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5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P28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　　

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。

PET可

閉

持 持

不

世帯数

人　口

2,916 （－4）

216 （＋8）

2,383 （＋4）

男

2,901 （＋2）女

5,817 （－2）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（平成31年3月末日現在）
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平成 31（令和元）年度　山中湖村当初予算概要
　平成 31（令和元）年度当初予算について、一般会計を中心に説明します。
　全 8 会計の総予算は、66 億 7,511 万円、そのうち一般会計が 43 億 6,047 万円、特別会計は 7 会計で 23 億 1,464
万円となりました。
　一般会計の歳入については、村税の双璧である村民税が前年度より 12％減となる 16 億 8,638 万 7 千円、固定資
産税が 16％増となる 16 億 1,471 万 3 千円を計上しました。
　歳出については、主な事業として「旭日丘湖畔駐車場整備事業」「村道平野 75 号線外 1 道路改良事業」「ロータリー
除雪車購入事業」などを計上しました。観光面においてはＤＭＯ推進事業を継続し、教育・子育て支援面では、保
育所へのエアコン設置工事や教育系セキュリティ強靭化対策等を行います。
　また、新たに「オリンピック推進事業」を計上し、実行委員会を通じて環境整備や機運醸成、各種事業の実施を
計画しています。
　昨年度より歳入が減少し、厳しい財政状況下ではありますが、限られた予算を効果的・効率的に執行するととも
に、山中湖村の進展のため取り組んでまいります。

会　計　名 平成 31（令和元）年度 平成 30 年度 差引増減 増減率

一般会計 43億 6,047 万円 44 億 8,679 万 5 千円 △ 1億 2,632 万 5 千円 △ 2.8

国民健康保険特別会計 9億 4,288 万 6 千円 9億 5,371 万 5 千円 △ 1,082 万 9 千円 △ 1.1

下水道特別会計 6億 2,843 万 5 千円 5億 2,969 万 8 千円 9,873 万 7 千円 18.6

簡易水道特別会計 1億 4,132 万 1 千円 1億 4,010 万 1 千円 122 万円 0.9

観光施設特別会計 6,056 万 5 千円 4,023 万 2 千円 2,033 万 3 千円 50.5

介護保険特別会計 4億 529 万 1千円 4億 1,501 万 2 千円 △ 972 万 1千円 △ 2.3

介護予防支援事業特別会計 652 万円 581 万 3千円 70 万 7千円 12.2

後期高齢者医療特別会計 1億 2,962 万 2 千円 1億 3,361 万 4 千円 △ 399 万 2千円 △ 3.0

合 計 66 億 7,511 万円 67 億 498 万円 △ 2,987 万円 △ 0.4

各会計歳入歳出予算額（当初）

村民税（個人） 3億 3431 万 2千円

村民税（法人） 13億 5,207 万 5 千円

固定資産税 16 億 1,471 万 3 千円

軽自動車税 1,894 万 7 千円

たばこ税 6,112 万 3 千円

入湯税 1億 854 万 6千円

　村税内訳

  歳　入
43 億 6,047 万円

村　税
34 億 8,971 万 6 千円   80.0％

諸収入 1,550 万 9千円 0.4%
分担金及び負担金 1,517 万 4千円 0.3%
ゴルフ場利用税交付金 1,020 万 1千円 0.2%
国有提供施設等所在
市町村助成交付金 756 万 2千円 0.2%

財産収入 439 万 6千円 0.1%

配当割交付金 334 万 9千円 0.1%

自動車取得税交付金 307 万 6千円 0.1%

株式等譲渡所得割交付金 269 万 5千円 0.1%

地方特例交付金 186 万円 0.1%

利子割交付金 128 万 8千円 0.0%

交通安全対策特別交付金 99 万 4千円 0.0%

環境性能割交付金 96 万 1千円 0.0%

地方交付税 1千円 0.0%

繰越金 1千円 0.0%

村債 0千円 0.0%

国庫支出金
3 億 6,371 万 7 千円   8.3％

繰入金
5,404 万 1 千円  1.2％

県支出金
1 億 2,249 万 5 千円   2.8％

寄附金
5,450 万円 2 千円   1.3％

地方消費税交付金
1 億 1,403 万 3 千円   2.6％

使用料および手数料
7,598万1千円   1.8％

地方譲与税
1,891 万 8 千円   0.4％
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消防費
1 億 5,632 万 6 千円   3.6％

議会費
6,032万9千円   1.4％

農林水産業費
9,464 万 2 千円   2.2％

公債費
6,640 万 2 千円   1.5％

教育費
4 億 3,798 万 9 千円   10.0％

商工費
4 億 7,960 万 3 千円   11.0％

衛生費
6 億 504 万 9 千円   13.9％

土木費
8 億 1,138 万 8 千円   18.6％

民生費
8 億 4,217 万 8 千円   19.3％

総務費
7 億 5,232 万円   17.3％

主 要 事 業
歳出項目 事　　業 金　　額 備　　考
総務費 明神前交差点周辺整備事業 2,069 万 2 千円 都市再生整備計画策定事業等
民生費 保育所エアコン設置事業 1,601 万 7 千円 両保育所エアコン設置工事
衛生費 公園墓地改修事業 535 万 7千円 トイレおよび倉庫等改修工事

商工費
旭日丘湖畔駐車場整備事業 1億 2,000 万円 舗装打替えおよび進入路設置工事
オリンピック推進事業 1,200 万円 実行委員会および関連団体補助

土木費 村道平野 75号線外 1道路改良事業 1億 2,000 万円 道路改良拡幅工事
教育費 セキュリティ強靭化事業 395 万 4千円 教育系セキュリティ強靭化対策等

予備費 4,000 万円 0.9%

労働費 1,424 万 1 千円 0.3%

諸支出金 2千円 0.0%

災害復旧費 1千円 0.0%

 目的別歳出
43 億 6,047 万円

※予算書は、総務課で閲覧できます。

公債費
6,640 万 2 千円　1.5％ 維持補修費

6,354 万 8 千円   1.5％

予備費
4,000 万円   0.9％

物件費
13 億 9,777 万 6 千円   32.0％

人件費
7 億 476 万 9 千円   16.2％

投資的経費
3 億 8,281 万 9 千円   8.8％

補助費等
4 億 5,669 万円   10.5％

扶助費
2 億 4,773 万円   5.7％

繰出金
9 億 887 万 6 千円   20.8％

 性質別歳出
43 億 6,047 万円

積立金投資および出資金
9,186 万円   2.1％
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◎諏訪組 高村　輝仁

◎丸尾１組 山口　　崇

◎丸尾２組 中澤　康夫

◎山中１組 白井　秀人

◎山中西組 片山　高之

◎山中２組 高村　壮史

◎山中３組 槌屋　幸保

◎山中４組 河合　　大

◎山中５組 高村　哲親

◎一の橋組 坂本　　武

◎二の橋１組 槌屋　公宏

◎二の橋２組 高村　昭宏

◎長池６組 天野　徳幸

◎長池７組 天野　良平

◎長池８組 天野　　誠

◎長池細割組 　　―

◎平野９組 長田　貴博

◎平野10組 長田　邦彦

◎平野11組 長田　健一

◎平野12組 渡辺　敬介

◎平野13組 　長田　吉生

◎旭日丘14組 　泊川　直之

◎旭日丘15組 　武井　晋司

◎旭日丘16組 　高村　権児

◎旭日丘17組 　梶原　　誠

◎旭日丘18組 　堀内　鉄心

◎旭日丘19組 　長田　竜次

◎旭日丘20組 　池田　房枝

◎沖新畑組 　渡辺　昭則

組　長

平成 31（令和元）年度
区役員の紹介

旭日丘
区長  小林　貞男
区長代理者 藤原　義仁

長　池
区長  宮下　　保
区長代理者 羽田　　浩

平　野
区長  羽田　英児
区長代理者 神田　秀範

山　中
区長  坂本　初男
区長代理者 槌屋　伸彦

総員93名、各分団消防車両配備体制で、住民の生命財産を守るために日夜活動を行っております。（平成31年4月1日現在）

団　長 天野 盛夫 副団長 天野 初弘 渡邊 敏彦

分団（地区） 分団長
１分団（山中）

副分団長 機械班長 班 長 班 長 総 員
15名

15名

15名

16名

15名

地震や火災などの災害に備え地域で活動する消防団。
団長、副団長や各地区の幹部団員は次のとおりです（敬称略）。

14名

平成31（令和元）年度

山中湖村消防団

畑山　誉

羽田正英

高村隆仁

奥脇将秀

長田孝順

羽田明弘

高村権児

大森光浩

高村哉啓

羽田和弘

長田正幸

長田勝治

高村直喜

羽田信彦

高村佳光

羽田隆行

長田光輔

長田将揮

大森善仁

羽田正宏

中村徳秀

天野善彦

天野実季朗

長田寿洋

羽田哲仁

坂本賢祐

椙浦北斗

羽田浩二

長田章寿

天野恵介

２分団（山中）

３分団（山中）

４分団（長池）

５分団（平野）

６分団（平野）

平成30年度
国（防衛省）の補助金、
交付金を活用した事業

　「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法
律」に基づく補助金・交付金防衛施設（演習場等）
の防衛施設の設置・運用により発生する障害の緩
和を目的とした民生安定施設の助成（第8条）、生
活環境又は、開発に及ぼす影響の緩和を目的とし
て交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金

