとおりです。
第１期 ７月３１日（水）

第2期 ９月２日（月）

第3期 ９月３０日（月）

第4期 １０月３１日（木）

第5期 １２月２日（月）

第6期 １２月２５日（水）

第7期 １月３１日（金）

第8期 ３月２日（月）

今月は、固定資産税（第２期）、国民健康保険税（第１期）の納期限です。

振替・納期限ともに 7月31日（水）

※国保税の所得割は、前年の所得をもとに決められます。国民健康保険加入者は、事業の健
全な運営を図るため、正しい申告をお願いします。
※申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、国保税の減額が受
けられないなど不利益となることがありますので、国保に加入されている方は必ず申告を
お願いします。

　保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、収め忘れもなく、
大変便利です。また、一度手続きをすると翌年度からも自動的に継続しますので安心で
す。

保険税の納付は、簡単で便利な口座振替のご利用を！

　金融機関及び役場税務住民課にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、金融
機関に申し込んでください。

口座振替のお申し込みは簡単です！

※注意事項
　口座振替事務手続きは、金融機関等へ申し込み後数日間かかります。このため、納期間
近に申し込みをされますと引き落としに間に合わない場合がございますので、お手数です
が提出前に税務住民課にご確認ください。
　この方法をご利用になると、原則として各納期限の日（引き落とし日が休日の場合は翌
日または翌々日）に引き落とされます。
　また、引き落としができなかった場合（残高不足等）は、後日督促状が発送され、延滞金
等が科せられる場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税＝医療分＋支援分＋介護分
保険税の計算方法

所得割：（所得－33万円）×税率　　資産割：固定資産税額×税率
均等割：税額×被保険者人数　　　 平等割：１世帯あたり

○所得割・・・  　 7.1％
○資産割・・・    　11％
○均等割・・・23,500円
○平等割・・・26,000円

　賦課限度額は610,000円

医療分

○所得割・・・ 　0.8％
○資産割・・・ 　2.0％
○均等割・・・8,000円
○平等割・・・6,000円
※40歳以上～65歳未満の方が該当

　賦課限度額は160,000円

介護分

○所得割・・・ 　1.1％
○資産割・・・　 2.0％
○均等割・・・8,000円
○平等割・・・5,000円

　賦課限度額は190,000円

支援分

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　℡.62-9973
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No.
191

国民健康保険税って、何？

　国民健康保険税は、被保険者世帯の世帯主に課税されます。 
　世帯主の方が国民健康保険の被保険者でなく、社会保険の被保険者の場合でも、同じ世
帯のどなたかが国民健康保険の被保険者であれば、納税義務者は世帯主となります。
　ただし、税額は被保険者のみで算出されます。

　国民健康保険税は、前年中の所得が６月に確定さ
れます。これをもとに７月に決定し、納税通知書が
発送されます。

（納期が休日等にあたる場合はその翌日）

※年度途中の資格の取得によって発生する国民健
康保険税は、資格を取得した月以降の納期に振り
分けられます。

※過年度の資格の取得によって発生する国民健康
保険税は、随時課税されます。

※国民健康保険税は、資格を取得した月から課税
されます。また、資格を喪失した月は課税されま
せん。

　わが国では、国民の誰もが、いずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。職場の
健康保険や共済組合保険などに加入していない人は、国民健康保険の被保険者となり、国民
健康保険税を納めることになります。
　国民健康保険の被保険者が病院などで支払う一部負担金以外の医療費や、出産育児一時
金、 葬祭費などの給付の費用は、被保険者からの税収入と、国や県の補助金等によってまかな
われています。
　国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。 だれもが安心して医
療行為が受けられるよう、国民健康保険税は納付期限内に必ず納めましょう。

●保険税は誰にかかるの？

　他の市町村から転入したとき、他の健康保険
を脱退したとき

★国保に入る資格ができたその月から

　加入した月から月割計算します。

★年度の途中で加入した場合

　脱退した月の前月までで月割計算します。
（保険税を納めすぎている場合には、後日お返
し（還付といいます）致します。）

★年度の途中で脱退した場合

　届け出が遅れてされた場合は国保被保険者
の資格をさかのぼって取得することになり、保
険税もそのときまでさかのぼって納めていただ
きます。

★届け出が遅れてされた場合

保険税はいつから納めるの？ 国民健康保険税の決定時期と納期

保険税の納期限は、次のとおりです。
第１期 ７月３１日（水）

第2期 ９月２日（月）

第3期 ９月３０日（月）

第4期 １０月３１日（木）

第5期 １２月２日（月）

第6期 １２月２５日（水）

第7期 １月３１日（金）

第8期 ３月２日（月）

今月は、固定資産税（第２期）、国民健康保険税（第１期）の納期限です。

振替・納期限ともに 7月31日（水）

※国保税の所得割は、前年の所得をもとに決められます。国民健康保険加入者は、事業の健
全な運営を図るため、正しい申告をお願いします。
※申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、国保税の減額が受
けられないなど不利益となることがありますので、国保に加入されている方は必ず申告を
お願いします。

　保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、収め忘れもなく、
大変便利です。また、一度手続きをすると翌年度からも自動的に継続しますので安心で
す。

保険税の納付は、簡単で便利な口座振替のご利用を！

　金融機関及び役場税務住民課にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、金融
機関に申し込んでください。

口座振替のお申し込みは簡単です！

※注意事項
　口座振替事務手続きは、金融機関等へ申し込み後数日間かかります。このため、納期間
近に申し込みをされますと引き落としに間に合わない場合がございますので、お手数です
が提出前に税務住民課にご確認ください。
　この方法をご利用になると、原則として各納期限の日（引き落とし日が休日の場合は翌
日または翌々日）に引き落とされます。
　また、引き落としができなかった場合（残高不足等）は、後日督促状が発送され、延滞金
等が科せられる場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税＝医療分＋支援分＋介護分
保険税の計算方法

所得割：（所得－33万円）×税率　　資産割：固定資産税額×税率
均等割：税額×被保険者人数　　　 平等割：１世帯あたり

○所得割・・・  　 7.1％
○資産割・・・    　11％
○均等割・・・23,500円
○平等割・・・26,000円

　賦課限度額は610,000円

医療分

○所得割・・・ 　0.8％
○資産割・・・ 　2.0％
○均等割・・・8,000円
○平等割・・・6,000円
※40歳以上～65歳未満の方が該当

　賦課限度額は160,000円

介護分

○所得割・・・ 　1.1％
○資産割・・・　 2.0％
○均等割・・・8,000円
○平等割・・・5,000円

　賦課限度額は190,000円

支援分

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　℡.62-9973
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後期高齢者医療保険の
保険証の交付と保険料額の確定

後期高齢者医療保険料（普通徴収）第１期の納期限は７月３１日（水）です。

　平成３０年度の保険料を完納されている方には、７月中旬～下旬に有効期限が令和２年７月３１日の
新しい後期高齢者医療被保険者証が簡易書留で郵送されます。
　新しい後期高齢者医療被保険者証は薄緑色となり、お手元に届いた日からお使いになることがで
きます。
　現在お使いの被保険者証につきましては、８月以降お使いになれません。古い被保険者証につき
ましては個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。
※未納があり、被保険者証が郵送されなかった方は、保険料の領収書と古い被保険者証を持参の
　うえ、役場税務住民課窓口にて交換してください。

後期高齢者医療被保険者証を郵送します

　令和元年８月１日から新しいものとなります。こちらの認定証の色は変更ありませんが、有効期限
が令和２年７月３１日までのものとなります。
　前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、被保険者証とともに７月中旬
～下旬に簡易書留で郵送交付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証

【平成３１年度の保険料率】
　後期高齢者医療制度は、２年ごとに保険料率を見直すこととされて
おりますので、平成３１年度につきましては平成３０年度からの変更はあ
りません。今後も医療費は増加すると見込まれますが、剰余金等を活
用することで、保険料上昇の抑制を図っています。

　所得割は、前年の所得をもとに決められます。事業の健全な運営を図るため、正しい申告をお願
いします。
　申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、保険料の減額が受けられ
ないなど不利益となることがありますので、必ず申告をお願いします。

【保険料の計算方法】
　被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割
額」を合計して、被保険者個人ごとに算定します。

【保険料の納め方】
　個人単位で納めていただきます。受給している年金の種類や受給額によって、納付書などで
納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収のふた通りに分かれます。

◆被用者保険の被扶養者に対する５割軽減
　被用者保険の被扶養者であった方は、均等割が５割軽減され、所得割は課せられません。
　※世帯の所得が低い方は均等割の軽減（８割・８.５割軽減）が受けられます。

※普通徴収の保険料の納付に口座振替をご利用ください。金融機関及び役場税務住民課にある「口座
　振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

【保険料の軽減】
◆均等割軽減（均等割額４０，４９０円）
　同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて軽減されます。

平成３１年度後期高齢者医療保険料

軽減割合

8割軽減

軽減額

３２，３９２円 ８，０９８円

軽減後均等割額判定方法

基礎控除額３３万円を超えない世帯で、被保険者
全員が年金収入８０万円以下（その他の所得がな
い）の世帯

８.５割軽減 ３４，４１６円 6,074円

５割軽減 ２０，２４５円 20,245円

基礎控除額３３万円を超えない世帯

「基礎控除額３３万円＋２８万円×世帯の被保険
者数」を超えない世帯

２割軽減 ８，０９８円 32,392円「基礎控除額３３万円＋５１万円×世帯の被保険
者数」を超えない世帯

平成３０・３１年度

均等割額

所得割率

４０，４９０円

７.８６％

※基礎控除額などは税制改正などで今後変わる場合があります。
※公的年金を受給されている方は、均等割軽減判定時に１５万円が控除されます。

※保険料賦課限度額は６２万円となります。

はい

はい

いいえ

いいえ

受給している年金額が
年額１８万円未満

介護保険料と後期高齢者
医療制度の保険料の合計
額が年金受給額の１／２

を超える一人あたりの
年間保険料

均等割額
４０，４９０円

所得割額
(所得－３３万円)×７.８６％＝ +

普通徴収
納付書または口座振替で納めます
納期：７・８・９・１０・１１・１２・１・２月

特別徴収
年金から天引きされます　納期：４・６・８・１０・１２・２月
※更正などにより一時的に納付書で納めていただく

場合があります
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後期高齢者医療保険の
保険証の交付と保険料額の確定

後期高齢者医療保険料（普通徴収）第１期の納期限は７月３１日（水）です。

　平成３０年度の保険料を完納されている方には、７月中旬～下旬に有効期限が令和２年７月３１日の
新しい後期高齢者医療被保険者証が簡易書留で郵送されます。
　新しい後期高齢者医療被保険者証は薄緑色となり、お手元に届いた日からお使いになることがで
きます。
　現在お使いの被保険者証につきましては、８月以降お使いになれません。古い被保険者証につき
ましては個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。
※未納があり、被保険者証が郵送されなかった方は、保険料の領収書と古い被保険者証を持参の
　うえ、役場税務住民課窓口にて交換してください。

後期高齢者医療被保険者証を郵送します

　令和元年８月１日から新しいものとなります。こちらの認定証の色は変更ありませんが、有効期限
が令和２年７月３１日までのものとなります。
　前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、被保険者証とともに７月中旬
～下旬に簡易書留で郵送交付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証

【平成３１年度の保険料率】
　後期高齢者医療制度は、２年ごとに保険料率を見直すこととされて
おりますので、平成３１年度につきましては平成３０年度からの変更はあ
りません。今後も医療費は増加すると見込まれますが、剰余金等を活
用することで、保険料上昇の抑制を図っています。

　所得割は、前年の所得をもとに決められます。事業の健全な運営を図るため、正しい申告をお願
いします。
　申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、保険料の減額が受けられ
ないなど不利益となることがありますので、必ず申告をお願いします。

【保険料の計算方法】
　被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割
額」を合計して、被保険者個人ごとに算定します。

【保険料の納め方】
　個人単位で納めていただきます。受給している年金の種類や受給額によって、納付書などで
納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収のふた通りに分かれます。

◆被用者保険の被扶養者に対する５割軽減
　被用者保険の被扶養者であった方は、均等割が５割軽減され、所得割は課せられません。
　※世帯の所得が低い方は均等割の軽減（８割・８.５割軽減）が受けられます。

※普通徴収の保険料の納付に口座振替をご利用ください。金融機関及び役場税務住民課にある「口座
　振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

【保険料の軽減】
◆均等割軽減（均等割額４０，４９０円）
　同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて軽減されます。

平成３１年度後期高齢者医療保険料

軽減割合

8割軽減

軽減額

３２，３９２円 ８，０９８円

軽減後均等割額判定方法

基礎控除額３３万円を超えない世帯で、被保険者
全員が年金収入８０万円以下（その他の所得がな
い）の世帯

８.５割軽減 ３４，４１６円 6,074円

５割軽減 ２０，２４５円 20,245円

基礎控除額３３万円を超えない世帯

「基礎控除額３３万円＋２８万円×世帯の被保険
者数」を超えない世帯

２割軽減 ８，０９８円 32,392円「基礎控除額３３万円＋５１万円×世帯の被保険
者数」を超えない世帯

平成３０・３１年度

均等割額

所得割率

４０，４９０円

７.８６％

※基礎控除額などは税制改正などで今後変わる場合があります。
※公的年金を受給されている方は、均等割軽減判定時に１５万円が控除されます。

※保険料賦課限度額は６２万円となります。

はい

はい

いいえ

いいえ

受給している年金額が
年額１８万円未満

介護保険料と後期高齢者
医療制度の保険料の合計
額が年金受給額の１／２

を超える一人あたりの
年間保険料

均等割額
４０，４９０円

所得割額
(所得－３３万円)×７.８６％＝ +

普通徴収
納付書または口座振替で納めます
納期：７・８・９・１０・１１・１２・１・２月

特別徴収
年金から天引きされます　納期：４・６・８・１０・１２・２月
※更正などにより一時的に納付書で納めていただく

場合があります
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令和元年度の介護保険料が確定します

保険料は、６５歳になった日の前日が属する月(例：１月１日生まれ→１２月分)から納めます。
法律により納め方が決められており、納め方を個人で選択することはできません。