（第9条）などがあります。
※8条、9条とは、「防衛施設周辺の生活環境の
　整備等に関する法律」の各条を示します。

　特定防衛施設調整
交付金を活用し、老朽
化していた道路の舗
装を整備しました。
　「紅富士の湯入口前」
交差点から村道山中
34号線へ続く道路の
整備を行いました。

村道山中丸尾16号線改良舗装（3工区）

　特定防衛施設調整
交 付 金 を 活 用 し 、ス
ポーツ・レクリエーショ
ン施設、防災拠点であ
る「山中湖村プール併
用 村 民 体 育 館 」の ア
リー ナ 天 井 板 改 修を
行い、安心・安全に利
用 できる環 境 整 備を
行いました。

山中湖村プール併用村民体育館天井板改修

　民生安定施設整備
事業として補助金を
活用し、平野交差点に
ゆいの広場ひらり（交
差点南側部分）の整備
を行い、住民や観光客
の憩いの場、防災拠点
としての公園が完成
しました。

ゆいの広場ひらり公園整備

　特定防衛施設調整
交付金を活用し、老
朽化していた道路の
舗装を整備しました。
　平成29・30年度に
わたり、村道山中4号
線を改良舗装し、生
活、物流の為の道路
を整備し、円滑な交
通の確保と安全を図
りました。

村道山中4号線改良舗装

　民生安定施設整備
事業としての補助金
を活用し、老朽化して
いた山中湖村消防団
第2分団（山中地区）
の消防ポンプ自動車
を購 入し、地 域 の 安
心・安 全を守る体 制
を強化しました。

山中湖村消防団第2分団消防ポンプ自動車購入

　特定防衛施設調整
交 付 金を活 用し、住
民の健康づくりを推
進 するために、元 気
いっぱい山中湖健康
診査や各種がん検診
など各種健（検）診事
業を行いました。

各種健（検）診事業

　特定防衛施設調整
交 付 金を活 用し、保
育士人件費の一部に
充て、保育士の就業
環境の改善や人材確
保 、きめ 細やかな保
育サービスの充実を
図りました。

保育所の運営に関する事業

広報やまなかこ 2019年5月号04



◎諏訪組 高村　輝仁

◎丸尾１組 山口　　崇

◎丸尾２組 中澤　康夫

◎山中１組 白井　秀人

◎山中西組 片山　高之

◎山中２組 高村　壮史

◎山中３組 槌屋　幸保

◎山中４組 河合　　大

◎山中５組 高村　哲親

◎一の橋組 坂本　　武

◎二の橋１組 槌屋　公宏

◎二の橋２組 高村　昭宏

◎長池６組 天野　徳幸

◎長池７組 天野　良平

◎長池８組 天野　　誠

◎長池細割組 　　―

◎平野９組 長田　貴博

◎平野10組 長田　邦彦

◎平野11組 長田　健一

◎平野12組 渡辺　敬介

◎平野13組 　長田　吉生

◎旭日丘14組 　泊川　直之

◎旭日丘15組 　武井　晋司

◎旭日丘16組 　高村　権児

◎旭日丘17組 　梶原　　誠

◎旭日丘18組 　堀内　鉄心

◎旭日丘19組 　長田　竜次

◎旭日丘20組 　池田　房枝

◎沖新畑組 　渡辺　昭則

組　長

平成 31（令和元）年度
区役員の紹介

旭日丘
区長  小林　貞男
区長代理者 藤原　義仁

長　池
区長  宮下　　保
区長代理者 羽田　　浩

平　野
区長  羽田　英児
区長代理者 神田　秀範

山　中
区長  坂本　初男
区長代理者 槌屋　伸彦

総員93名、各分団消防車両配備体制で、住民の生命財産を守るために日夜活動を行っております。（平成31年4月1日現在）

団　長 天野 盛夫 副団長 天野 初弘 渡邊 敏彦

分団（地区） 分団長
１分団（山中）

副分団長 機械班長 班 長 班 長 総 員
15名

15名

15名

16名

15名

地震や火災などの災害に備え地域で活動する消防団。
団長、副団長や各地区の幹部団員は次のとおりです（敬称略）。

14名

平成31（令和元）年度

山中湖村消防団

畑山　誉

羽田正英

高村隆仁

奥脇将秀

長田孝順

羽田明弘

高村権児

大森光浩

高村哉啓

羽田和弘

長田正幸

長田勝治

高村直喜

羽田信彦

高村佳光

羽田隆行

長田光輔

長田将揮

大森善仁

羽田正宏

中村徳秀

天野善彦

天野実季朗

長田寿洋

羽田哲仁

坂本賢祐

椙浦北斗

羽田浩二

長田章寿

天野恵介

２分団（山中）

３分団（山中）

４分団（長池）

５分団（平野）

６分団（平野）

平成30年度
国（防衛省）の補助金、
交付金を活用した事業

　「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法
律」に基づく補助金・交付金防衛施設（演習場等）
の防衛施設の設置・運用により発生する障害の緩
和を目的とした民生安定施設の助成（第8条）、生
活環境又は、開発に及ぼす影響の緩和を目的とし
て交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金

（第9条）などがあります。
※8条、9条とは、「防衛施設周辺の生活環境の
　整備等に関する法律」の各条を示します。

　特定防衛施設調整
交付金を活用し、老朽
化していた道路の舗
装を整備しました。
　「紅富士の湯入口前」
交差点から村道山中
34号線へ続く道路の
整備を行いました。

村道山中丸尾16号線改良舗装（3工区）

　特定防衛施設調整
交 付 金 を 活 用 し 、ス
ポーツ・レクリエーショ
ン施設、防災拠点であ
る「山中湖村プール併
用 村 民 体 育 館 」の ア
リー ナ 天 井 板 改 修を
行い、安心・安全に利
用 できる環 境 整 備を
行いました。

山中湖村プール併用村民体育館天井板改修

　民生安定施設整備
事業として補助金を
活用し、平野交差点に
ゆいの広場ひらり（交
差点南側部分）の整備
を行い、住民や観光客
の憩いの場、防災拠点
としての公園が完成
しました。

ゆいの広場ひらり公園整備

　特定防衛施設調整
交付金を活用し、老
朽化していた道路の
舗装を整備しました。
　平成29・30年度に
わたり、村道山中4号
線を改良舗装し、生
活、物流の為の道路
を整備し、円滑な交
通の確保と安全を図
りました。

村道山中4号線改良舗装

　民生安定施設整備
事業としての補助金
を活用し、老朽化して
いた山中湖村消防団
第2分団（山中地区）
の消防ポンプ自動車
を購 入し、地 域 の 安
心・安 全を守る体 制
を強化しました。

山中湖村消防団第2分団消防ポンプ自動車購入

　特定防衛施設調整
交 付 金を活 用し、住
民の健康づくりを推
進 するために、元 気
いっぱい山中湖健康
診査や各種がん検診
など各種健（検）診事
業を行いました。

各種健（検）診事業

　特定防衛施設調整
交 付 金を活 用し、保
育士人件費の一部に
充て、保育士の就業
環境の改善や人材確
保 、きめ 細やかな保
育サービスの充実を
図りました。

保育所の運営に関する事業

広報やまなかこ 2019年5月号 05



東京 2020 オリンピック
自転車競技ロードレース
テストイベント開催

　山中湖村も会場となっている東京2020オリンピック自転車競技ロードレースの本大会の
成功に向け、競技及び大会運営能力を高めるために、テストイベントが開催されます。

武蔵野の森公園（START）→道志みち→平野交差点→長池→旭日丘交差点→籠坂峠→
富士スピードウェイ→三国峠→平野交差点→旭日丘→旭日丘交差点→籠坂峠→
富士スピードウェイ（GOAL）

テストイベント及び本大会実施の際には、通行止め等の交通規制が行われます。
規制時間等の詳細が決まり次第、村広報誌、回覧版、ホームページ等で随時発信しますのでご理解、
ご協力をお願いいたします。

テストイベントコース図

問い合わせ　オリンピック推進室　℡.28-5355

「自転車コミュニティ」オリンピックに向けて、山中湖村の 集結！
　いよいよ5月に入りました。東京2020オリンピック自転車ロードレース大会本番まで1年
と2カ月、テストイベント（プレ大会）までは、2か月となりました。世界中に山中湖村をアピー
ルできる大きなチャンスだとはいえ、その準備にはまだまだいろいろなハードルもあるかとは
思います。特に村民の皆様には、「自転車」というものを理解していただくところから始めなけ
ればならないと感じました。オリンピックの際に村を訪れるみなさまと一緒に「自転車」といっ
たコミュニティを共有することで、新しい出会い、そしてその後の展開など村にとっては将来
的な展望が期待できると思います。
　その一助としての「山中湖サイクリングチーム」は、連休を目途に、自転車専門施設「山中湖サ
イクリングベース」の活動を徐々に開始しています。
１月にスタートしたチームが運営するこの施設は、
休憩スペース、チームショップ、トレーニング施設、
バイク整備スペース、多目的スペース等と、自転車関
連活動の拠点を展開します。気軽に入会できる「山中
湖サイクリングクラブ」も合わせてスタートします。
オリンピックに向けて自転車に対する魅力や知識を
身につけましょう！

≪所在地≫山中湖サイクリングベース　山中湖村平野479-29

イベント概要

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　終了予定

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（富士北麓方面ルート除く）

東京2020　自転車ロードレース競技テストイベント概要（案）

東京 2020 テストイベント
READY　STEADY　TOKYOｰ自転車競技（ロード）

地域説明会開催のお知らせ
　自転車ロードレースオリンピック開催１年前となる本年 7 月 21 日（日）に、本番さなが
らのテストイベントが開催されますが、開催に伴い村民及び事業者の皆さんに、テストイ
ベントの地域説明会を開催いたしますので、どちらか参加できる日程に、ご参加をお願い
いたします。
説明会日程

【１回目】
●期　日　5月8日（水）　午後７時～
●場　所　山中湖村コミュニティーセンター（平野）

【２回目】
●期　日　5月12日（日）　午後１時30分～
●場　所　山中湖村公民館　（山中）

●内 容
　　　（１）テストイベントの開催概要
　　　（２）開催時の交通制限及び影響について
　　　（３）交通制限時の緩和対策について
　　　（４）その他

●その他
・駐車場に限りがありますので、乗り合わせで
ご来場ください。
・上履きをご持参ください。
・ご参加いただけなかった方は、後日山中湖村
オリンピック特設ホームページに概要を掲載
いたしますので、ご覧ください。
●主催　山中湖村オリンピック推進室
　（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

問い合わせ
オリンピック推進室　℡.28-5355
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東京 2020 オリンピック
自転車競技ロードレース
テストイベント開催

　山中湖村も会場となっている東京2020オリンピック自転車競技ロードレースの本大会の
成功に向け、競技及び大会運営能力を高めるために、テストイベントが開催されます。

武蔵野の森公園（START）→道志みち→平野交差点→長池→旭日丘交差点→籠坂峠→
富士スピードウェイ→三国峠→平野交差点→旭日丘→旭日丘交差点→籠坂峠→
富士スピードウェイ（GOAL）

テストイベント及び本大会実施の際には、通行止め等の交通規制が行われます。
規制時間等の詳細が決まり次第、村広報誌、回覧版、ホームページ等で随時発信しますのでご理解、
ご協力をお願いいたします。

テストイベントコース図

問い合わせ　オリンピック推進室　℡.28-5355

「自転車コミュニティ」オリンピックに向けて、山中湖村の 集結！
　いよいよ5月に入りました。東京2020オリンピック自転車ロードレース大会本番まで1年
と2カ月、テストイベント（プレ大会）までは、2か月となりました。世界中に山中湖村をアピー
ルできる大きなチャンスだとはいえ、その準備にはまだまだいろいろなハードルもあるかとは
思います。特に村民の皆様には、「自転車」というものを理解していただくところから始めなけ
ればならないと感じました。オリンピックの際に村を訪れるみなさまと一緒に「自転車」といっ
たコミュニティを共有することで、新しい出会い、そしてその後の展開など村にとっては将来
的な展望が期待できると思います。
　その一助としての「山中湖サイクリングチーム」は、連休を目途に、自転車専門施設「山中湖サ
イクリングベース」の活動を徐々に開始しています。
１月にスタートしたチームが運営するこの施設は、
休憩スペース、チームショップ、トレーニング施設、
バイク整備スペース、多目的スペース等と、自転車関
連活動の拠点を展開します。気軽に入会できる「山中
湖サイクリングクラブ」も合わせてスタートします。
オリンピックに向けて自転車に対する魅力や知識を
身につけましょう！

≪所在地≫山中湖サイクリングベース　山中湖村平野479-29

イベント概要

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　終了予定

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（富士北麓方面ルート除く）

東京2020　自転車ロードレース競技テストイベント概要（案）

東京 2020 テストイベント
READY　STEADY　TOKYOｰ自転車競技（ロード）

地域説明会開催のお知らせ
　自転車ロードレースオリンピック開催１年前となる本年 7 月 21 日（日）に、本番さなが
らのテストイベントが開催されますが、開催に伴い村民及び事業者の皆さんに、テストイ
ベントの地域説明会を開催いたしますので、どちらか参加できる日程に、ご参加をお願い
いたします。
説明会日程

【１回目】
●期　日　5月8日（水）　午後７時～
●場　所　山中湖村コミュニティーセンター（平野）

【２回目】
●期　日　5月12日（日）　午後１時30分～
●場　所　山中湖村公民館　（山中）

●内 容
　　　（１）テストイベントの開催概要
　　　（２）開催時の交通制限及び影響について
　　　（３）交通制限時の緩和対策について
　　　（４）その他

●その他
・駐車場に限りがありますので、乗り合わせで
ご来場ください。
・上履きをご持参ください。
・ご参加いただけなかった方は、後日山中湖村
オリンピック特設ホームページに概要を掲載
いたしますので、ご覧ください。
●主催　山中湖村オリンピック推進室
　（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

問い合わせ
オリンピック推進室　℡.28-5355
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マンモグラフィー検査と乳腺エコー検査の特性を知ってうまく活用しましょう
　村では40歳以上の乳がん車検診はマンモグラフィー検査と乳腺エコー検査を交互で実施して
おります。マンモグラフィー検査はレントゲンを使用した検査で、死亡率減少に効果があると
国に推奨されている検査方法です。エコー検査は、乳腺の多さに影響を受けずにしこりを確認
しやすい特徴もあります。検査方法の違いを知って車検診を上手にご活用ください。

骨粗しょう症検査
　若者に多いやせ型志向は骨粗しょう症になりやすいです。骨密度のピークは20代と言われて
います。また、男性に比較して女性はホルモンの影響により骨密度が低くなるため、検査が必
要です。検査の頻度は5年に1回行う事が推奨されています。

　女性の11人に1人は乳がんにかかるといわれ、女性が生涯で一番か
かりやすいがんです。40～50歳代で発症しやすい乳がんですが、早
期に発見し治療を開始すると、約95％が治癒するといわれています。
　2人に１人はがんにかかる時代です。2年に1度はがん検診を受けま
しょう。