普通徴収の保険料の納付に、口座振替をご利用ください。口座振替依頼書は金融機関及び役場に
あります。
依頼書に記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

《介護保険料(普通徴収)第１期の納期限は７月３１日（水）です》

● 生活保護の受給者
● 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の人
● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額が
　 年間８０万円以下の人

● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間80万円を超え１２０万円以下の人

第１段階
（※）

段　  階 対　象　者 計算方法 保険料（年額）

基準額×0．３７５ ２５，２００円

第2段階
（※） 基準額×0．６２５ ４２，０００円

　令和元年度の介護保険料の確定に伴い、６５歳以上の方には介護保険料確定通知書が郵送され
ます。
　年金額が年間１８万円以上の方は、原則として、年金からの天引き（特別徴収）となります。年金か
ら何らかの理由で引けない方、また今年度中に６５歳に達する方は納入通知書での納付（普通徴収）
となります。送付致します納入通知書で介護保険料の納付をお願いいたします。

● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間１２０万円を超える人

第3段階
（※） 基準額×0．7２5 ４８，７２０円

● 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間８０万円以下の人第4段階 基準額×0．9 ６０，４８０円

● 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間８０万円を超える人

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円未満の人

第5段階 基準額×１．０ ６７，２００円

第6段階 基準額×１．2 ８０，６４０円

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円以上２００万円未満の人第7段階 基準額×１．3 ８７，３６０円

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間２００万円以上３００万円未満の人第8段階 基準額×１．5 １００，８００円

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間３００万円以上の人第9段階

今年度の介護保険料 保険料基準額（月額）5，6００円

基準額×１．7 １１４，２４０円

だより介護保険

問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976

負担割合証を送付します
　現在、要支援・要介護認定を受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」（ふじ色）を送付いたし
ます。
　お手元にある負担割合証は７月末までの有効期限ですので、８月以降使用ができなくなります。
　８月以降、お手数ですが期限が切れた負担割合証は、ご自身で個人情報が漏えいしないよう裁断す
る等して処分するか、福祉健康課までお持ちくださるようお願いいたします。
　サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」（うぐいす色）と併せて事業所に提示をお願いい
たします。

◎原則、年金額が年間１８万円以上の方は年金から差し引かれますが、年度の途中で６５歳になった方、
　転入した方、所得段階の区分が変わった方等は一定期間、普通徴収となりますので、納付書で納め
　ます。

負担割合の要件
1割の方…本人の合計所得金額が年間１６０万円未満または本人の合計所得金額が年間１６０万円

以上２２０万円未満で同一世帯の６５歳以上の人の年金収入＋その他の合計所得金額が
１人の場合は年間２８０万円未満、２人以上いる場合は年間３４６万円未満の人

２割の方…本人の合計所得金額が年間１６０万円以上２２０万円未満で同一世帯の６５歳以上の人
の年金収入＋その他の合計所得金額が１人の場合は年間２８０万円以上、２人以上いる
場合は年間３４６万円以上の人または本人の合計所得金額が年間２２０万円以上で同一
世帯の６５歳以上の人の年金収入＋その他の合計所得金額が１人の場合は年間３４０万
円未満、２人以上いる場合は年間４６３万円未満の人

3割の方…本人の合計所得金額が年間２２０万円以上で同一世帯の６５歳以上の人の年金収入＋そ
の他の合計所得金額が１人以上の場合は年間３４０万円以上、２人以上いる場合は年間
４６３万円以上の人

《特別徴収》

◎村から７月に送付される納付書で４回に分けて、指定の金融機関で納めます。
◎口座振替を希望される場合は、福祉健康課または税務住民課窓口までお越しください。

《普通徴収》

４月
６月
８月

仮徴収 原則、前年２月分と同じ保険料額を納めます。

１０月
１２月
２月

本徴収
前年の所得などをもとに確定した年間保険料額
から仮徴収額を差し引いて３回に分けて納めま
す。

第１期

第２期

第３期

第４期

令和元年　７月３１日（水）

令和元年１０月３１日（木）

令和元年１２月２５日（水）

令和２年　３月　２日（月）

普通徴収納付期限及び口座振替日

※令和元年１０月から消費税が１０％に引き上げられることに伴い、公費によって住民税非課税世帯（所得段階１～３）の方の
　介護保険料が軽減されます。（本来の保険料率は、第１段階は0.5、第２段階及び第３段階は0.75）
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令和元年度の介護保険料が確定します

保険料は、６５歳になった日の前日が属する月(例：１月１日生まれ→１２月分)から納めます。
法律により納め方が決められており、納め方を個人で選択することはできません。

普通徴収の保険料の納付に、口座振替をご利用ください。口座振替依頼書は金融機関及び役場に
あります。
依頼書に記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

《介護保険料(普通徴収)第１期の納期限は７月３１日（水）です》

● 生活保護の受給者
● 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の人
● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額が
　 年間８０万円以下の人

● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間80万円を超え１２０万円以下の人

第１段階
（※）

段　  階 対　象　者 計算方法 保険料（年額）

基準額×0．３７５ ２５，２００円

第2段階
（※） 基準額×0．６２５ ４２，０００円

　令和元年度の介護保険料の確定に伴い、６５歳以上の方には介護保険料確定通知書が郵送され
ます。
　年金額が年間１８万円以上の方は、原則として、年金からの天引き（特別徴収）となります。年金か
ら何らかの理由で引けない方、また今年度中に６５歳に達する方は納入通知書での納付（普通徴収）
となります。送付致します納入通知書で介護保険料の納付をお願いいたします。

● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間１２０万円を超える人

第3段階
（※） 基準額×0．7２5 ４８，７２０円

● 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間８０万円以下の人第4段階 基準額×0．9 ６０，４８０円

● 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
　 合計所得金額＋課税年金収入額が年間８０万円を超える人

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円未満の人

第5段階 基準額×１．０ ６７，２００円

第6段階 基準額×１．2 ８０，６４０円

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円以上２００万円未満の人第7段階 基準額×１．3 ８７，３６０円

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間２００万円以上３００万円未満の人第8段階 基準額×１．5 １００，８００円

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が年間３００万円以上の人第9段階

今年度の介護保険料 保険料基準額（月額）5，6００円

基準額×１．7 １１４，２４０円

だより介護保険

問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976

負担割合証を送付します
　現在、要支援・要介護認定を受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」（ふじ色）を送付いたし
ます。
　お手元にある負担割合証は７月末までの有効期限ですので、８月以降使用ができなくなります。
　８月以降、お手数ですが期限が切れた負担割合証は、ご自身で個人情報が漏えいしないよう裁断す
る等して処分するか、福祉健康課までお持ちくださるようお願いいたします。
　サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」（うぐいす色）と併せて事業所に提示をお願いい
たします。

◎原則、年金額が年間１８万円以上の方は年金から差し引かれますが、年度の途中で６５歳になった方、
　転入した方、所得段階の区分が変わった方等は一定期間、普通徴収となりますので、納付書で納め
　ます。

負担割合の要件
1割の方…本人の合計所得金額が年間１６０万円未満または本人の合計所得金額が年間１６０万円

以上２２０万円未満で同一世帯の６５歳以上の人の年金収入＋その他の合計所得金額が
１人の場合は年間２８０万円未満、２人以上いる場合は年間３４６万円未満の人

２割の方…本人の合計所得金額が年間１６０万円以上２２０万円未満で同一世帯の６５歳以上の人
の年金収入＋その他の合計所得金額が１人の場合は年間２８０万円以上、２人以上いる
場合は年間３４６万円以上の人または本人の合計所得金額が年間２２０万円以上で同一
世帯の６５歳以上の人の年金収入＋その他の合計所得金額が１人の場合は年間３４０万
円未満、２人以上いる場合は年間４６３万円未満の人

3割の方…本人の合計所得金額が年間２２０万円以上で同一世帯の６５歳以上の人の年金収入＋そ
の他の合計所得金額が１人以上の場合は年間３４０万円以上、２人以上いる場合は年間
４６３万円以上の人

《特別徴収》

◎村から７月に送付される納付書で４回に分けて、指定の金融機関で納めます。
◎口座振替を希望される場合は、福祉健康課または税務住民課窓口までお越しください。

《普通徴収》

４月
６月
８月

仮徴収 原則、前年２月分と同じ保険料額を納めます。

１０月
１２月
２月

本徴収
前年の所得などをもとに確定した年間保険料額
から仮徴収額を差し引いて３回に分けて納めま
す。

第１期

第２期

第３期

第４期

令和元年　７月３１日（水）

令和元年１０月３１日（木）

令和元年１２月２５日（水）

令和２年　３月　２日（月）

普通徴収納付期限及び口座振替日

※令和元年１０月から消費税が１０％に引き上げられることに伴い、公費によって住民税非課税世帯（所得段階１～３）の方の
　介護保険料が軽減されます。（本来の保険料率は、第１段階は0.5、第２段階及び第３段階は0.75）

広報やまなかこ 2019年7月号 19



年金ニュース

「人権の花」贈呈式

令和元年度追納保険料

　老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や学生納付特例、猶予の承認を受けた期間
がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
　しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することにより、老齢基
礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されま
す。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。

1．保険料の後払い（追納）をお勧めします！

申請先、手続きの流れ
　年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお渡ししま
す。お渡しした納付書でお支払いしていただきます（口座振替ならびにクレジット納付はできません）。

平成 21 年度の月分
平成 22 年度の月分
平成 23 年度の月分
平成 24 年度の月分
平成 25 年度の月分
平成 26 年度の月分
平成 27 年度の月分
平成 28 年度の月分
平成 29 年度の月分
平成 30 年度の月分

全額免除
15,280 円
15,540 円
15,320 円
15,170 円
15,150 円
15,300 円
15,620 円
16,280 円
16,490 円
16,340 円

4 分の 3 免除
11,450 円
11,650 円
11,490 円
11,380 円
11,360 円
11,470 円
11,710 円
12,200 円
12,370 円
12,250 円

半額免除
7,640 円
7,770 円
7,660 円
7,590 円
7,570 円
7,640 円
7,810 円
8,140 円
8,240 円
8,170 円

4 分の 1 免除
3,810 円
3,880 円
3,830 円
3,790 円
3,790 円
3,820 円
3,910 円
4,060 円
4,120 円
4,080 円

追納加算額は
ありません

2．申請方法

3．追納に関する注意事項
1. 追納ができるのは追納が承認された月の前 10 年以内の免除等期間に限られています（例えば、平成

31 年 4 月分は令和 11 年 4 月末まで）。
2. 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に保険料を追納

する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お
早目の追納をお勧めします。

詳しくは大月年金事務所までご連絡ください

　年金事務所では年金の予約相談を実施しています。窓口での年金請求の手続きや、受給している年
金についての相談を希望される方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。

　5 月 20 日（月）に東小学校の全校児
童を対象に「人権の花」贈呈式を行い
ました。
　「人権の花」風船飛ばしや、贈呈され
た花を全校児童で大切に植えました。
　花の苗を児童が協力し合って育て
ることで、協力や感謝することの大切
さを学びました。

問い合わせ　大月年金事務所　〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1　℡0554－22－7939

問い合わせ
地域包括支援センター　

℡.62-9976

　介護認定を受けた方が自宅からの通いで利用する「通所介護（デイサービス）」「通所リハビリテーション（デイケア）」と呼ば
れているサービスがあります。
　具体的には、自宅に送迎車がお迎えに行き、サービス事業所にて、体操や頭を使った脳トレーニング、作業やゲーム、手遊び、
昼食、入浴、「通所リハビリテーション」ではこれに加えて機能訓練（リハビリテーション）を行い、自宅に送り届けます。
　このようなサービスを利用する事で、加齢や病気により自分の事が自分でできず、外出に家族等の支援が必要な方にとっ
ては、家族以外の他者との交流の機会となり、単調になりがちな自宅での暮らしに身体と頭を使い、外出の予定が入り、生活リ
ズムを持つ事で身体の状態が維持できるよう支援しています。

　５月の広報で介護のきっかけと介護サービスでできる事を少し紹介させていただきました。　 
　今回は介護認定者の多くの方が利用しているサービスを紹介いたします。

通所介護と通所リハビリテーション

　このような介護サービスを利用できる場所に通う事は、自宅での活動量に比較し
て体を動かす機会を増やす事ができ体の機能を維持する事に有効であると共に、介
護のスタッフから介助を受ける事で、自宅で行う介護の参考や相談ができ、共に考
えてもらう事ができます。
　自宅では体が思うように動かずに困難な事や、丁寧にできず簡単に済ませてしま
う事が、介護サービスをとおして、介護スタッフの支援により自身で行える事を引出
しながら支援します。
　例えば歯磨きや、入浴を丁寧に実施し、トイレが間に合わずに尿漏れとなりやすい
方への排泄のリズムを取り戻す支援等、本人ができるように声をかけながら無理を
させない支援を行います。
　家族にとっては、安心して介護が必要な方をまかせられ、家族が家の事や他の事
をするのに費やす時間を作る機会と、介護について気軽に介護スタッフに相談でき
る機会となっています。

介護が必要な状態でも、本人ができる事を支援します

介護保険サービス
～ 通所介護 通所リハビリテーション ～

山中湖村地域包括支援センター

⇒

介護保険サービスのご利用の流れ

　病気や生活習慣等をきっかけ
に、自分の身の回りの事を行うの
に人の手助けが必要な状態となる

介護保険の相談・申請する（役場）⇒

介護の認定を受け、
介護サービスを利用する

知って
安心
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年金ニュース

「人権の花」贈呈式

令和元年度追納保険料

　老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や学生納付特例、猶予の承認を受けた期間
がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
　しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することにより、老齢基
礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されま
す。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。

1．保険料の後払い（追納）をお勧めします！

申請先、手続きの流れ
　年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお渡ししま
す。お渡しした納付書でお支払いしていただきます（口座振替ならびにクレジット納付はできません）。

平成 21 年度の月分
平成 22 年度の月分
平成 23 年度の月分
平成 24 年度の月分
平成 25 年度の月分
平成 26 年度の月分
平成 27 年度の月分
平成 28 年度の月分
平成 29 年度の月分
平成 30 年度の月分

全額免除
15,280 円
15,540 円
15,320 円
15,170 円
15,150 円
15,300 円
15,620 円
16,280 円
16,490 円
16,340 円

4 分の 3 免除
11,450 円
11,650 円
11,490 円
11,380 円
11,360 円
11,470 円
11,710 円
12,200 円
12,370 円
12,250 円

半額免除
7,640 円
7,770 円
7,660 円
7,590 円
7,570 円
7,640 円
7,810 円
8,140 円
8,240 円
8,170 円

4 分の 1 免除
3,810 円
3,880 円
3,830 円
3,790 円
3,790 円
3,820 円
3,910 円
4,060 円
4,120 円
4,080 円

追納加算額は
ありません

2．申請方法

3．追納に関する注意事項
1. 追納ができるのは追納が承認された月の前 10 年以内の免除等期間に限られています（例えば、平成

31 年 4 月分は令和 11 年 4 月末まで）。
2. 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に保険料を追納

する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お
早目の追納をお勧めします。

詳しくは大月年金事務所までご連絡ください

　年金事務所では年金の予約相談を実施しています。窓口での年金請求の手続きや、受給している年
金についての相談を希望される方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。

　5 月 20 日（月）に東小学校の全校児
童を対象に「人権の花」贈呈式を行い
ました。
　「人権の花」風船飛ばしや、贈呈され
た花を全校児童で大切に植えました。
　花の苗を児童が協力し合って育て
ることで、協力や感謝することの大切
さを学びました。

問い合わせ　大月年金事務所　〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1　℡0554－22－7939

問い合わせ
地域包括支援センター　

℡.62-9976

　介護認定を受けた方が自宅からの通いで利用する「通所介護（デイサービス）」「通所リハビリテーション（デイケア）」と呼ば
れているサービスがあります。
　具体的には、自宅に送迎車がお迎えに行き、サービス事業所にて、体操や頭を使った脳トレーニング、作業やゲーム、手遊び、
昼食、入浴、「通所リハビリテーション」ではこれに加えて機能訓練（リハビリテーション）を行い、自宅に送り届けます。
　このようなサービスを利用する事で、加齢や病気により自分の事が自分でできず、外出に家族等の支援が必要な方にとっ
ては、家族以外の他者との交流の機会となり、単調になりがちな自宅での暮らしに身体と頭を使い、外出の予定が入り、生活リ
ズムを持つ事で身体の状態が維持できるよう支援しています。

　５月の広報で介護のきっかけと介護サービスでできる事を少し紹介させていただきました。　 
　今回は介護認定者の多くの方が利用しているサービスを紹介いたします。

通所介護と通所リハビリテーション

　このような介護サービスを利用できる場所に通う事は、自宅での活動量に比較し
て体を動かす機会を増やす事ができ体の機能を維持する事に有効であると共に、介
護のスタッフから介助を受ける事で、自宅で行う介護の参考や相談ができ、共に考
えてもらう事ができます。
　自宅では体が思うように動かずに困難な事や、丁寧にできず簡単に済ませてしま
う事が、介護サービスをとおして、介護スタッフの支援により自身で行える事を引出
しながら支援します。
　例えば歯磨きや、入浴を丁寧に実施し、トイレが間に合わずに尿漏れとなりやすい
方への排泄のリズムを取り戻す支援等、本人ができるように声をかけながら無理を
させない支援を行います。
　家族にとっては、安心して介護が必要な方をまかせられ、家族が家の事や他の事
をするのに費やす時間を作る機会と、介護について気軽に介護スタッフに相談でき
る機会となっています。

介護が必要な状態でも、本人ができる事を支援します

介護保険サービス
～ 通所介護 通所リハビリテーション ～

山中湖村地域包括支援センター

⇒

介護保険サービスのご利用の流れ

　病気や生活習慣等をきっかけ
に、自分の身の回りの事を行うの
に人の手助けが必要な状態となる

介護保険の相談・申請する（役場）⇒

介護の認定を受け、
介護サービスを利用する

知って
安心
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花の都公園夏のイベント『夏の清風』

　古くから伝わる中国の健康法を講師の先生が分かりやすく指導いたします。正しい呼吸法を
取り入れながら静かな動作を繰り返すことにより、心の緊張をほぐし体のバランスを整えます。
◎時　間：午前10時30分～11時30分　◎参加料：1回550円
◎日　程：７月1日、8日（8月はイベント繁忙期のため休講いたします）
◎持ち物：飲み物、汗ふきタオル、室内シューズ、運動できる服装

中国式健康体操教室（月曜日）

　ストレッチを中心にカラダを動かして、普段の運動不足解消を目指す教室です。
月2回の教室なので、安心してご参加いただけます。
◎時　間：午後1時30分～2時30分　◎参加料：1回550円
◎日　程：７月１1日、18日（8月はイベント繁忙期のため休講いたします）
◎持ち物：運動のできるシューズ、ストレッチ用マット、飲み物、汗ふきタオル

らくらくエクササイズ教室（木曜日）

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら内 スポーツ部門・スポーツ教室担当スタッフ
　　　　　　TEL：0555-2０-3111　FAX：0555-2０-3112

紅富士の湯、石割の湯

問い合わせ　山中湖温泉 紅富士の湯　℡.２０-２７００　　山中湖平野温泉 石割の湯　　℡.２０-３３５５

■営業時間：午前10時～午後９時　（最終受付は午後8時30分）
※村民の皆さんは、村民証の提示で入館料が村民料金となりますのでお気軽にお越しください

7月20日（土）から夏のイベント
「夏の清風」を開催いたします
■開催日時：7月20日（土）～9月1日（日）
■7月開花予定
　◆ポピー・カリフォルニアポピー≪～7月中旬≫　◆サンパチェンスエコガーデン≪7月中旬～10月上旬≫
　※サンパチェンスは大気汚染物質の浄化能力が高い植物です　◆150万本の百日草畑≪7月中旬～10月上旬≫
　◆清流の里アナベル（アジサイ）≪7月中旬～8月中旬≫　◆ふららトロピカルガーデン　part１
※イベントの詳細は花の都公園ホームページをご覧ください　※開花時期は天候等により前後する場合があります
※村民の皆さんは、村民証の提示で入園料が無料となりますのでお気軽にお越しください。
　なお村民証は、清流の里入口ゲートにてご提示してください

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

７月は休まず営業します。
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花の都公園夏のイベント『夏の清風』

　古くから伝わる中国の健康法を講師の先生が分かりやすく指導いたします。正しい呼吸法を
取り入れながら静かな動作を繰り返すことにより、心の緊張をほぐし体のバランスを整えます。
◎時　間：午前10時30分～11時30分　◎参加料：1回550円
◎日　程：７月1日、8日（8月はイベント繁忙期のため休講いたします）
◎持ち物：飲み物、汗ふきタオル、室内シューズ、運動できる服装

中国式健康体操教室（月曜日）

　ストレッチを中心にカラダを動かして、普段の運動不足解消を目指す教室です。
月2回の教室なので、安心してご参加いただけます。
◎時　間：午後1時30分～2時30分　◎参加料：1回550円
◎日　程：７月１1日、18日（8月はイベント繁忙期のため休講いたします）
◎持ち物：運動のできるシューズ、ストレッチ用マット、飲み物、汗ふきタオル

らくらくエクササイズ教室（木曜日）

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら内 スポーツ部門・スポーツ教室担当スタッフ
　　　　　　TEL：0555-2０-3111　FAX：0555-2０-3112

紅富士の湯、石割の湯

問い合わせ　山中湖温泉 紅富士の湯　℡.２０-２７００　　山中湖平野温泉 石割の湯　　℡.２０-３３５５

■営業時間：午前10時～午後９時　（最終受付は午後8時30分）
※村民の皆さんは、村民証の提示で入館料が村民料金となりますのでお気軽にお越しください

7月20日（土）から夏のイベント
「夏の清風」を開催いたします
■開催日時：7月20日（土）～9月1日（日）
■7月開花予定
　◆ポピー・カリフォルニアポピー≪～7月中旬≫　◆サンパチェンスエコガーデン≪7月中旬～10月上旬≫
　※サンパチェンスは大気汚染物質の浄化能力が高い植物です　◆150万本の百日草畑≪7月中旬～10月上旬≫
　◆清流の里アナベル（アジサイ）≪7月中旬～8月中旬≫　◆ふららトロピカルガーデン　part１
※イベントの詳細は花の都公園ホームページをご覧ください　※開花時期は天候等により前後する場合があります
※村民の皆さんは、村民証の提示で入園料が無料となりますのでお気軽にお越しください。
　なお村民証は、清流の里入口ゲートにてご提示してください

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

７月は休まず営業します。

広報やまなかこ 2019年7月号 23



つどいの広場

No.177

★子育ての楽しさを経験したい、自分の持っている特技を生かして広場活動に参加してみたい、スタッフの手伝いを
してみたい、と思われる方、広場までご連絡ください。（絵本の読み聞かせ・遊び相手・製作の手伝い・部屋飾り・楽器
演奏・料理等々）また、作るの大好き！こんなの作ったから使って！も大歓迎です。
興味、関心のある方はつどいの広場まで℡０５５５－６２－２０１０

　つどいの広場では7月～8月まで
（広場開館日の行事のない日）
天気の良い日は水遊びができます。
水遊び用パンツ・バスタオル・
着替えなどプール遊びに必要な
ものを準備して遊びに来てください。

山中保育所では園庭開放を広場開設日
(月・水・金)の9:30～11:00まで
平野保育所では月曜日から金曜日の
9:30～11:00まで毎日行っています。
暑さ対策や紫外線対策、熱中症予防に
必要な物を持参してください。

～保育所からのお知らせ～～水遊びのおしらせ～

の予定

さまざまな形のボランティア・あなたの形でボランティアしてみませんか！

★各子育て教室は事前予約が必要です。電話ではお受けできませんので直接広場に遊びに来ていただき
　申し込みをお願いします。一般の方も参加してみたい教室がありましたら、どんどん利用してみてください。

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

10日（水） 絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

●森の中の絵本館からのお届けです。
　絵本の楽しさを紹介してくれます。

つどいの広場
〈11時15分～〉

5日（金） 七夕の集い ●スタッフと一緒に七夕祭りをたのしみましょう。つどいの広場
〈10時30分～〉

29日（月）
情報創造館館長さんの
絵本の読み聞かせ
発達相談

●情報創造館の丸山さんによる、お薦めの絵本の紹介や
楽しいお話会も開催しています。

つどいの広場
〈11時00分～〉

17日（水） 英語で遊ぼう ●絵本や歌などで身近な英語に触れ、
　親子で楽しみましょう。

つどいの広場
〈11時00分～〉●講師　テリー渡辺さん

24日（水） 手形・足型アート ●子どもの手形・足型を使って、
　作品作りを楽しみましょう。

12日（金）
子育て教室《要予約》
　ベビー＆キッズビクス

●子どもにもストレスはあります。乳児にはベビーマッサー
ジでリラックス、キッズは音楽に合わせて身体を動かし
親子で一緒にリフレッシュしましょう！

つどいの広場
〈10時30分～〉●講師　石倉秀子さん

3日（水）
子育て教室《要予約》
　親子プール教室

●対象　2歳児の親子
　水に慣れる方法や水遊びの楽しみ方を学びます。
　先着10組を予定しています。
　持ち物等は、スタッフにお尋ねください。

山中保育所内プール
〈9時45分～〉

●スイミング講師　渡辺先生

19日（金）
7月生まれの
利用者さんの
誕生日会

●７月生まれのおともだちをお祝いします。ランチ参加者は
１品持ち寄り日です。(ランチに関し分からない事があり
ましたら、スタッフに声をかけて下さい)
　みんなで１品持ち寄ってワイワイ食べましょう。

つどいの広場
〈11時30分～〉

身体測定 ●開館時間中ならいつでも測定ができます。

●村の保健師さんによる何でも相談です。

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

（土）

毎日9：30開館→21：00閉館
(４月から１１月まで)