車検診は１時間半程度で終わります。手軽な車検診をぜひご利用ください。

乳がん・骨粗しょう症検診

【申込受付】  5 月 17 日（金）　午前 8 時 30 分から受付開始します

【申込方法】  福祉健康課　62－9976 まで、
　　　　　  電話か役場窓口にてお申し込みください。

乳がん検診は車検診以外にも病院で受ける方法があります。
乳がん検診は病院でも受けられます

検診内容は問診とマンモグラフィー検査です
（病院受診後に別日に富士吉田医師会検査センターでマンモグラフィー検査を行います）
※病院検診では乳腺エコー検査はありません

　受診方法：下記の指定医療機関で直接受診してください。役場での手続きは不要です。
　病院の窓口で自己負担分500円をお支払ください。（無料クーポンをお持ちの方は無料です）

子宮の欄に〇が付いている病院は子宮頸部検診が500円で実施できる指定医療機関です。

加賀谷医院

羽田レディースクリニック

天野医院

新西原クリニック

宮下医院（明見）

皆春堂　田辺医院

鈴木医院

渡辺医院

山岸クリニック

指定医療機関（乳がん検査）

富士吉田市上吉田3032-1

富士吉田市上吉田6-10-14

富士吉田市下吉田1-7-１9

富士吉田市上吉田4259-2

富士吉田市大明見6-1-6

富士吉田市下吉田2-14-28

富士吉田市竜ヶ丘1-4-8

富士河口湖町船津1496

富士河口湖町船津1197-1

住　所

23-2450

30-0311

22-4800

24-9911

22-5687

22-0140

23-7075

72-2835

72-2671

電話番号

〇

〇

〇

〇

子宮

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62－9976

 春の乳がん・骨粗しょう症車検診
健診日：6月24日（月）　午後1時30分～3時

場所：老人福祉しあわせセンター
自己負担金：乳がん検診 500円（クーポン持参で無料）／骨粗しょう症検診 500円

乳がん・骨粗しょう症車検診は年２回あります。次回の健診は10月26日(土)です。
詳細については9月号の広報に掲載します。

少ない自己負担金で受診できるよう、南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備交付金を活用しています。

※定員になり次第受付終了します。

※注意：医療機関で診断を受けている方や管理されている方は検診の対象外となりますので、
　医療機関への受診、検査をおすすめします。
※公費の対象は年１回です。年度内に２回以上の同一検診を受けた場合は２回目以降分が
　全額自費扱いになりますのでご注意ください。

乳がん検診は 30 歳以上の女性、骨粗しょう症検診は 20 歳以上の女性が対象です。

　  乳腺エコー検査

30歳代の方

40歳以上の偶数年生まれ
（例：昭和50年生、48年生）

骨粗しょう症検査マンモグラフィー検査

無料クーポン対象者
（今年度40歳50歳になる方）

40歳以上の奇数年生まれ
（例：昭和49年生、47年生）

20歳以上の女性

※5年に1回程度が
　お勧めです

【平成 31 年度の車検診内容と対象者】
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マンモグラフィー検査と乳腺エコー検査の特性を知ってうまく活用しましょう
　村では40歳以上の乳がん車検診はマンモグラフィー検査と乳腺エコー検査を交互で実施して
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　病院の窓口で自己負担分500円をお支払ください。（無料クーポンをお持ちの方は無料です）

子宮の欄に〇が付いている病院は子宮頸部検診が500円で実施できる指定医療機関です。

加賀谷医院

羽田レディースクリニック

天野医院

新西原クリニック

宮下医院（明見）

皆春堂　田辺医院

鈴木医院

渡辺医院

山岸クリニック
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〇

〇

〇

〇

子宮

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62－9976

 春の乳がん・骨粗しょう症車検診
健診日：6月24日（月）　午後1時30分～3時

場所：老人福祉しあわせセンター
自己負担金：乳がん検診 500円（クーポン持参で無料）／骨粗しょう症検診 500円

乳がん・骨粗しょう症車検診は年２回あります。次回の健診は10月26日(土)です。
詳細については9月号の広報に掲載します。

少ない自己負担金で受診できるよう、南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備交付金を活用しています。

※定員になり次第受付終了します。

※注意：医療機関で診断を受けている方や管理されている方は検診の対象外となりますので、
　医療機関への受診、検査をおすすめします。
※公費の対象は年１回です。年度内に２回以上の同一検診を受けた場合は２回目以降分が
　全額自費扱いになりますのでご注意ください。

乳がん検診は 30 歳以上の女性、骨粗しょう症検診は 20 歳以上の女性が対象です。

　  乳腺エコー検査

30歳代の方

40歳以上の偶数年生まれ
（例：昭和50年生、48年生）

骨粗しょう症検査マンモグラフィー検査

無料クーポン対象者
（今年度40歳50歳になる方）

40歳以上の奇数年生まれ
（例：昭和49年生、47年生）

20歳以上の女性

※5年に1回程度が
　お勧めです

【平成 31 年度の車検診内容と対象者】
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今月は、軽自動車税、固定資産税第１期の納期限です

軽自動車税　納期限・口座振替日：5月 7日（火）
固定資産税第1期　納期限・口座振替日：5月31日（金）

固定資産税全期分　口座振替日：5月31日（金）

村税のクレジットカード納付固定資産税

　固定資産税は、次のような手順で税額を算定します。
　固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

　固定資産税は、毎年1月1日（「賦課期日」といいます。）現在で土地・家屋・償却資産（これらを
総称して「固定資産」といいます。）を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定され
た税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金になります。

○固定資産税を納める人（納税義務者）
　固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には…

　ただし、所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課
期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

課税標準額とは？
　課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格をいいますが、住宅用地のように
課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている
場合は、価格より低く算定されています。

●税額算定

　固定資産税の納期は次の
とおりとなります。

●納期

課税標準額×税率（1.4％）＝税額

土　　地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家　　屋 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

　同一人が所有する土地・家屋・償
却資産のそれぞれの課税標準額が
次の金額に満たない場合には、固定
資産税は課税されません。

●免税点とは？ 免　税　点
土　　地 30万円
家　　屋 20万円
償却資産 150万円

納期限 口座振替日
5月31日（金）
7月31日（水）

１2月25日（水）
3月2日（月）

5月31日（金）
7月31日（水）

１2月25日（水）
3月2日（月）

第１期
第２期
第３期
第４期

　村では、村税等をインターネットを通じて、クレジットカード納付できるようになります。パ
ソコンやスマートフォン、携帯電話などインターネットに接続できる環境があれば、２４時間
いつでも役場や金融機関等に出向くことなく村税などを納付できるようになります。

・固定資産税　　・村県民税（家屋均等割）　・村県民税（普通徴収）　・軽自動車税
●納付できる税目は？

　お手元に納付書・クレジットカードを準備の上、村公式ホームページ内のリンクから
「山中湖村税 納付サイト」に移っていただき、納付手続きを行ってください。
　また、事前にサイト内の注意事項をご覧ください。
　ＵＲＬ：http://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2018041100014

〔利用できるクレジットカード〕
ＶＩＳＡ、マスターカード、ＪＣＢ、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ

●クレジットカードで納付するには？

　クレジットカードでの納付にあたり、税目ごとの納付金額に応じて、
システム利用料がかかりますので、あらかじめご了承ください。

●システム利用料について

税 額
1円 ～ 10,000円

10,001円 ～ 20,000円
20,001円 ～ 30,000円
30,001円 ～ 40,000円
40,001円 ～ 50,000円

システム利用料（税抜）
125円
250円
375円
500円
625円

以降10,000円増加ごとに125円加算ずつ加算されます。

問い合わせ　税務住民課　℡.62－9972
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　山中地区は、かつて駄賃稼ぎをおこなっていた鎌倉往還と呼ばれる旧道を中心に集落が形成され、現在でも旧道沿

いには安産祭りをはじめとする「暮らしの風景」が強く残っています。一方で、村民が日常的に通ったり観光客が多

く訪れたりする湖畔や主要な玄関口となる交差点付近は、「湖の風景」と出会える場所です。

　そこで山中地区では、旧道沿いの文化を大事にしながら、湖畔の水辺空間をより洗練させ、その両者を新しいたて

道で結ぶことで、「暮らしの風景」や「湖の風景」との出会いを楽しみながら行き来し、巡ることができるようなま

ちづくりを目指しています。

　デザインノートは、山中・平野・長池・旭日丘の各地区の特徴

を活かしたまちづくりに向けてつくられました。公共の整備計画

（ハード）から、村民の皆さんの取り組み（ソフト）まで、まち

づくりに関連するさまざまな情報をもとに、地区の将来像を一枚

の絵で表しています。このデザインノートを見ながら村民の皆さ

んと地域の将来像を議論し、より良いものに更新していくこと

で、魅力ある村づくりにつなげていければと思っています。

デザインノートとは
地区の将来イメージをあらわしたものです

山中地区の空間づくり

村役場

山中：公民館　　長池：コミュニティセンター

旭日丘：情報創造館  　平野：ゆいの広場ひらり

◆ デザインノートはここでも見られます！

①  村役場 web サイトに掲載

http://www.vill.yamanakako.lg.jp/
                            　　  docs/2019011800019/

②  各地区の主要施設に大サイズで掲示

問い合わせ　総合政策課   ℡ 62-9971
◆ ぜひみなさんのご意見をお寄せください！

　デザインノートをつくることと並行して、

東京大学景観研究室による地域の調査・研究

を続けています。例えば、土地利用の変遷と

コミュニティとの関係を調べたり、山中湖村

全ての地域行事を調査したりしています。

　こうした調査結果は、できるだけ村民のみ

なさんと共有しようと、未来発表会にて発表

したり、わかりやすい小冊子にまとめたりし

ています。機会があればぜひご覧ください。

　研究の成果を、各地区の特徴を引き立てる

ような空間づくりに活かすことで、村全体と

しての魅力をより高めようと考えています。

調査・研究によって
地区の特徴を引き立てる

山 中 湖 村 デ ザ イ ン ノ ー ト VOL.4
全 4 回
( 最終回）

TOPIC

4

今 回 の 特 集 地 区
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したり、わかりやすい小冊子にまとめたりし

ています。機会があればぜひご覧ください。

　研究の成果を、各地区の特徴を引き立てる

ような空間づくりに活かすことで、村全体と

しての魅力をより高めようと考えています。

調査・研究によって
地区の特徴を引き立てる

山 中 湖 村 デ ザ イ ン ノ ー ト VOL.4
全 4 回
( 最終回）

TOPIC

4

今 回 の 特 集 地 区
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1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様
平 成 3 1 年 度  クー ポン 配 布 対 象 者

　風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき
公的に行われています。しかし、公的な接種を受け
る機会がなかった昭和37年４月２日から昭和54年４
月１日の間に生まれた男性は、抗体保有率が他の世
代に比べて低くなっています。
　そのため、2022年3月31日までの期間に限り、昭
和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれ

た男性を風しんの定期予防接種の対象者とし、
クーポン券をお届けします。　
　対象者の方には、お届けするクーポン券を利
用してまず抗体検査を受けていただき、抗体検
査の結果、十分な量の抗体がない方は定期接種
の対象となります。

　山中湖村に住民票のある、昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性（4月下旬に郵送し
ています）。

　昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性でも、希望者の方にはクーポン券を発行・郵送
いたしますので、福祉健康課までご連絡ください。

風しん抗体検査・
  予防接種のご案内

風しんワクチンの不足を避けるため、段階的にクーポンをお配りしています

近隣の風しん抗体検査協力医療機関リスト

どこ で 抗 体 検 査 を 受 けら れ る の？

●国民健康保険加入の方…村の健診で受けられます。希望者は健診日にクーポン券を持参してください。
●社会保険加入の方…勤務先の企業の健診で受けられます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
●健診で受けられない方…全国の協力医療機関で抗体検査を受けられます。

集団健診で受ける方法と、医療機関で受ける方法があります。

今年度配布クーポン有効期限：2020年3月31日まで（お早めにご利用ください）

問い合わせ　　福祉健康課　健康グループ　62-9976

天野医院    いしだ女性クリニック  大田屋クリニック

皆春堂 田辺医院   加賀谷医院   角田医院

かわむらクリニック   クリニック小林   くわざわクリニック

ささき頭痛・脳神経科クリニック  佐藤医院   鈴木医院

鈴木内科クリニック   高田内科クリニック  つゆきこどもクリニック 

内藤医院    羽田レディースクリニック 深澤医院

富士の森クリニック   蓬莱整形外科   保坂内科クリニック

堀内産婦人科医院   宮下医院(明見)   吉田医院

よねやまクリニック   樂天堂整形外科  樂々堂整形外科 

青木医院    いしはらクリニック  かわぐち湖ファミリークリニック 

健康科学大学クリニック  小舘クリニック   外川医院

フジ河口湖クリニック   宮下医院(船津)   山岸クリニック

渡辺医院    渡辺クリニック   あまの診療所

三浦医院    なるさわクリニック  富士吉田市立病院

山梨赤十字病院
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1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様
平 成 3 1 年 度  クー ポン 配 布 対 象 者

　風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき
公的に行われています。しかし、公的な接種を受け
る機会がなかった昭和37年４月２日から昭和54年４
月１日の間に生まれた男性は、抗体保有率が他の世
代に比べて低くなっています。
　そのため、2022年3月31日までの期間に限り、昭
和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれ

た男性を風しんの定期予防接種の対象者とし、
クーポン券をお届けします。　
　対象者の方には、お届けするクーポン券を利
用してまず抗体検査を受けていただき、抗体検
査の結果、十分な量の抗体がない方は定期接種
の対象となります。

　山中湖村に住民票のある、昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性（4月下旬に郵送し
ています）。

　昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性でも、希望者の方にはクーポン券を発行・郵送
いたしますので、福祉健康課までご連絡ください。

風しん抗体検査・
  予防接種のご案内

風しんワクチンの不足を避けるため、段階的にクーポンをお配りしています

近隣の風しん抗体検査協力医療機関リスト

どこ で 抗 体 検 査 を 受 けら れ る の？

●国民健康保険加入の方…村の健診で受けられます。希望者は健診日にクーポン券を持参してください。
●社会保険加入の方…勤務先の企業の健診で受けられます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
●健診で受けられない方…全国の協力医療機関で抗体検査を受けられます。

集団健診で受ける方法と、医療機関で受ける方法があります。

今年度配布クーポン有効期限：2020年3月31日まで（お早めにご利用ください）

問い合わせ　　福祉健康課　健康グループ　62-9976

天野医院    いしだ女性クリニック  大田屋クリニック

皆春堂 田辺医院   加賀谷医院   角田医院

かわむらクリニック   クリニック小林   くわざわクリニック

ささき頭痛・脳神経科クリニック  佐藤医院   鈴木医院

鈴木内科クリニック   高田内科クリニック  つゆきこどもクリニック 

内藤医院    羽田レディースクリニック 深澤医院

富士の森クリニック   蓬莱整形外科   保坂内科クリニック

堀内産婦人科医院   宮下医院(明見)   吉田医院

よねやまクリニック   樂天堂整形外科  樂々堂整形外科 

青木医院    いしはらクリニック  かわぐち湖ファミリークリニック 

健康科学大学クリニック  小舘クリニック   外川医院

フジ河口湖クリニック   宮下医院(船津)   山岸クリニック

渡辺医院    渡辺クリニック   あまの診療所

三浦医院    なるさわクリニック  富士吉田市立病院

山梨赤十字病院
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年 金 ニュー ス

国民年金保険料
学生納付特例制度のご案内

【所得のめやす】  １１８万円＋｛扶養親族等の数×３８万円｝

予約相談の受付は、
「ねんきんダイヤル０５７０‐０５‐１１６５」で行っています。

　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出来ます。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。

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。
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．保険料の免除若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。

国民年金保険料の追納をお勧めします！

　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。

受付時間 月曜日  　午前 8 時 30 分～午後 7 時 00 分　
  火～金曜日 　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
  第 2 土曜日 　午前 9 時 30 分～午後 4 時 00 分

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7 時 00 分まで予約をお受けします。

※祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。

※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

　国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民
年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学
校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の
前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度
も在学予定である場合は、４月初めに再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送く
ださい。

問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

耐震診断による総合的な耐震判定

耐震診断支援事業（無料）

総合評点が1.0未満の「やや危険である」「倒壊または
大破壊の危険がある」と診断されたら耐震診断を受け、
耐震補強が必要な場合、様々な助成制度がありますの
でご相談ください。

※大規模木造住宅に対しては助成制度となっておりますのでご注意ください。
　建築士事務所協会から派遣された建築士が、あなたの住宅を調査し、地震に対する強度を診断します。