７月の月末休館日は
３１日（水）

☆イベント予定は天候等により変更することがあります。ご確認の上お出かけください。  電話：0555-20-2727

今月の特集コーナー
READY STEASY TOKYO 

自転車競技（ロード）
オリンピックがやって来る！

★ YouTube 講座 ★
７月１4 日 ( 日 )  午後６時～８時３０分

月に１回開催します。初心者歓迎！
 YouTube を使った動画配信のためのスキル
を身につけたい方、ぜひ参加してください！

想い出ラボラトリー
　７月１６日（火）

午後６時～８時３０分
デジタル化したい、想い出の写真や
絵などをお持ちください。

＊参加無料　　＊要申込

やまなし
☆クールシェアスポット☆

夏の暑い日、図書館で涼しく
快適な時間をお過ごしください！

☆ジュニア選書ツアー参加者募集！☆
　情報創造館の本を一緒に選んでくれる中学生の仲間を募集します。

自分で読んでみたい本・先輩や後輩、小さい子に読んでもらいたい本・
大人に読んで欲しい本・・・を直接書店で選んでみませんか？

　　　　　日　時：8 月 2 日（金）　　午前 8 時 情報創造館集合
　　　　　  対　象：山中湖村在住の中学生 数名
　　　　　  行き先：紀伊國屋書店新宿本店
　 ＊初めての参加者を優先します。　　　＊図書館職員が同行します。

　＊昼食代として 1,000 円程度ご用意ください。　　
　＊参加希望者は情報創造館まで申込書を取りに来てください。

☆第 2 回クラフトマーケット☆
出店者募集！

８月１０日（土）
　午前１０時～午後３時
出店料は 1 ブース 300 円

ご自慢のハンドメイド作品を展示
販売してみませんか？

ワークショップができる方も募集します。

山中湖情報創造館
The YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.
知る • 創る • 伝える 未来もつくるモノコトづくり図書館
山中湖情報創造館（やまなかこじょうほうそうぞうかん）

　　　　　　 TEL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000
　　　　　　    E-mail:  info@lib-yamanakako.jp
　　　　　　　Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/

 　　　　　　　　

PC サロン
毎週火曜日

午前１０時～１１時３０分
受講料：500 円

パソコン・スマートフォン・タブレットで
お困りの方、何でもご相談ください。

☆夏休みの課題図書☆
山梨県の夏休みの友・青少年読書感想
文全国コンクールの課題図書がそろい
ました。

　＊貸出はひとり 2 冊まで／１週間／延
　　長はできません。
　＊予約の本はなるべく早く取りに来て
　　ください。
　＊できるだけたくさんの人が読めるよ　　
　　うにみんなで決まりを守りましょう。

☆ 作ってみよう！暑中見舞い ☆
７月７日（日） 

午後 1 時３０分～ 3 時３０分
ワードとエクセルを使って作る暑中見舞
い。オリジナルの暑中見舞い作りに挑戦
して、大切な人に届けてみませんか？

☆映画上映会☆ 
毎回 午後６時３０分上映開始

①  ７月７日（日）  特撮の日記念
『キング・コング』

②  ７月９日（火） 　
『シャーロックホームズ』

③  ７月１７日（水） 　
『ハムナプトラ　失われた砂漠の都』

④  ７月２７日（土）  高山良策没後 37 年
『大決戦超ウルトラ 8 兄弟』

＊大画面での迫力の画像をぜひお楽しみください＊

★山中湖   e スポーツ  コミュニティ 特別編★

超初心者向け AviUtl 講座
意外とカンタン！？  実況動画の編集方法　

７月２８日（日）
午後１時３０分 ～３時３０分

山中湖近隣のゲーム好きさん大集合！
お持ちの方は PC（Windows）をご持参ください。

動画配信スタジオ　

毎週木曜日
午後６時～８時３０分

本気で YouTuber を目指す人の
ための実践の場です。

＊参加無料　　＊要申込

☆ 七夕まつり☆
ラッキースターに願いをこめて

笹の葉に飾ろう！
７月６日（土）

午後１時３０分～３時

対象：こどもから大人までどなたでも
＊参加無料　

＊絵本コーナーにて
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つどいの広場

No.177

★子育ての楽しさを経験したい、自分の持っている特技を生かして広場活動に参加してみたい、スタッフの手伝いを
してみたい、と思われる方、広場までご連絡ください。（絵本の読み聞かせ・遊び相手・製作の手伝い・部屋飾り・楽器
演奏・料理等々）また、作るの大好き！こんなの作ったから使って！も大歓迎です。
興味、関心のある方はつどいの広場まで℡０５５５－６２－２０１０

　つどいの広場では7月～8月まで
（広場開館日の行事のない日）
天気の良い日は水遊びができます。
水遊び用パンツ・バスタオル・
着替えなどプール遊びに必要な
ものを準備して遊びに来てください。

山中保育所では園庭開放を広場開設日
(月・水・金)の9:30～11:00まで
平野保育所では月曜日から金曜日の
9:30～11:00まで毎日行っています。
暑さ対策や紫外線対策、熱中症予防に
必要な物を持参してください。

～保育所からのお知らせ～～水遊びのおしらせ～

の予定

さまざまな形のボランティア・あなたの形でボランティアしてみませんか！

★各子育て教室は事前予約が必要です。電話ではお受けできませんので直接広場に遊びに来ていただき
　申し込みをお願いします。一般の方も参加してみたい教室がありましたら、どんどん利用してみてください。

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

10日（水） 絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

●森の中の絵本館からのお届けです。
　絵本の楽しさを紹介してくれます。

つどいの広場
〈11時15分～〉

5日（金） 七夕の集い ●スタッフと一緒に七夕祭りをたのしみましょう。つどいの広場
〈10時30分～〉

29日（月）
情報創造館館長さんの
絵本の読み聞かせ
発達相談

●情報創造館の丸山さんによる、お薦めの絵本の紹介や
楽しいお話会も開催しています。

つどいの広場
〈11時00分～〉

17日（水） 英語で遊ぼう ●絵本や歌などで身近な英語に触れ、
　親子で楽しみましょう。

つどいの広場
〈11時00分～〉●講師　テリー渡辺さん

24日（水） 手形・足型アート ●子どもの手形・足型を使って、
　作品作りを楽しみましょう。

12日（金）
子育て教室《要予約》
　ベビー＆キッズビクス

●子どもにもストレスはあります。乳児にはベビーマッサー
ジでリラックス、キッズは音楽に合わせて身体を動かし
親子で一緒にリフレッシュしましょう！

つどいの広場
〈10時30分～〉●講師　石倉秀子さん

3日（水）
子育て教室《要予約》
　親子プール教室

●対象　2歳児の親子
　水に慣れる方法や水遊びの楽しみ方を学びます。
　先着10組を予定しています。
　持ち物等は、スタッフにお尋ねください。

山中保育所内プール
〈9時45分～〉

●スイミング講師　渡辺先生

19日（金）
7月生まれの
利用者さんの
誕生日会

●７月生まれのおともだちをお祝いします。ランチ参加者は
１品持ち寄り日です。(ランチに関し分からない事があり
ましたら、スタッフに声をかけて下さい)
　みんなで１品持ち寄ってワイワイ食べましょう。

つどいの広場
〈11時30分～〉

身体測定 ●開館時間中ならいつでも測定ができます。

●村の保健師さんによる何でも相談です。

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

（土）

毎日9：30開館→21：00閉館
(４月から１１月まで)

７月の月末休館日は
３１日（水）

☆イベント予定は天候等により変更することがあります。ご確認の上お出かけください。  電話：0555-20-2727

今月の特集コーナー
READY STEASY TOKYO 

自転車競技（ロード）
オリンピックがやって来る！

★ YouTube 講座 ★
７月１4 日 ( 日 )  午後６時～８時３０分

月に１回開催します。初心者歓迎！
 YouTube を使った動画配信のためのスキル
を身につけたい方、ぜひ参加してください！

想い出ラボラトリー
　７月１６日（火）

午後６時～８時３０分
デジタル化したい、想い出の写真や
絵などをお持ちください。

＊参加無料　　＊要申込

やまなし
☆クールシェアスポット☆

夏の暑い日、図書館で涼しく
快適な時間をお過ごしください！

☆ジュニア選書ツアー参加者募集！☆
　情報創造館の本を一緒に選んでくれる中学生の仲間を募集します。

自分で読んでみたい本・先輩や後輩、小さい子に読んでもらいたい本・
大人に読んで欲しい本・・・を直接書店で選んでみませんか？

　　　　　日　時：8 月 2 日（金）　　午前 8 時 情報創造館集合
　　　　　  対　象：山中湖村在住の中学生 数名
　　　　　  行き先：紀伊國屋書店新宿本店
　 ＊初めての参加者を優先します。　　　＊図書館職員が同行します。

　＊昼食代として 1,000 円程度ご用意ください。　　
　＊参加希望者は情報創造館まで申込書を取りに来てください。

☆第 2 回クラフトマーケット☆
出店者募集！

８月１０日（土）
　午前１０時～午後３時
出店料は 1 ブース 300 円

ご自慢のハンドメイド作品を展示
販売してみませんか？

ワークショップができる方も募集します。

山中湖情報創造館
The YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.
知る • 創る • 伝える 未来もつくるモノコトづくり図書館
山中湖情報創造館（やまなかこじょうほうそうぞうかん）

　　　　　　 TEL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000
　　　　　　    E-mail:  info@lib-yamanakako.jp
　　　　　　　Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/

 　　　　　　　　

PC サロン
毎週火曜日

午前１０時～１１時３０分
受講料：500 円

パソコン・スマートフォン・タブレットで
お困りの方、何でもご相談ください。

☆夏休みの課題図書☆
山梨県の夏休みの友・青少年読書感想
文全国コンクールの課題図書がそろい
ました。

　＊貸出はひとり 2 冊まで／１週間／延
　　長はできません。
　＊予約の本はなるべく早く取りに来て
　　ください。
　＊できるだけたくさんの人が読めるよ　　
　　うにみんなで決まりを守りましょう。

☆ 作ってみよう！暑中見舞い ☆
７月７日（日） 

午後 1 時３０分～ 3 時３０分
ワードとエクセルを使って作る暑中見舞
い。オリジナルの暑中見舞い作りに挑戦
して、大切な人に届けてみませんか？

☆映画上映会☆ 
毎回 午後６時３０分上映開始

①  ７月７日（日）  特撮の日記念
『キング・コング』

②  ７月９日（火） 　
『シャーロックホームズ』

③  ７月１７日（水） 　
『ハムナプトラ　失われた砂漠の都』

④  ７月２７日（土）  高山良策没後 37 年
『大決戦超ウルトラ 8 兄弟』

＊大画面での迫力の画像をぜひお楽しみください＊

★山中湖   e スポーツ  コミュニティ 特別編★

超初心者向け AviUtl 講座
意外とカンタン！？  実況動画の編集方法　

７月２８日（日）
午後１時３０分 ～３時３０分

山中湖近隣のゲーム好きさん大集合！
お持ちの方は PC（Windows）をご持参ください。

動画配信スタジオ　

毎週木曜日
午後６時～８時３０分

本気で YouTuber を目指す人の
ための実践の場です。

＊参加無料　　＊要申込

☆ 七夕まつり☆
ラッキースターに願いをこめて

笹の葉に飾ろう！
７月６日（土）

午後１時３０分～３時

対象：こどもから大人までどなたでも
＊参加無料　

＊絵本コーナーにて
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介護予防事業

わくわく教室
～ ボランティア募集 ～

に入会しませんか!

子育て支援事業

利用について

入会登録料について

社協の夏休み

結婚支援事業

やまなし出会いサポートセンター

第２回
～ SOS今年もそうめんを流したいんだ  ～

　介護予防教室「わくわく教室」で行う、体操・レク・クラ
フトづくりなどのサポートをするボランティアです。
　興味のある方は社協までご連絡ください。

※注意事項
・アレルギー等の対応は出来ません。
・送迎は各家庭でお願いします。
・お子様のみの参加になります。（要相談）

※申し込み
・参加人数 　： ２０名程度 
・受付開始日 ： ７月１６日～７月２４日迄（定員になり次第終了）
                   （月曜から金曜 午前８時３０分～午後５時１５分）

※詳しい内容については、山中湖村ホームページを
　ご覧ください。

社協会費の
ご協力お願いします！

活動日　毎週木曜日
時　間　午前９時３０分～１２時頃まで
場　所　老人福祉しあわせセンター

7月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
曜 日
火

日　程
2･9･16･23・30日

給食サービス（ひとり暮らし等）金5･12･19･26日

山中湖村社会福祉協議会
山中湖村山中３５２－１   TEL:６２－２２２７ FAX：６２－２２２８

１．流しそうめん 
２．お釜体験（おにぎり作り）
２．お楽しみゲーム（スイカ割り等）
持ち物 ： 帽子等、汗拭きタオル、水筒（飲み物）

※ 村内の小学生対象

時間　午前10時～午後2時
         （受付9時40分～）

会場　ゆいの広場　ひらり

順延日 ８月５日（月） 
※悪天候中止

7月29日（月）

組に加入されていない方へ
　随時受け付けておりますのでご面倒ですが社協
事務所までお越し下さい。 なお、組に加入されて
いる方は、すでに頂いております。

一般会費 ： １口　１，２００円

    ありがとうございました。
ご寄附をいただきました。

《寄附金》
　・山中湖村スポーツ協会  様
　・富士ゴルフ愛好会 様

　山中湖村社協は、｢誰もが安心して暮らせるまちづ
くり｣を目指す福祉団体（社会福祉法人）です。山中湖
村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地域福祉
活動を推進しています。そのために皆さまからご協力
いただく｢会費｣が必要です。

参加
無料

　結婚を希望する男女が自身のプロフィールを「やまな
し出会いサポートセンター」で専用端末を使い登録した
うえで、お会いしたい方を検索していただきます。
　サポートセンターがお二人の合意に基づき、立会人

（出会いサポーター）同席でお引き合わせをします。その
後もお二人の交際をサポーターがフォローします。

　山中湖村に住所を有する独身の方で「やまなし出会い
サポートセンター」に入会した方に登録料の一部を助成
します。
・助成額：入会登録料（10,000円 ２年間有効）の額に２分

の１を乗じた額（上限5,000円）（1人につき2回）
・申請方法：「やまなし出会いサポートセンター利用促進

助成金交付申請書」にサポートセンター発行の領収書を
添付して山中湖村社会福祉協議会に提出してください。

・申込期限：入会登録後１カ月以内

消防職員採用試験

問い合わせ　富士五湖広域行政事務組合　富士五湖消防本部　管理課
　〒４０３－８５９９　富士吉田市下吉田６-２-６　℡.0555-２２-４４２８

申込み・問い合わせ
　恩賜林組合　総務課　職員担当　℡.０５５５-２２-３３５５（内線２２2）

消防吏員　5名程度採用職種・人員

対象　・大学卒：平成５年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
　　　・高校以上卒：平成７年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
　　　・令和２年３月に前記の学校を卒業見込みの人
　　　※身体・住所要件あり

受験資格

申込書を富士五湖消防本部管理課に提出してください。
郵送の場合は、封筒の表に「町村職受験」と朱書きし、書留郵便にしてください。

「受験票」に宛先を明記し、62円切手を貼ってください。

申 込 み

7月16日（火）から8月16日（金）　午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日を除く／郵送の場合は8月16日の消印のあるものまで有効

申込手続・期間

組合の一般業務（身分・一般職の地方公務員）職　　務

申請書の請求及び試験申込については、恩賜林組合総務課職員担当まで申請方法

第１次試験（山梨県町村職員統一試験）
　●日時：9月22日（日）　●場所：山梨大学　甲府西キャンパス（甲府市武田4－4－37）
　●試験内容：教養試験、事務適性検査、一般性格診断検査
第２次試験（第１次試験合格者のみ実施）
　●日時：10月中旬ごろ
　●場所：富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合庁舎（富士吉田市上吉田5605番地3）
　●試験内容：論述試験、口述試験

試　　験

事務職Ⅰ《若干名》
●最終学歴：大学卒業または卒業見込み並びにこれらと同程度の学力を有する者
●平成2年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた者
●富士吉田市、山中湖村、忍野村忍草に在住する者、又は採用後該当地区内に在住する者

令和2年4月1日に採用する職員の採用試験を行います。
詳しくは、7月8日（月）から本組合などで交付する「令和元年度山梨県町村職員統一採用試験案内」をご覧ください。

資格・採用予定数

7月16日（火）～8月16日（金）申込み受付期間

日時・場所　9月22日（日）午前9時から　受付開始：午前8時30分から
　   　　　 山梨大学甲府西キャンパス　甲府市武田４－４－３７
試験方法　・教養試験（公務員として必要な一般的知識・知能について）
　　　　　・消防適性検査（消防職員としての適応性の検査について）
　　　　　・一般性格診断検査（職務・職場への対応性について）
　　　　　　※第１次試験の合格発表は10月16日（水）までに組合・構成市町村役場掲示場
　　　　　　　並びに富士五湖消防本部ホームページで行います。

第１次試験

日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。
試験内容　・論文試験　・面接試験　・体力試験

第２次試験

富士五湖広域行政事務組合

職員（地方公務員）採用試験恩賜林組合

広報やまなかこ 2019年7月号26



介護予防事業

わくわく教室
～ ボランティア募集 ～

に入会しませんか!

子育て支援事業

利用について

入会登録料について

社協の夏休み

結婚支援事業

やまなし出会いサポートセンター

第２回
～ SOS今年もそうめんを流したいんだ  ～

　介護予防教室「わくわく教室」で行う、体操・レク・クラ
フトづくりなどのサポートをするボランティアです。
　興味のある方は社協までご連絡ください。

※注意事項
・アレルギー等の対応は出来ません。
・送迎は各家庭でお願いします。
・お子様のみの参加になります。（要相談）

※申し込み
・参加人数 　： ２０名程度 
・受付開始日 ： ７月１６日～７月２４日迄（定員になり次第終了）
                   （月曜から金曜 午前８時３０分～午後５時１５分）

※詳しい内容については、山中湖村ホームページを
　ご覧ください。

社協会費の
ご協力お願いします！

活動日　毎週木曜日
時　間　午前９時３０分～１２時頃まで
場　所　老人福祉しあわせセンター

7月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
曜 日
火

日　程
2･9･16･23・30日

給食サービス（ひとり暮らし等）金5･12･19･26日

山中湖村社会福祉協議会
山中湖村山中３５２－１   TEL:６２－２２２７ FAX：６２－２２２８

１．流しそうめん 
２．お釜体験（おにぎり作り）
２．お楽しみゲーム（スイカ割り等）
持ち物 ： 帽子等、汗拭きタオル、水筒（飲み物）

※ 村内の小学生対象

時間　午前10時～午後2時
         （受付9時40分～）

会場　ゆいの広場　ひらり

順延日 ８月５日（月） 
※悪天候中止

7月29日（月）

組に加入されていない方へ
　随時受け付けておりますのでご面倒ですが社協
事務所までお越し下さい。 なお、組に加入されて
いる方は、すでに頂いております。

一般会費 ： １口　１，２００円

    ありがとうございました。
ご寄附をいただきました。

《寄附金》
　・山中湖村スポーツ協会  様
　・富士ゴルフ愛好会 様

　山中湖村社協は、｢誰もが安心して暮らせるまちづ
くり｣を目指す福祉団体（社会福祉法人）です。山中湖
村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地域福祉
活動を推進しています。そのために皆さまからご協力
いただく｢会費｣が必要です。

参加
無料

　結婚を希望する男女が自身のプロフィールを「やまな
し出会いサポートセンター」で専用端末を使い登録した
うえで、お会いしたい方を検索していただきます。
　サポートセンターがお二人の合意に基づき、立会人

（出会いサポーター）同席でお引き合わせをします。その
後もお二人の交際をサポーターがフォローします。

　山中湖村に住所を有する独身の方で「やまなし出会い
サポートセンター」に入会した方に登録料の一部を助成
します。
・助成額：入会登録料（10,000円 ２年間有効）の額に２分

の１を乗じた額（上限5,000円）（1人につき2回）
・申請方法：「やまなし出会いサポートセンター利用促進

助成金交付申請書」にサポートセンター発行の領収書を
添付して山中湖村社会福祉協議会に提出してください。

・申込期限：入会登録後１カ月以内

消防職員採用試験

問い合わせ　富士五湖広域行政事務組合　富士五湖消防本部　管理課
　〒４０３－８５９９　富士吉田市下吉田６-２-６　℡.0555-２２-４４２８

申込み・問い合わせ
　恩賜林組合　総務課　職員担当　℡.０５５５-２２-３３５５（内線２２2）

消防吏員　5名程度採用職種・人員

対象　・大学卒：平成５年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
　　　・高校以上卒：平成７年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
　　　・令和２年３月に前記の学校を卒業見込みの人
　　　※身体・住所要件あり

受験資格

申込書を富士五湖消防本部管理課に提出してください。
郵送の場合は、封筒の表に「町村職受験」と朱書きし、書留郵便にしてください。

「受験票」に宛先を明記し、62円切手を貼ってください。

申 込 み

7月16日（火）から8月16日（金）　午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日を除く／郵送の場合は8月16日の消印のあるものまで有効

申込手続・期間

組合の一般業務（身分・一般職の地方公務員）職　　務

申請書の請求及び試験申込については、恩賜林組合総務課職員担当まで申請方法

第１次試験（山梨県町村職員統一試験）
　●日時：9月22日（日）　●場所：山梨大学　甲府西キャンパス（甲府市武田4－4－37）
　●試験内容：教養試験、事務適性検査、一般性格診断検査
第２次試験（第１次試験合格者のみ実施）
　●日時：10月中旬ごろ
　●場所：富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合庁舎（富士吉田市上吉田5605番地3）
　●試験内容：論述試験、口述試験

試　　験

事務職Ⅰ《若干名》
●最終学歴：大学卒業または卒業見込み並びにこれらと同程度の学力を有する者
●平成2年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた者
●富士吉田市、山中湖村、忍野村忍草に在住する者、又は採用後該当地区内に在住する者

令和2年4月1日に採用する職員の採用試験を行います。
詳しくは、7月8日（月）から本組合などで交付する「令和元年度山梨県町村職員統一採用試験案内」をご覧ください。

資格・採用予定数

7月16日（火）～8月16日（金）申込み受付期間

日時・場所　9月22日（日）午前9時から　受付開始：午前8時30分から
　   　　　 山梨大学甲府西キャンパス　甲府市武田４－４－３７
試験方法　・教養試験（公務員として必要な一般的知識・知能について）
　　　　　・消防適性検査（消防職員としての適応性の検査について）
　　　　　・一般性格診断検査（職務・職場への対応性について）
　　　　　　※第１次試験の合格発表は10月16日（水）までに組合・構成市町村役場掲示場
　　　　　　　並びに富士五湖消防本部ホームページで行います。

第１次試験

日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。
試験内容　・論文試験　・面接試験　・体力試験

第２次試験

富士五湖広域行政事務組合

職員（地方公務員）採用試験恩賜林組合
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　　℡.62-9976
※各健診・教室は老人福祉しあわせ
　センターで行います。
乳児健康相談
日時　7月10日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年9・12月、
　　　平成31年3月生まれ
１歳６か月・３歳児健診
日時　7月2日（火）
　　　午後１時15分～１時45分受付
対象　平成28年1・2月生まれ、
　　　平成29年11・12月生まれ
2歳児歯科健診
日時　7月23日（火）
　　　午後１時15分～１時45分受付
対象　平成29年3・4・5・6月生まれ
母子健康手帳の交付
交付日　毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師ま

でご連絡ください。
時間　午前８時３０分～午後５時１５分
場所　福祉健康課窓口

広報6月号掲載記事の訂正とお詫び
広報6月号「南都留地区町村体育連絡協
議会表彰式」に関する記事内で、特別体
育功労者表彰者のお名前に誤字がありま
した。謹んでお詫びするとともに訂正させ
ていただきます。
(誤)大森　英司　→　(正)大森　栄司

相模川上流圏域（富士北麓）の
河川整備計画（素案）への意見募集
　県では、河川法にもとづく相模川上流
圏域（富士北麓圏域）の河川整備計画の
策定に向け、その素案についてご意見を

募集します。みなさまの忌憚のないご意見
をお寄せください。
募集期間　７月1日（月）～７月31日（水）
閲覧期間　７月1日（月）～７月31日（水）
　　　　　※土、日・祝日は除く
閲覧方法
●ホームページによる閲覧
　県治水課ホームページ
　（https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/index.html）
●紙媒体による閲覧場所
　・山中湖村建設水道課（2 階）
　・富士・東部建設事務所吉田支所
　　河川砂防管理課
　　（富士吉田市上吉田一丁目2-5
　　富士吉田合同庁舎3階）
意見書の提出方法
　閲覧場所にある意見箱へ投かんしてく
ださい。電子メール（アドレスは県治水課
ホームページ内参照）、郵送でも受け付
けています。（郵送の場合、意見募集期間
内の消印有効）
意見書の用紙
　県ホームページでダウンロード可。閲覧
場所でも、ご用意しております。
問い合わせ
　〒400-8501甲府市丸の内1-6-1
　防災新館4階　
　山梨県県土整備部治水課治水担当
　℡.055-223-1703

２０１９年１０月１日、消費税の軽減税率
制度がスタート。事業者の皆様、仕入税
額控除の方式が変わります！
　消費税・地方消費税の税率１０％への引
上げと同時に、飲食料品（酒類・外食を除
く）と新聞（定期購読契約・週２回以上発
行）にかかる税率を８％とする「軽減税率
制度」が実施されます。
　新しい仕入税額控除の方式に対応する
ためには、帳簿・請求書・レシート等の記載
を複数税率に対応させる必要があります。
　中小企業・小規模事業者の方には、レジ
や受発注・請求書管理システムの導入・改
修について補助金を設けるなどの支援を
行っています。ぜひご活用ください。
　制度についての詳細は「軽減税率 国
税庁」、補助金についての詳細は「軽減
税率対策補助金」で検索してください。
問い合わせ
　受付時間
　平日午前９時～午後５時
●制度について　 
　消費税軽減税率電話相談センター　

　フリーダイヤル℡.0120-205-553
　ナビダイヤル℡.0570-030-456
　（通話料がかかります）もご利用いた
　だけます。
●補助金について
　軽減税率対策補助金事務局　
　フリーダイヤル℡.0120-398-111
　

　最近、愛護動物の遺棄・虐待に関する
相談が増えています。
遺棄　飢え、交通事故等により生命・身体
に対する危険に直面するおそれのある場
所への置き去り。（例えば子猫が餌ととも
に箱に入れられ学校等に置き去りにされ
ても、保護されなければ死亡します。）
積極的虐待　殴る・蹴る・暴力を加える。
心理的抑圧、酷使など。
ネグレクト　健康管理をせずに放置する。
世話をせずに放置するなど。
・罠の設置
　犬・猫等の愛護動物の捕獲にあたり、動
物に著しい損傷を与えるような罠を使用
すること。
　これらは「動物の愛護及び管理に関す
る法律」違反となります。動物の遺棄・虐
待は絶対にやめましょう。
問い合わせ
　富士・東部保健所　衛生課
　℡.0555-24-9033

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者募集
　父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追
悼を実施するとともに、同地域の住民と
友好親善を目指します。
対象　先の大戦で亡くなった戦没者の遺児の方。
参加費用　お問い合わせください。
　平成30年度参加者以外は、複数回の
応募ができます。
問い合わせ・申し込み
　山梨県遺族会
　℡.055-252-7664