相談・申込み
耐震診断の相談・申込みを村窓口（総合政策課）にします。

判　定総合評点
安全である1.5以上
一応安全である1.0以上～1.5未満
やや危険である0.7以上～1.0未満
倒壊または大破壊の危険がある0.7未満

※いずれの事業も支援件数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

◆大規模木造住宅の耐震診断　補助率 1/2　補助限度額 5万円
昭和56年5月以前に着工された３階建て以下、300㎡以上の木造住宅に対しても、助成制度がございます。
ぜひご相談ください。

◆木造住宅の耐震診断（無料）
木造住宅の耐震診断は、診断する建物の地盤・基礎の状態・建物の形状・壁及びスジカイの配置や割合・建物
の老朽度などから、地震に対する耐力を総合的に判断するものです。
昭和56年5月以前に着工された2階建て、300㎡以下の木造住宅にお住まいの方、ぜひ無料の耐震診断を行
ってください。

山中湖村では、「山中湖村木造住宅耐震診断事業」及び「木造住宅耐震化支援事業」を実施しています。当
事業は、本村の既存木造住宅の地震に対する危険性を啓発し、耐震化を促進することにより、村民の安全の
確保と市街地の防災安全性の確保を図ることを目的としています。

手続きの方法

耐震診断を受けるには
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年 金 ニュー ス

国民年金保険料
学生納付特例制度のご案内

【所得のめやす】  １１８万円＋｛扶養親族等の数×３８万円｝

予約相談の受付は、
「ねんきんダイヤル０５７０‐０５‐１１６５」で行っています。

　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出来ます。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。

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。
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．保険料の免除若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。

国民年金保険料の追納をお勧めします！

　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。

受付時間 月曜日  　午前 8 時 30 分～午後 7 時 00 分　
  火～金曜日 　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
  第 2 土曜日 　午前 9 時 30 分～午後 4 時 00 分

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7 時 00 分まで予約をお受けします。

※祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。

※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

　国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民
年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学
校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の
前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度
も在学予定である場合は、４月初めに再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送く
ださい。

問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

耐震診断による総合的な耐震判定

耐震診断支援事業（無料）

総合評点が1.0未満の「やや危険である」「倒壊または
大破壊の危険がある」と診断されたら耐震診断を受け、
耐震補強が必要な場合、様々な助成制度がありますの
でご相談ください。

※大規模木造住宅に対しては助成制度となっておりますのでご注意ください。
　建築士事務所協会から派遣された建築士が、あなたの住宅を調査し、地震に対する強度を診断します。

相談・申込み
耐震診断の相談・申込みを村窓口（総合政策課）にします。

判　定総合評点
安全である1.5以上
一応安全である1.0以上～1.5未満
やや危険である0.7以上～1.0未満
倒壊または大破壊の危険がある0.7未満

※いずれの事業も支援件数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

◆大規模木造住宅の耐震診断　補助率 1/2　補助限度額 5万円
昭和56年5月以前に着工された３階建て以下、300㎡以上の木造住宅に対しても、助成制度がございます。
ぜひご相談ください。

◆木造住宅の耐震診断（無料）
木造住宅の耐震診断は、診断する建物の地盤・基礎の状態・建物の形状・壁及びスジカイの配置や割合・建物
の老朽度などから、地震に対する耐力を総合的に判断するものです。
昭和56年5月以前に着工された2階建て、300㎡以下の木造住宅にお住まいの方、ぜひ無料の耐震診断を行
ってください。

山中湖村では、「山中湖村木造住宅耐震診断事業」及び「木造住宅耐震化支援事業」を実施しています。当
事業は、本村の既存木造住宅の地震に対する危険性を啓発し、耐震化を促進することにより、村民の安全の
確保と市街地の防災安全性の確保を図ることを目的としています。

手続きの方法

耐震診断を受けるには
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※実施については、前夜に放送でお知らせします。
　雨天の場合は翌日に順延します。順延日も雨天の場合は中止とします。
　また、ボート業者等に桟橋周辺の清掃周知をお願します。

観光地として相応しい環境づくりのために、
周辺の清掃活動にご協力をお願いします。

一斉清掃
実施区域

5月22日
（第4水曜日）

4月24日
（第4水曜日）

6月26日
（第4水曜日）

7月24日
（第4水曜日）

9月25日
（第4水曜日）

10月23日
（第4水曜日）

【実施時間】 
午前6:00～7:00

【実施時間】 
午前6:30～7:30

● 山 中 地 区………文学の森入口 ～ 大出山入口
● 長 池 地 区………大出山入口 ～ 長池天神社
● 平 野 地 区………長池天神社 ～ 大堀川
● 旭日丘地区………大堀川 ～ 文学の森入口

平成31年度

問い合わせ　観光産業課　℡.62-9977

※健診を申込済みの社会保険被扶養者の方で、会社から受診券が発行されている方へ

元気いっぱい山中湖健康診査

大人の陶芸教室

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

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

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

　対象者　今年度20歳～74歳になる方、7月の健診が受けられない75歳以上の方
　健診は完全申込み制になっており、申込みをされた方に問診票を送付しております。
　健診についての詳しい内容は広報4月号をご参照ください。

問診票は送付せず、役場窓口で手続き後に問診票を発行します。
5月9日(木)までに健康保険証と受診券を持って、役場福祉健康課で手続きをしてください。

7月、10月の健診をご希望の方は、申込期日までにハガキを返送してください。

　プロ陶芸家による陶芸教室を行います。世界に一つだけの作品を作ってみませんか

『山中湖村役場所蔵公文書目録』―明治編（中）―無償頒布のご案内
　このたび教育委員会では、村史編さん準備事業の一環として、役場が所蔵する旧中野村時代の公文書のう
ち、明治期分について件名目録化を進め、『山中湖村役場所蔵公文書目録』―明治編（中）―としてまとめ、刊
行いたしました。ご希望の方には無償頒布いたしますので、教育委員会までお申し込みください。
※数に限りがございます。お一人様一冊まで、先着順とさせていただきますのでご了承ください。
　これまでに刊行した以下4冊の残部もございます。
　第1集『山中湖村役場収集文書目録』（既刊村史編纂時収集史料）、
　第2集『山中湖村役場所蔵公文書目録』大正編（上）、　第3集『　同　』大正編（下）、
　第5集『山中湖村役場所蔵公文書目録』明治編（上）、
　こちらをご希望の方も合わせて下記までお申し込みください。
　なお、第4集『山中湖村諸家文書目録』（一）は残部がなくなりましたので頒布を終了させていただきます。頒布終了分
につきましては、山中湖情報創造館ほか近隣公共図書館での閲覧も可能ですので、そちらをご利用ください。

日程　作品づくり ６月６日（木） ①午前１０時～正午  ②午後1時３０分～3時30分
　　　色づけ  ６月２０日（木） ①午前１０時～１１時３０分 ②午後1時３０分～3時
　　　※作品づくり・色づけは両日同じ時間帯の選択となります。
場所　山中湖文学の森公園内「蒼生庵」　　費用　１,０００円（材料費）
講師　陶芸ギャラリー蒼芒庵　石川秀隆氏
募集　各回１０名　定員になり次第締め切ります。氏名・住所・電話番号・年齢・
　　　希望時間帯（①か②）・希望作品（湯呑み・茶わん・皿・マグカップから１点）をお知らせください。
　各公民館及び教育委員会に申込用紙があります。またＨＰにも掲載しております。

今後の健康診査の予定 対象者

25日（木）・26日（金）
①75歳以上の方
②20歳～ 74歳で胃バリウム検査を受けない方

申込締め切り(厳守)

7 月 5 日 ( 金 )7 月

10日（木）・11日（金）・15日（火）・16日（水） 20歳～ 74歳 9 月 13 日 ( 金 )10 月

日程　5月13日（月）～16日（木）　受付  午前7時50分～9時20分　本年度ゴールデンウイークとその前後につい
て、ごみ収集と持ち込みごみの受け入れは、次
の日程で行います。ご不便をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

ゴールデンウイークのごみ収集・持ち込みのお知らせ

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

持ち込み時間
午前９時～１１時
午後１時～４時

○通常どおり、午前８時３０分までに村指定ごみ袋に入れ、収集経路に出してください。
○生ごみは、水切りしてから出してください。
○ペットボトルはキャップを取り外し、洗浄してから出してください。
○ごみが飛散しないように、ネットやシートで荷台を覆るなどの対策をお願いします。