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から
お知らせ・催し・募集

富士・東部建設事務所

消費税の軽減税率

動物の遺棄・虐待は犯罪です。

日本遺族会

お知らせ

自衛官募集案内
2019年度

●自衛隊山梨地方協力本部
　甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎
　電話：055－253－1591

※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。

≪お問い合わせ先≫

（注）１．※１：2019年度の募集人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせします。必ずご確認ください。
      ２．※２：平成3１年３月高等学校卒業予定者のための採用試験は、平成３０年９月１７日以降に行います。
      ３．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
      ４．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
      ５．その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。
      ６．記載内容については変更される場合があります。      

詳細情報へアクセス!

http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/
自衛隊山梨 検 索

募 集 種 目 募 集 人 員 資  　格 試 験 期 日 合 格 発 表 待 遇 ・ そ の 他入（校）隊受付期間
(締切日必着)

一般

総合
選抜

推薦

女子

男子

防
衛
大
学
校 

学
生

自
衛
官
候
補
生

航空学生

海：18歳以上23歳未満
（高卒(見込含)又は高専
3年次修了者（見込含））
空：18歳以上21歳未満

（高卒(見込含)又は高専
3年次修了者（見込含））

７月１日～９月6日
１次：9月１6日
２次：10月15～20日
３次：11月22日～　
　　　　１２月19日

１次：１０月  ４日
２次：(海)１１月１１日
      (空)１１月  ５日
最終：２０２０年
              １月2１日

入隊後約６年で
３等陸・海・空尉

2020年
３月下旬～４月上旬

参考(2018年度)
海　約80名

(うち女子若干名)
空　約70名

(男女の区分なし。)
※１

一般曹候補生

18歳以上33歳未
満の者（32歳の者
は、採用予定月の
末日現在、33歳に
達していない者）

７月１日～９月6日
１次:９月２０～２２日
２次:１０月１１～１６日
※いずれか１日を
　指定されます。

１次：１０月４日
最終：１１月８日

入隊後２年９か月経
過以降選考により３
等陸・海・空曹

2020年３月下旬～
４月上旬上記のほ
か設定する場合が
あります。

参考(2018年度)
陸 約4,200名

(うち女子約200名)
海 約1,250名

(うち女子約150名)
空 約　850名

(男女の区分なし。)
※１

18歳以上33歳未
満の者（32歳の者
は、採用予定月の１
日から起算して３月
に達する日の翌月
の末日現在、33歳
に達していない者）

年間を通じて
行っております。

受付時にお知らせ
します。

※2

合格発表日は試験
日にお知らせしま
す。

所要の教育を経
て、３か月後に２等
陸・海・空士に任用
陸上(技術系を除
く)は１年９か月、
陸上(技術系)・海
上・航空は２年９か
月を１任期として
任用(以降２年を１
任期)

採用予定通知書で
お知らせします。

参考(2018年度)
陸 約5,100名
海 約1,300名
空 約1,800名

 ※１

参考(2018年度)
陸 約1,100名
海 約  370名
空 約  230名

※１

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）
で成績優秀かつ生徒会活
動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者

9月5日～9月9日

9月28・29日 11月1日

2020年4月上旬
修業年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻約30名

（うち女子約5名）
理工学専攻　約100名
（うち女子約10名）

 ※１

18歳以上21歳未
満の者高卒者（見
込含）又は高専3年
次修了者（見込含）

1次：9月28日
2次：11月2・3日 １ 次：10月18日

最終：１１月２7日

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻

及び理工学専攻
合わせて約50名

（うち女子約5名）
※１

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未
満の者高卒者（見
込含）又は高専3年
次修了者（見込含）

9月5日～9月30日 １次：１０月26・27日
２次：１２月１1～１3日

１次：１１月２８日　
最終：2020年
　　　2月14日

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

2020年４月上旬
参考(2018年度)

約８５名
※１

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

18歳以上21歳未
満の者高卒者（見
込含）又は高専3年
次修了者（見込含）

9月5日～9月30日 １次：１０月19日
２次：11月30日･
　　12月1日

１次：１１月１５日　
最終：2020年
　　　2月7日

修学年限４年
看護師免許取得後、
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

2020年４月上旬
参考(2018年度)

約７５名                               
※１

9月5日～9月30日 1次：11月9・10日
2次：12月10～14日

１ 次：１１月２7日
最終：2020年
　　　1月24日

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻

約65名（うち女子約15名）
理工学専攻

約235名（うち女子約20名）
※１

＜　自衛官募集ホームページ　＞

http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

守ろうみんなの国

0120-063792
年中無休　受付時間　12時～20時
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　　℡.62-9976
※各健診・教室は老人福祉しあわせ
　センターで行います。
乳児健康相談
日時　7月10日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年9・12月、
　　　平成31年3月生まれ
１歳６か月・３歳児健診
日時　7月2日（火）
　　　午後１時15分～１時45分受付
対象　平成28年1・2月生まれ、
　　　平成29年11・12月生まれ
2歳児歯科健診
日時　7月23日（火）
　　　午後１時15分～１時45分受付
対象　平成29年3・4・5・6月生まれ
母子健康手帳の交付
交付日　毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師ま

でご連絡ください。
時間　午前８時３０分～午後５時１５分
場所　福祉健康課窓口

広報6月号掲載記事の訂正とお詫び
広報6月号「南都留地区町村体育連絡協
議会表彰式」に関する記事内で、特別体
育功労者表彰者のお名前に誤字がありま
した。謹んでお詫びするとともに訂正させ
ていただきます。
(誤)大森　英司　→　(正)大森　栄司

相模川上流圏域（富士北麓）の
河川整備計画（素案）への意見募集
　県では、河川法にもとづく相模川上流
圏域（富士北麓圏域）の河川整備計画の
策定に向け、その素案についてご意見を

募集します。みなさまの忌憚のないご意見
をお寄せください。
募集期間　７月1日（月）～７月31日（水）
閲覧期間　７月1日（月）～７月31日（水）
　　　　　※土、日・祝日は除く
閲覧方法
●ホームページによる閲覧
　県治水課ホームページ
　（https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/index.html）
●紙媒体による閲覧場所
　・山中湖村建設水道課（2 階）
　・富士・東部建設事務所吉田支所
　　河川砂防管理課
　　（富士吉田市上吉田一丁目2-5
　　富士吉田合同庁舎3階）
意見書の提出方法
　閲覧場所にある意見箱へ投かんしてく
ださい。電子メール（アドレスは県治水課
ホームページ内参照）、郵送でも受け付
けています。（郵送の場合、意見募集期間
内の消印有効）
意見書の用紙
　県ホームページでダウンロード可。閲覧
場所でも、ご用意しております。
問い合わせ
　〒400-8501甲府市丸の内1-6-1
　防災新館4階　
　山梨県県土整備部治水課治水担当
　℡.055-223-1703

２０１９年１０月１日、消費税の軽減税率
制度がスタート。事業者の皆様、仕入税
額控除の方式が変わります！
　消費税・地方消費税の税率１０％への引
上げと同時に、飲食料品（酒類・外食を除
く）と新聞（定期購読契約・週２回以上発
行）にかかる税率を８％とする「軽減税率
制度」が実施されます。
　新しい仕入税額控除の方式に対応する
ためには、帳簿・請求書・レシート等の記載
を複数税率に対応させる必要があります。
　中小企業・小規模事業者の方には、レジ
や受発注・請求書管理システムの導入・改
修について補助金を設けるなどの支援を
行っています。ぜひご活用ください。
　制度についての詳細は「軽減税率 国
税庁」、補助金についての詳細は「軽減
税率対策補助金」で検索してください。
問い合わせ
　受付時間
　平日午前９時～午後５時
●制度について　 
　消費税軽減税率電話相談センター　

　フリーダイヤル℡.0120-205-553
　ナビダイヤル℡.0570-030-456
　（通話料がかかります）もご利用いた
　だけます。
●補助金について
　軽減税率対策補助金事務局　
　フリーダイヤル℡.0120-398-111
　

　最近、愛護動物の遺棄・虐待に関する
相談が増えています。
遺棄　飢え、交通事故等により生命・身体
に対する危険に直面するおそれのある場
所への置き去り。（例えば子猫が餌ととも
に箱に入れられ学校等に置き去りにされ
ても、保護されなければ死亡します。）
積極的虐待　殴る・蹴る・暴力を加える。
心理的抑圧、酷使など。
ネグレクト　健康管理をせずに放置する。
世話をせずに放置するなど。
・罠の設置
　犬・猫等の愛護動物の捕獲にあたり、動
物に著しい損傷を与えるような罠を使用
すること。
　これらは「動物の愛護及び管理に関す
る法律」違反となります。動物の遺棄・虐
待は絶対にやめましょう。
問い合わせ
　富士・東部保健所　衛生課
　℡.0555-24-9033

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者募集
　父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追
悼を実施するとともに、同地域の住民と
友好親善を目指します。
対象　先の大戦で亡くなった戦没者の遺児の方。
参加費用　お問い合わせください。
　平成30年度参加者以外は、複数回の
応募ができます。
問い合わせ・申し込み
　山梨県遺族会
　℡.055-252-7664

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から
お知らせ・催し・募集

富士・東部建設事務所

消費税の軽減税率

動物の遺棄・虐待は犯罪です。

日本遺族会

お知らせ

自衛官募集案内
2019年度

●自衛隊山梨地方協力本部
　甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎
　電話：055－253－1591

※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。

≪お問い合わせ先≫

（注）１．※１：2019年度の募集人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせします。必ずご確認ください。
      ２．※２：平成3１年３月高等学校卒業予定者のための採用試験は、平成３０年９月１７日以降に行います。
      ３．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
      ４．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
      ５．その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。
      ６．記載内容については変更される場合があります。      

詳細情報へアクセス!

http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/
自衛隊山梨 検 索

募 集 種 目 募 集 人 員 資  　格 試 験 期 日 合 格 発 表 待 遇 ・ そ の 他入（校）隊受付期間
(締切日必着)

一般

総合
選抜

推薦

女子

男子

防
衛
大
学
校 

学
生

自
衛
官
候
補
生

航空学生

海：18歳以上23歳未満
（高卒(見込含)又は高専
3年次修了者（見込含））
空：18歳以上21歳未満

（高卒(見込含)又は高専
3年次修了者（見込含））

７月１日～９月6日
１次：9月１6日
２次：10月15～20日
３次：11月22日～　
　　　　１２月19日

１次：１０月  ４日
２次：(海)１１月１１日
      (空)１１月  ５日
最終：２０２０年
              １月2１日

入隊後約６年で
３等陸・海・空尉

2020年
３月下旬～４月上旬

参考(2018年度)
海　約80名

(うち女子若干名)
空　約70名

(男女の区分なし。)
※１

一般曹候補生

18歳以上33歳未
満の者（32歳の者
は、採用予定月の
末日現在、33歳に
達していない者）

７月１日～９月6日
１次:９月２０～２２日
２次:１０月１１～１６日
※いずれか１日を
　指定されます。

１次：１０月４日
最終：１１月８日

入隊後２年９か月経
過以降選考により３
等陸・海・空曹

2020年３月下旬～
４月上旬上記のほ
か設定する場合が
あります。

参考(2018年度)
陸 約4,200名

(うち女子約200名)
海 約1,250名

(うち女子約150名)
空 約　850名

(男女の区分なし。)
※１

18歳以上33歳未
満の者（32歳の者
は、採用予定月の１
日から起算して３月
に達する日の翌月
の末日現在、33歳
に達していない者）

年間を通じて
行っております。

受付時にお知らせ
します。

※2

合格発表日は試験
日にお知らせしま
す。

所要の教育を経
て、３か月後に２等
陸・海・空士に任用
陸上(技術系を除
く)は１年９か月、
陸上(技術系)・海
上・航空は２年９か
月を１任期として
任用(以降２年を１
任期)

採用予定通知書で
お知らせします。

参考(2018年度)
陸 約5,100名
海 約1,300名
空 約1,800名

 ※１

参考(2018年度)
陸 約1,100名
海 約  370名
空 約  230名

※１

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）
で成績優秀かつ生徒会活
動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者

9月5日～9月9日

9月28・29日 11月1日

2020年4月上旬
修業年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻約30名

（うち女子約5名）
理工学専攻　約100名
（うち女子約10名）

 ※１

18歳以上21歳未
満の者高卒者（見
込含）又は高専3年
次修了者（見込含）

1次：9月28日
2次：11月2・3日 １ 次：10月18日

最終：１１月２7日

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻

及び理工学専攻
合わせて約50名

（うち女子約5名）
※１

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未
満の者高卒者（見
込含）又は高専3年
次修了者（見込含）

9月5日～9月30日 １次：１０月26・27日
２次：１２月１1～１3日

１次：１１月２８日　
最終：2020年
　　　2月14日

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

2020年４月上旬
参考(2018年度)

約８５名
※１

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

18歳以上21歳未
満の者高卒者（見
込含）又は高専3年
次修了者（見込含）

9月5日～9月30日 １次：１０月19日
２次：11月30日･
　　12月1日

１次：１１月１５日　
最終：2020年
　　　2月7日

修学年限４年
看護師免許取得後、
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

2020年４月上旬
参考(2018年度)