5月6日
（月）

振替日

休
5月4日

（土）

みどりの日

休
5月3日

（金）

憲法記念日

休
5月5日

（日）

こどもの日
5月1日

（水）

即位の日

休
5月2日

（木）

国民の休日
可燃物収集
持ち込み

ペットボトル
可燃物・不燃物

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

年に1回
健康習慣
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※実施については、前夜に放送でお知らせします。
　雨天の場合は翌日に順延します。順延日も雨天の場合は中止とします。
　また、ボート業者等に桟橋周辺の清掃周知をお願します。

観光地として相応しい環境づくりのために、
周辺の清掃活動にご協力をお願いします。

一斉清掃
実施区域

5月22日
（第4水曜日）

4月24日
（第4水曜日）

6月26日
（第4水曜日）

7月24日
（第4水曜日）

9月25日
（第4水曜日）

10月23日
（第4水曜日）

【実施時間】 
午前6:00～7:00

【実施時間】 
午前6:30～7:30

● 山 中 地 区………文学の森入口 ～ 大出山入口
● 長 池 地 区………大出山入口 ～ 長池天神社
● 平 野 地 区………長池天神社 ～ 大堀川
● 旭日丘地区………大堀川 ～ 文学の森入口

平成31年度

問い合わせ　観光産業課　℡.62-9977

※健診を申込済みの社会保険被扶養者の方で、会社から受診券が発行されている方へ

元気いっぱい山中湖健康診査

大人の陶芸教室

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

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

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

　対象者　今年度20歳～74歳になる方、7月の健診が受けられない75歳以上の方
　健診は完全申込み制になっており、申込みをされた方に問診票を送付しております。
　健診についての詳しい内容は広報4月号をご参照ください。

問診票は送付せず、役場窓口で手続き後に問診票を発行します。
5月9日(木)までに健康保険証と受診券を持って、役場福祉健康課で手続きをしてください。

7月、10月の健診をご希望の方は、申込期日までにハガキを返送してください。

　プロ陶芸家による陶芸教室を行います。世界に一つだけの作品を作ってみませんか

『山中湖村役場所蔵公文書目録』―明治編（中）―無償頒布のご案内
　このたび教育委員会では、村史編さん準備事業の一環として、役場が所蔵する旧中野村時代の公文書のう
ち、明治期分について件名目録化を進め、『山中湖村役場所蔵公文書目録』―明治編（中）―としてまとめ、刊
行いたしました。ご希望の方には無償頒布いたしますので、教育委員会までお申し込みください。
※数に限りがございます。お一人様一冊まで、先着順とさせていただきますのでご了承ください。
　これまでに刊行した以下4冊の残部もございます。
　第1集『山中湖村役場収集文書目録』（既刊村史編纂時収集史料）、
　第2集『山中湖村役場所蔵公文書目録』大正編（上）、　第3集『　同　』大正編（下）、
　第5集『山中湖村役場所蔵公文書目録』明治編（上）、
　こちらをご希望の方も合わせて下記までお申し込みください。
　なお、第4集『山中湖村諸家文書目録』（一）は残部がなくなりましたので頒布を終了させていただきます。頒布終了分
につきましては、山中湖情報創造館ほか近隣公共図書館での閲覧も可能ですので、そちらをご利用ください。

日程　作品づくり ６月６日（木） ①午前１０時～正午  ②午後1時３０分～3時30分
　　　色づけ  ６月２０日（木） ①午前１０時～１１時３０分 ②午後1時３０分～3時
　　　※作品づくり・色づけは両日同じ時間帯の選択となります。
場所　山中湖文学の森公園内「蒼生庵」　　費用　１,０００円（材料費）
講師　陶芸ギャラリー蒼芒庵　石川秀隆氏
募集　各回１０名　定員になり次第締め切ります。氏名・住所・電話番号・年齢・
　　　希望時間帯（①か②）・希望作品（湯呑み・茶わん・皿・マグカップから１点）をお知らせください。
　各公民館及び教育委員会に申込用紙があります。またＨＰにも掲載しております。

今後の健康診査の予定 対象者

25日（木）・26日（金）
①75歳以上の方
②20歳～ 74歳で胃バリウム検査を受けない方

申込締め切り(厳守)

7 月 5 日 ( 金 )7 月

10日（木）・11日（金）・15日（火）・16日（水） 20歳～ 74歳 9 月 13 日 ( 金 )10 月

日程　5月13日（月）～16日（木）　受付  午前7時50分～9時20分　本年度ゴールデンウイークとその前後につい
て、ごみ収集と持ち込みごみの受け入れは、次
の日程で行います。ご不便をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

ゴールデンウイークのごみ収集・持ち込みのお知らせ

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

持ち込み時間
午前９時～１１時
午後１時～４時

○通常どおり、午前８時３０分までに村指定ごみ袋に入れ、収集経路に出してください。
○生ごみは、水切りしてから出してください。
○ペットボトルはキャップを取り外し、洗浄してから出してください。
○ごみが飛散しないように、ネットやシートで荷台を覆るなどの対策をお願いします。

5月6日
（月）

振替日

休
5月4日

（土）

みどりの日

休
5月3日

（金）

憲法記念日

休
5月5日

（日）

こどもの日
5月1日

（水）

即位の日

休
5月2日

（木）

国民の休日
可燃物収集
持ち込み

ペットボトル
可燃物・不燃物

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

年に1回
健康習慣
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開催日　5月16日(木)
集合時間　午前8時00分
集合場所　富士ゴルフコース（山中262－1)
スタート　午前8時30分～(予定)
表彰式・パーティー　午後4時00分
　　　　　　　　　 富士ゴルフコースにて(予定)
プレー費　13,300円(昼食、ワンドリンク付・税込

／フロントにて個人精算)
参加費　3,000円(パーティー・賞品代)
　　　　※申し込み後の返金はいたしません。

競技方法　18ホールストロークプレー、新ぺリア方式
表彰　グロスの部(1位～5位)山梨県体育祭りの代表
　　　新ぺリアの部(1位～～～BM)
　　　※10番ホールにてチャリティー
申込方法　4人1組で参加費を添え、スポーツ協会事

務局(62－3813)まで申し込みください。
個人での参加もOKです。

　　　　　※スタート時間及び組み合わせについては、
  　　 競技委員に一任させていただきます。
申込期間　5月9日(木)まで

第27回 山中湖村民ゴルフ大会　参加者募集

　山梨県天然記念物「フジマリモ」の生息調査を実施
するため、昨年１１月に生息調査検討委員会を立ち上げ
ました。今年度は潜水調査、湖岸調査を実施し、保全活
動に努めて参ります。
　船舶許可申請をされた方には生息している場所（ま
まの森エリア）へ立ち入らないようお願いをしておりま
すが、村民の皆様、貸しボート業者様等のご協力もお願
いいたします。

　

フジマリモ生息調査を実施します

問い合わせ・申し込み　山中湖村スポーツ協会事務局　℡.62-3813

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
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　5 月 23 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

Report

【山中湖中学校１年A組】
　１年Ａ組はみんなが「安心できる居場
所」作りを目指していきたいと思いま
す。お互いに個性を認め合い、協力して
大きな成果が得られるクラスになるよ
う担任として全力で支援していきます。
　子供達の笑顔と成長を楽しみに１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いし
ます。

【山中湖中学校１年B組】
　１年Ｂ組は、お互いが尊重し合う気持
ちを大切にし、安心できる活動環境で
それぞれが生きる力を育んでいけるク
ラスにしていきます。
　何事も積極的に楽しむ事ができる学
校生活を送ることで、クラスの生徒一
人ひとりに毎日をワクワクしながら過
ごしてほしいと思います。

【山中小学校１年生】
　子どもたちが毎日楽しく学校に通え
るよう、そして、たくさんの「できた」の
笑顔が溢れるように、担任として努力
してまいります。
　子どもたちと充実した日々を過ごし
ていきたいと思います。温かいご支援
とご協力をよろしくお願いします。