約７５名                               
※１

9月5日～9月30日 1次：11月9・10日
2次：12月10～14日

１ 次：１１月２7日
最終：2020年
　　　1月24日

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻

約65名（うち女子約15名）
理工学専攻

約235名（うち女子約20名）
※１

＜　自衛官募集ホームページ　＞

http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

守ろうみんなの国

0120-063792
年中無休　受付時間　12時～20時

広報やまなかこ 2019年7月号 29



サマースクール2019
日時　７月２7日（土）
場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田２-１０-２）  
内容　●シミュレーションレンズによる見
えにくさ体験、点字体験等　●視覚補助
機器、便利グッズ、共遊玩具展示会　
対象　視覚に障がいのある乳幼児・児童・
生徒、成人及びご家族等、視覚障がいに
ついて関心のある方々
参加料　無料
申し込み・受付　●展示会は、申し込み不要。●
体験会は、事前申し込み優先、当日受け受け可。
　詳細につきましてはお問い合わせください。

夏のEye愛ひとみ相談会
日時　７月６日（土）・７月７日（日）・８月２５
日（日）・８月２６日（月）※午前10時～午後
3時（１件につき約１時間の相談）
場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田２-１０-２）  
内容　盲学校教員による、見え方や見え
にくさのサポート等についての相談
対象　●視覚に障害のある児童生徒、成
人および保護者●教育・福祉関係及び視
覚障がい教育に関心のある方々
参加料　無料
その他　年間通して相談を受け付けてい
ます（平日）。
　詳細につきましてはお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み
　山梨県立盲学校
　午前９時～午後５時（月～金）
　※締め切りは各相談会開催日直前の木曜日
　℡.055-226-3361

第1回富士山エコトレッキング
主催　富士山憲章山梨県推進会議
　　　（富士山ボランティアセンター）
実施日時　７月２７日（土） 集合時間 ９：００
集合場所　富士山ボランティアセンター

（山梨県立富士山世界遺産センター北館内）

（山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１）
募集人数　３０名（申込多数の場合は抽選）
募集期間　６月３日（月）～７月１９日（金） １７：００締切

富士山美化啓発キャンペーン ボランティア募集
主催　富士山憲章山梨県推進会議
　　　（富士山ボランティアセンター）
実施日時　7月13日（土）～15日（月）、8
月10日（土）～15日（木） 午前9時30分
～11時30分（集合時間 9時）
活動場所　山梨県立富士北麓駐車場
応募方法　申込書に必要事項を記入のう
え、FAXまたはメールでお申込みください。
　FAX.0555-72-4114
　Email fujisan@eps4.comlink.ne.jp
　その他詳細はお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ先
　富士山ボランティアセンター
　℡.0555-20-9229

森のガイドウォーク 夏の森の散策
　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の
森の中を散策します。
期間　７月６日，７日，13～15日，20～31
日、８月１～18 日，24日,25日，31日
実施時間　１日５回 ①10時～ ②11時～ 
③13時～ ④14時～ ⑤15時～ １回約50分
集合場所　山梨県富士山科学研究所
　　　　　エントランスホール
予約　不要。ただし、10人以上の場合は
事前にご連絡ください。
その他　荒天時は、室内で代替プログラ
ムを実施します。
問い合わせ
　環境教育･交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

もりのおはなしかい
　さわやかなアカマツの森の中で、絵本
の読み聞かせを行います。
日時　７月７日(日) 
　　　①10時30分～ ②14時～

場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階 ホール および 屋外
対象　幼児～小学校低学年
　　　（対象年齢以外も参加可能）
内容　絵本の読み聞かせと自然観察など
の体験を行います。＊当日は、おはなしか
いの30分前におりがみ教室も行います。

（①10時～ ②13時30分～ １回約20分）
講師　環境教育・交流部 教育・情報担当
その他　お土産を用意しています。
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育･情報担当
　℡.0555-72-6206

富士山研まつり2019
　夏休み恒例の富士山研まつりは、普段
は体験できない富士山に関する実験や観
察など親子で楽しんでいただけるプログ
ラムがいっぱいです。
日時　８月10日（土） ９時30分～16時
30分（最終入場 16時）
会場　山梨県富士山科学研究所
問い合わせ
　環境教育･交流部　広報･交流担当
　℡.0555-72-6206

毎日が輝くリラックスヨガ
～心とカラダをリフレッシュ～
日時　７月10日(水) 10時～12時
講師　酒井　えみ子さん
参加費　500円
持ち物　ヨガマットもしくは大きめのバス
タオル、飲み物
無料託児　あり
対象　女性22名
子ども体験講座　きっずキッチン
日時　７月26日(金) 10時～13時
講師　早川　亜希子さん
材料費　1,200円
持ち物　エプロン・三角巾・お手ふき・上履き
無料託児　なし
対象　5～12歳のお子さん20名
問い合わせ
　ぴゅあ富士
　℡.0554-45-1666

　４月から、新しく医師が着任しましたの
で紹介いたします。
　今後も、より良い医療サービスの提供
に努め、診療体制を充実させていきます。

問い合わせ
　山梨赤十字病院
　℡72-2222（代）

　土地問題の専門家「土地家屋調査士」
と法律の専門家「弁護士」が協力して皆様
のご相談に応じ、公正・迅速・円満な形で問
題の解決を目指すようお手伝いします。
　完全予約制です。電話での相談はお受けで
きません。必ず、予約をしてからお越しください。
　境界問題でお困りの方、まずはお電話
ください。
問い合わせ・申し込み
　境界問題相談センターやまなし
　（甲府市国母８－１３－３０）
　℡055-225-3737

～記帳相談日をご利用ください～
　毎月記帳相談日を開設します。
　正しい記帳は税務申告の基礎となります。
　こんな時にご利用ください。

5月26日（日）に、第39回スポニチ山中湖ロードレースが開催されました（関連P6）今月の表紙の写真！

 ・帳簿のつけ方がわからない。
 ・必要経費と家計費の区分がはっきりしない。など
日程　7月18日(木)
時間　午前１０時～午後４時(正午から午後１時を除く)
場所　南都留中部商工会
対象者　個人事業者

無料法律相談のお知らせ
相談日　7 月 9 日（火）
　期日は、毎回奇数月の第2火曜日です。
普段お悩みのこと、気にかかることなどあ
りましたらお気軽にご利用ください。
相談料　無料
受付　電話予約　※当日受付も可能
相談時間　午後 1 時～ 4 時
対象者　富士吉田市、山中湖村、忍野村（忍草区）
場所　恩賜林組合（林業センター内）
問い合わせ
　恩賜林組合 総務課
　℡.22－3355 ㈹

　恩賜林組合では、新しい施設の愛称を
募集しています。詳しくは、恩賜林組合ホ
ームページでご確認ください。
対象施設　恩賜林組合森林学習施設
募集期間　７月１日（月）～７月３１日（水）
愛称の条件　富士北麓地域の子育て世代
が安心して遊びを通して学べる、豊かな自然
と触れ合えるなどの施設の目的が伝わりや
すい、ふさわしい愛称を提案してください。
応募資格　富士吉田市、山中湖村及び忍
野村の住民（1 人 1 点まで）
応募方法　①愛称、②説明、③氏名、④性
別、⑤年齢、⑥住所、⑦電話番号を記入の
うえ、FAX、E-mail 及び持参のいずれか
の方法で応募してください。
※FAX 番号：0555-23-3425
※E-mail アドレス：aisho@onshirin.jp
※住所：富士吉田市上吉田 5605 番地 3
問い合わせ
　恩賜林組合　森林学習施設設立準備室
　℡.0555-22-3355

「わが家のレシピ」募集
　山梨県後期高齢者医療広域連合では、高
齢者の方の健康と栄養に対する意識の向上
等を目的に「わが家のレシピ」を募集します！

応募内容　「私の健康の秘訣・若さの秘訣 
我が家に伝わる自慢の一品料理」のレシピ
応募資格　山梨県内に住所（住民登録）がある方
応募期間　7月1日（月）～8月31日（土）
　　　　　当日消印有効
応募方法　専用の応募用紙（当広域連合
のホームページからダウンロードできます）
に必要事項を記入の上、応募レシピの写真

（1人前）を添付して郵送でご応募ください。
　応募用紙に書ききれない場合は、任意
の用紙に分かりやすく記入してください。

（宛先）〒400-8587
　甲府市蓬沢一丁目15番35号
　山梨県自治会館2階
　山梨県後期高齢者医療広域連合
　総務課　総務担当
表彰内容　2点（最優秀賞1名：1万円相
当賞品、優秀賞1名：5千円相当賞品）
※公益社団法人山梨県栄養士会の管理
栄養士の協力のもと選考
その他　入賞作品はレシピカードにして
県内市町村役場の窓口等で配布
※山梨学院短期大学の協力により、栄養面
を考慮したレシピになるよう、工夫させてい
ただく場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ
　山梨県後期高齢者医療広域連合
　総務課　総務担当
　℡.055-236-5671

歴史★裁判所★みらい
日時　①8月7日（水）「甲府の裁判所の歴史と
市民パワー」正午～午後1時30分（午前11時30
分受付開始）　②8月8日（木）「夏休みこども模擬
裁判」午後1時30分～4時（午後1時受付開始）
場所　①甲府市役所市民活動室（甲府市丸の内１－１８
－１）　②甲府地方・家庭裁判所（甲府市中央１－１０－７）
募集人数　①上限なし　②25人（先着
順、小学5・6年及び中学1年（要保護者同
伴））※①・②ともに参加費無料
内容　①甲府地方・家庭裁判所長による
講演、民事・家事調停委員及び裁判員経
験者によるパネル・ディスカッション、企画
展示　②こども模擬裁判
申込期間　7月16日（火）～8月2日（金）
受付時間　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
※②は定員に達し次第、受付を終了します。
申込方法　電話にてお申し込みください。
問い合わせ・申し込み
　甲府地方裁判所事務局総務課庶務係
　℡.055-235-1133

富士山ボランティアセンター

募　集

甲府地方裁判所

イベント

境界問題相談センターやまなし

山梨赤十字病院　常勤医師着任

南都留中部商工会

恩賜林組合

恩賜林組合　愛称募集

山梨県後期高齢者医療広域連合

相　談

山梨県立盲学校

医師氏名
蜂矢　るみ

（はちや　るみ）
瀧島　弘康

（たきしま　ひろやす）
竹鼻　伸晃

（たけはな　のぶあき）

広本　昌裕
（こうもと　まさひろ）
根本　哲也

（ねもと　てつや）
天野　貴司

（あまの　たかし）
山岸　元基

（やまぎし　もとき）

福島　治朗
（ふくしま　じろう）
都倉　裕り

（とくら　ゆり）
志村　智隆

（しむら　ともたか）

三谷　茂樹
（みたに　しげき）

診療科
循環器内科

呼吸器内科

糖尿病・代謝
内分泌内科

外科

整形外科

整形外科

泌尿器科

産婦人科

産婦人科

耳鼻咽喉科

麻酔科

診療日
木曜　午前
金曜　午前
木曜　午前
金曜　午前
月曜　午前
火曜　午前
木曜　午後
月曜　午前
水曜　午前
月曜　午前
水曜　午前
月曜　午前
金曜　午前
月曜　午前
火曜　午前
木曜　午前
お問い合わせ
ください
お問い合わせ
ください
月曜　午前
火曜　午前
木曜　午前
一般診療は実施
しておりません
　　　　　

富士山科学研究所

ぴゅあ富士

戸籍の窓　5月届出分

世帯数

人　口

2,918 （－2）

230 （＋7）

2,400 （＋1）

男

2,900 （－6）女

5,818 （－8）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年5月末日現在）

（  ）は前月比

おめでとう（誕生）
氏名 　     保護者

小林　海優　　和樹

天野　花音　　仁勝

羽田　歩夢　　友哉

高村　朱莉　　裕邦

 ）

おしあわせに（結婚）
氏名 　　　  地区名
　屋　寿将
渡　　梨沙
小林　　諒
羽田　裕紀

山中

 ）平野

みひろ

あゆむ

かのん

あかり
おくやみ（死亡）

氏名   　（歳）　届出人
田中　雄次　（78）　潤一郎
高村　節雄　（69）　隆太
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サマースクール2019
日時　７月２7日（土）
場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田２-１０-２）  
内容　●シミュレーションレンズによる見
えにくさ体験、点字体験等　●視覚補助
機器、便利グッズ、共遊玩具展示会　
対象　視覚に障がいのある乳幼児・児童・
生徒、成人及びご家族等、視覚障がいに
ついて関心のある方々
参加料　無料
申し込み・受付　●展示会は、申し込み不要。●
体験会は、事前申し込み優先、当日受け受け可。
　詳細につきましてはお問い合わせください。

夏のEye愛ひとみ相談会
日時　７月６日（土）・７月７日（日）・８月２５
日（日）・８月２６日（月）※午前10時～午後
3時（１件につき約１時間の相談）
場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田２-１０-２）  
内容　盲学校教員による、見え方や見え
にくさのサポート等についての相談
対象　●視覚に障害のある児童生徒、成
人および保護者●教育・福祉関係及び視
覚障がい教育に関心のある方々
参加料　無料
その他　年間通して相談を受け付けてい
ます（平日）。
　詳細につきましてはお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み
　山梨県立盲学校
　午前９時～午後５時（月～金）
　※締め切りは各相談会開催日直前の木曜日
　℡.055-226-3361

第1回富士山エコトレッキング
主催　富士山憲章山梨県推進会議
　　　（富士山ボランティアセンター）
実施日時　７月２７日（土） 集合時間 ９：００
集合場所　富士山ボランティアセンター

（山梨県立富士山世界遺産センター北館内）

（山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１）
募集人数　３０名（申込多数の場合は抽選）
募集期間　６月３日（月）～７月１９日（金） １７：００締切

富士山美化啓発キャンペーン ボランティア募集
主催　富士山憲章山梨県推進会議
　　　（富士山ボランティアセンター）
実施日時　7月13日（土）～15日（月）、8
月10日（土）～15日（木） 午前9時30分
～11時30分（集合時間 9時）
活動場所　山梨県立富士北麓駐車場
応募方法　申込書に必要事項を記入のう
え、FAXまたはメールでお申込みください。
　FAX.0555-72-4114
　Email fujisan@eps4.comlink.ne.jp
　その他詳細はお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ先
　富士山ボランティアセンター
　℡.0555-20-9229

森のガイドウォーク 夏の森の散策
　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の
森の中を散策します。
期間　７月６日，７日，13～15日，20～31
日、８月１～18 日，24日,25日，31日
実施時間　１日５回 ①10時～ ②11時～ 
③13時～ ④14時～ ⑤15時～ １回約50分
集合場所　山梨県富士山科学研究所
　　　　　エントランスホール
予約　不要。ただし、10人以上の場合は
事前にご連絡ください。
その他　荒天時は、室内で代替プログラ
ムを実施します。
問い合わせ
　環境教育･交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

もりのおはなしかい
　さわやかなアカマツの森の中で、絵本
の読み聞かせを行います。
日時　７月７日(日) 
　　　①10時30分～ ②14時～

場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階 ホール および 屋外
対象　幼児～小学校低学年
　　　（対象年齢以外も参加可能）
内容　絵本の読み聞かせと自然観察など
の体験を行います。＊当日は、おはなしか
いの30分前におりがみ教室も行います。

（①10時～ ②13時30分～ １回約20分）
講師　環境教育・交流部 教育・情報担当
その他　お土産を用意しています。
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育･情報担当
　℡.0555-72-6206

富士山研まつり2019
　夏休み恒例の富士山研まつりは、普段
は体験できない富士山に関する実験や観
察など親子で楽しんでいただけるプログ
ラムがいっぱいです。
日時　８月10日（土） ９時30分～16時
30分（最終入場 16時）
会場　山梨県富士山科学研究所
問い合わせ
　環境教育･交流部　広報･交流担当
　℡.0555-72-6206

毎日が輝くリラックスヨガ
～心とカラダをリフレッシュ～
日時　７月10日(水) 10時～12時
講師　酒井　えみ子さん
参加費　500円
持ち物　ヨガマットもしくは大きめのバス
タオル、飲み物
無料託児　あり
対象　女性22名
子ども体験講座　きっずキッチン
日時　７月26日(金) 10時～13時
講師　早川　亜希子さん
材料費　1,200円
持ち物　エプロン・三角巾・お手ふき・上履き
無料託児　なし
対象　5～12歳のお子さん20名
問い合わせ
　ぴゅあ富士
　℡.0554-45-1666

　４月から、新しく医師が着任しましたの
で紹介いたします。
　今後も、より良い医療サービスの提供
に努め、診療体制を充実させていきます。

問い合わせ
　山梨赤十字病院
　℡72-2222（代）

　土地問題の専門家「土地家屋調査士」
と法律の専門家「弁護士」が協力して皆様
のご相談に応じ、公正・迅速・円満な形で問
題の解決を目指すようお手伝いします。
　完全予約制です。電話での相談はお受けで
きません。必ず、予約をしてからお越しください。
　境界問題でお困りの方、まずはお電話
ください。
問い合わせ・申し込み
　境界問題相談センターやまなし
　（甲府市国母８－１３－３０）
　℡055-225-3737

～記帳相談日をご利用ください～
　毎月記帳相談日を開設します。
　正しい記帳は税務申告の基礎となります。
　こんな時にご利用ください。

5月26日（日）に、第39回スポニチ山中湖ロードレースが開催されました（関連P6）今月の表紙の写真！

 ・帳簿のつけ方がわからない。
 ・必要経費と家計費の区分がはっきりしない。など
日程　7月18日(木)
時間　午前１０時～午後４時(正午から午後１時を除く)
場所　南都留中部商工会
対象者　個人事業者

無料法律相談のお知らせ
相談日　7 月 9 日（火）
　期日は、毎回奇数月の第2火曜日です。
普段お悩みのこと、気にかかることなどあ
りましたらお気軽にご利用ください。
相談料　無料
受付　電話予約　※当日受付も可能
相談時間　午後 1 時～ 4 時
対象者　富士吉田市、山中湖村、忍野村（忍草区）
場所　恩賜林組合（林業センター内）
問い合わせ
　恩賜林組合 総務課
　℡.22－3355 ㈹

　恩賜林組合では、新しい施設の愛称を
募集しています。詳しくは、恩賜林組合ホ
ームページでご確認ください。
対象施設　恩賜林組合森林学習施設
募集期間　７月１日（月）～７月３１日（水）
愛称の条件　富士北麓地域の子育て世代
が安心して遊びを通して学べる、豊かな自然
と触れ合えるなどの施設の目的が伝わりや
すい、ふさわしい愛称を提案してください。
応募資格　富士吉田市、山中湖村及び忍
野村の住民（1 人 1 点まで）
応募方法　①愛称、②説明、③氏名、④性
別、⑤年齢、⑥住所、⑦電話番号を記入の
うえ、FAX、E-mail 及び持参のいずれか
の方法で応募してください。
※FAX 番号：0555-23-3425
※E-mail アドレス：aisho@onshirin.jp
※住所：富士吉田市上吉田 5605 番地 3
問い合わせ
　恩賜林組合　森林学習施設設立準備室
　℡.0555-22-3355

「わが家のレシピ」募集
　山梨県後期高齢者医療広域連合では、高
齢者の方の健康と栄養に対する意識の向上
等を目的に「わが家のレシピ」を募集します！

応募内容　「私の健康の秘訣・若さの秘訣 
我が家に伝わる自慢の一品料理」のレシピ
応募資格　山梨県内に住所（住民登録）がある方
応募期間　7月1日（月）～8月31日（土）
　　　　　当日消印有効
応募方法　専用の応募用紙（当広域連合
のホームページからダウンロードできます）
に必要事項を記入の上、応募レシピの写真

（1人前）を添付して郵送でご応募ください。
　応募用紙に書ききれない場合は、任意
の用紙に分かりやすく記入してください。

（宛先）〒400-8587
　甲府市蓬沢一丁目15番35号
　山梨県自治会館2階
　山梨県後期高齢者医療広域連合
　総務課　総務担当
表彰内容　2点（最優秀賞1名：1万円相
当賞品、優秀賞1名：5千円相当賞品）
※公益社団法人山梨県栄養士会の管理
栄養士の協力のもと選考
その他　入賞作品はレシピカードにして
県内市町村役場の窓口等で配布
※山梨学院短期大学の協力により、栄養面
を考慮したレシピになるよう、工夫させてい
ただく場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ
　山梨県後期高齢者医療広域連合
　総務課　総務担当
　℡.055-236-5671

歴史★裁判所★みらい
日時　①8月7日（水）「甲府の裁判所の歴史と
市民パワー」正午～午後1時30分（午前11時30
分受付開始）　②8月8日（木）「夏休みこども模擬
裁判」午後1時30分～4時（午後1時受付開始）
場所　①甲府市役所市民活動室（甲府市丸の内１－１８
－１）　②甲府地方・家庭裁判所（甲府市中央１－１０－７）
募集人数　①上限なし　②25人（先着
順、小学5・6年及び中学1年（要保護者同
伴））※①・②ともに参加費無料
内容　①甲府地方・家庭裁判所長による
講演、民事・家事調停委員及び裁判員経
験者によるパネル・ディスカッション、企画
展示　②こども模擬裁判
申込期間　7月16日（火）～8月2日（金）
受付時間　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
※②は定員に達し次第、受付を終了します。
申込方法　電話にてお申し込みください。
問い合わせ・申し込み
　甲府地方裁判所事務局総務課庶務係
　℡.055-235-1133

富士山ボランティアセンター

募　集

甲府地方裁判所

イベント

境界問題相談センターやまなし

山梨赤十字病院　常勤医師着任

南都留中部商工会

恩賜林組合

恩賜林組合　愛称募集

山梨県後期高齢者医療広域連合

相　談

山梨県立盲学校

医師氏名
蜂矢　るみ

（はちや　るみ）
瀧島　弘康

（たきしま　ひろやす）
竹鼻　伸晃

（たけはな　のぶあき）

広本　昌裕
（こうもと　まさひろ）
根本　哲也

（ねもと　てつや）
天野　貴司

（あまの　たかし）
山岸　元基

（やまぎし　もとき）

福島　治朗
（ふくしま　じろう）
都倉　裕り

（とくら　ゆり）
志村　智隆

（しむら　ともたか）

三谷　茂樹
（みたに　しげき）

診療科
循環器内科

呼吸器内科

糖尿病・代謝
内分泌内科

外科

整形外科

整形外科

泌尿器科

産婦人科

産婦人科

耳鼻咽喉科

麻酔科

診療日
木曜　午前
金曜　午前
木曜　午前
金曜　午前
月曜　午前
火曜　午前
木曜　午後
月曜　午前
水曜　午前
月曜　午前
水曜　午前
月曜　午前
金曜　午前
月曜　午前
火曜　午前
木曜　午前
お問い合わせ
ください
お問い合わせ
ください
月曜　午前
火曜　午前
木曜　午前
一般診療は実施
しておりません
　　　　　

富士山科学研究所

ぴゅあ富士

戸籍の窓　5月届出分

世帯数

人　口

2,918 （－2）

230 （＋7）

2,400 （＋1）

男

2,900 （－6）女

5,818 （－8）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年5月末日現在）

（  ）は前月比

おめでとう（誕生）
氏名 　     保護者

小林　海優　　和樹

天野　花音　　仁勝

羽田　歩夢　　友哉

高村　朱莉　　裕邦

 ）

おしあわせに（結婚）
氏名 　　　  地区名
　屋　寿将
渡　　梨沙
小林　　諒
羽田　裕紀

山中

 ）平野

みひろ

あゆむ

かのん

あかり
おくやみ（死亡）

氏名   　（歳）　届出人
田中　雄次　（78）　潤一郎
高村　節雄　（69）　隆太

広報やまなかこ 2019年7月号 31



am
anakako

広
報

や
ま

な
か

こ
 2

0
1

9
年

7
月

号
 N

o.4
4

1
発

行
／

山
中

湖
村

役
場

　
編

集
／

総
合

政
策

課

〒
4

0
1

-0
5

9
5

 山
梨

県
南

都
留

郡
山

中
湖

村
山

中
2

3
7

-1
T

E
L.0

5
5

5
-6

2
-9

9
7

1
　

F
A

X
.0

5
5

5
-6

2
-0

8
2

7
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 http://w

w
w

.vill.yam
anakako.lg.jp

閉

amanakako

日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

7月の行事予定
2019 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～21:00）詳しくはP24をご覧ください。
　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。
　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）
　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　　プール開放日＝料金・時間については、P11をご覧ください。　　

この広報はベジタブルインキを使用しています。
植物油インキ（ベジタブルインキ）は、植物性のため地球の環境にやさしいインキです。
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不
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第３９回 スポニチ山中湖ロードレース第３９回 スポニチ山中湖ロードレース

7月
2019.July
7月
2019.July

No.441

30 1     2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 2 3

 先負 仏滅 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

水中ウォーキング
（P13）
運動教室（山中）

（P11）

平野天満宮祭

運動教室（平野）
（P11）

ともおぺ!9
（P13　～10/14）

1歳6ヵ月・3歳児
健診（P29）

運動教室（山中）
（P11）

運動教室（平野）
（P11）

乳児健康相談
（P29）
水中ウォーキング

（P13）
運動教室（山中）

（P11）

一斉清掃
（5月号　P１８）
水中ウォーキング

（P13）
運動教室（山中）

（P11）

東京2020
オリンピック
自転車競技
ロードレース
テストイベント（P4）

水中
ウォーキング

（P13）
運動教室（山中）

（P11）

平野天満宮祭
平野天満宮祭

小中学校終業式 2歳児歯科健診
（P29）

元気いっぱい
山中湖健診（P9）
運動教室（平野）

（P11）

元気いっぱい
山中湖健診

（P9）

PET

持可

持可持可

持可

持可

持可 持可

持可持可

持可

持可

持可立入日

立入日 立入日

立入日 立入日 立入日 立入日 立入日

立入日

持可

海の日

不 持

PET持可持可 持可持可不 持

不 持

不 持

不 持

休日夜間急患診療の医療機関をお知らせします。

問い合わせ（テレフォンガイド）  富士五湖消防本部   ℡.２３-４４４４

　救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要
な場合に行う医療です。「日中は仕事や用事があって行けない」

「夜間や休日でもやっているから」等の理由で安易に受診する医
療ではありませんので、ご注意ください。

必ず事前に問い合わせ先に電話をしてから受診してください。
保険証を必ず持参してください。
日頃から使っている薬がわかるもの（お薬手帳など）を持って受診してください。

富士吉田市立病院　奇数日が内科、偶数日が外科
山梨赤十字病院　　奇数日が外科、偶数日が内科

休日 8:30～翌8:30、　土曜 12:30～翌8:30、
夜間 17:00～翌8:30

4月から12月まで

診療時間

休日　8:30～17:00　

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

診療時間7月

皆さんへの
お願い

富士吉田市立病院・山梨赤十字病院
診療科目日 曜日 診療所名

富士吉田泌尿器科クリニック

蓬莱整形外科

保坂内科クリニック

宮下医院（河口湖）

樂々堂整形外科

日

日

月・祝

日

日

泌尿器科    

整形外科    

内科    

内科・循環器科    

整形外科    

7

14

15

21

28