【東小学校１年生】
　子どもたちの毎日が、笑顔いっぱい
であるように、担任として全力で支援し
ていきます。
　また保護者の皆様と手を取り合って
子どもたちのためにがんばりたいと思
います。温かいご支援とご協力をどう
ぞよろしくお願いします。
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開催日　5月16日(木)
集合時間　午前8時00分
集合場所　富士ゴルフコース（山中262－1)
スタート　午前8時30分～(予定)
表彰式・パーティー　午後4時00分
　　　　　　　　　 富士ゴルフコースにて(予定)
プレー費　13,300円(昼食、ワンドリンク付・税込

／フロントにて個人精算)
参加費　3,000円(パーティー・賞品代)
　　　　※申し込み後の返金はいたしません。

競技方法　18ホールストロークプレー、新ぺリア方式
表彰　グロスの部(1位～5位)山梨県体育祭りの代表
　　　新ぺリアの部(1位～～～BM)
　　　※10番ホールにてチャリティー
申込方法　4人1組で参加費を添え、スポーツ協会事

務局(62－3813)まで申し込みください。
個人での参加もOKです。

　　　　　※スタート時間及び組み合わせについては、
  　　 競技委員に一任させていただきます。
申込期間　5月9日(木)まで

第27回 山中湖村民ゴルフ大会　参加者募集

　山梨県天然記念物「フジマリモ」の生息調査を実施
するため、昨年１１月に生息調査検討委員会を立ち上げ
ました。今年度は潜水調査、湖岸調査を実施し、保全活
動に努めて参ります。
　船舶許可申請をされた方には生息している場所（ま
まの森エリア）へ立ち入らないようお願いをしておりま
すが、村民の皆様、貸しボート業者様等のご協力もお願
いいたします。

　

フジマリモ生息調査を実施します

問い合わせ・申し込み　山中湖村スポーツ協会事務局　℡.62-3813

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
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　5 月 23 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

Report

【山中湖中学校１年A組】
　１年Ａ組はみんなが「安心できる居場
所」作りを目指していきたいと思いま
す。お互いに個性を認め合い、協力して
大きな成果が得られるクラスになるよ
う担任として全力で支援していきます。
　子供達の笑顔と成長を楽しみに１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いし
ます。

【山中湖中学校１年B組】
　１年Ｂ組は、お互いが尊重し合う気持
ちを大切にし、安心できる活動環境で
それぞれが生きる力を育んでいけるク
ラスにしていきます。
　何事も積極的に楽しむ事ができる学
校生活を送ることで、クラスの生徒一
人ひとりに毎日をワクワクしながら過
ごしてほしいと思います。

【山中小学校１年生】
　子どもたちが毎日楽しく学校に通え
るよう、そして、たくさんの「できた」の
笑顔が溢れるように、担任として努力
してまいります。
　子どもたちと充実した日々を過ごし
ていきたいと思います。温かいご支援
とご協力をよろしくお願いします。

【東小学校１年生】
　子どもたちの毎日が、笑顔いっぱい
であるように、担任として全力で支援し
ていきます。
　また保護者の皆様と手を取り合って
子どもたちのためにがんばりたいと思
います。温かいご支援とご協力をどう
ぞよろしくお願いします。
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問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援グループ　℡.62-9976

　病気では「骨折」「肺炎」「脳梗塞」「心筋梗
塞」「認知症」等の各種病気の治療や痛みのた
めに安静が必要になり、病気が改善しても、安
静にしていた事により筋力が低下し、歩くの
に掴まる所が必要となったり車いすが必要。ト
イレが間に合わなくなる。入浴が一人で出来
なくなる。
　また、「認知症」の方では脳が記憶や学習が
できずに自分の事が上手にできなくなる事が

きっかけとなります。このため上記の病気を予
防する健康管理や運動が介護予防とも言えま
す。
　介護を利用する事となるきっかけは主な例
として病気をあげました。理由は何であれ、家
族や周囲の方から見て介護の事を相談したい
と思われたら、地域包括支援センター（℡.
62-9976）にご連絡ください。

　地域包括支援センターでは高齢者に
関する相談を受けております。
　最も多い内容は、介護の相談と介護
保険サービスについて知りたいという
問い合わせです。相談者は本人からの
場合もありますが、ご家族からの相談が
最も多い状況です。

サービス利用のきっかけ

代表的な介護サービス
◎通所介護   日帰りで、食事、訓練、入浴ができます。
◎通所リハビリテーション 日帰りで、機能訓練を行う事ができます。
    合わせて食事、入浴ができます。
◎訪問介護   ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい食事、入浴、トイレ等の
    援助を受けられます。
◎施設サービス  自宅ではなく施設に生活の場所すべてを変え過ごす場所となります。
    常に介護（食事が一人でできない。トイレにいけない等）が必要で、
    自宅では介護ができない方が利用しています。

　今回は介護保険サービスを利用する際のきっかけを紹介させていただきました。介護のきっか
けや、介護サービスは多岐に渡ります。今後も広報にて少しずつ紹介していきたいと思います。

介護サービスでできる事

最後に

介護保険サービスの利用について
～ きっかけは家族からの相談や入院 ～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

知って
安心

⇒

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

　今年度より教育委員会に配属となり、生涯学習グ
ループの社会体育担当となりました梅崎元気と申し
ます。
　私は神奈川県伊勢原市の出身で山中湖村に来る
までは神奈川県で生活しておりましたが、平成２９
年１１月末から山中湖文学の森三島由紀夫文学館
に臨時職員として勤務することになったため、山中
湖村に移住しました。

　私が山中湖村に来た理由の一つとして、大学で学
んでいた学芸員職とそれに類する生涯学習学に関
する仕事をしたいと思っていたことがありました。今
回の配属で教育委員会に入れたことも何かのご縁
かと考えておりますので、誠心誠意頑張って参りた
いと思っております。
　至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしく
お願いいたします。

　3月21日、山中湖村役場しあわせセンターに
て、村の未来発表会2019が開催されました。
　村より公共空間整備について発表が行われた
後、学生による調査研究成果の発表が行われ、各
住民団体からは特産品の開発事業や自主的な景
観づくり事業等、様々なまちづくり活動について
の発表が行われました。

　展示コーナーでは、集まった方々が積極的に互
いの交流を図り、まちづくり談議に花を咲かせて
いました。
　また当日の展示物は4月末まで役場庁舎にて
展示を行い、多くの皆さまにご覧いただきまし
た。

新任職員紹介

教育委員会
梅崎元気

【開催報告】
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問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援グループ　℡.62-9976
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と思われたら、地域包括支援センター（℡.
62-9976）にご連絡ください。

　地域包括支援センターでは高齢者に
関する相談を受けております。
　最も多い内容は、介護の相談と介護
保険サービスについて知りたいという
問い合わせです。相談者は本人からの
場合もありますが、ご家族からの相談が
最も多い状況です。

サービス利用のきっかけ

代表的な介護サービス
◎通所介護   日帰りで、食事、訓練、入浴ができます。
◎通所リハビリテーション 日帰りで、機能訓練を行う事ができます。
    合わせて食事、入浴ができます。
◎訪問介護   ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい食事、入浴、トイレ等の
    援助を受けられます。
◎施設サービス  自宅ではなく施設に生活の場所すべてを変え過ごす場所となります。
    常に介護（食事が一人でできない。トイレにいけない等）が必要で、
    自宅では介護ができない方が利用しています。

　今回は介護保険サービスを利用する際のきっかけを紹介させていただきました。介護のきっか
けや、介護サービスは多岐に渡ります。今後も広報にて少しずつ紹介していきたいと思います。

介護サービスでできる事

最後に

介護保険サービスの利用について
～ きっかけは家族からの相談や入院 ～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

知って
安心

⇒

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

　今年度より教育委員会に配属となり、生涯学習グ
ループの社会体育担当となりました梅崎元気と申し
ます。
　私は神奈川県伊勢原市の出身で山中湖村に来る
までは神奈川県で生活しておりましたが、平成２９
年１１月末から山中湖文学の森三島由紀夫文学館
に臨時職員として勤務することになったため、山中
湖村に移住しました。

　私が山中湖村に来た理由の一つとして、大学で学
んでいた学芸員職とそれに類する生涯学習学に関
する仕事をしたいと思っていたことがありました。今
回の配属で教育委員会に入れたことも何かのご縁
かと考えておりますので、誠心誠意頑張って参りた
いと思っております。
　至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしく
お願いいたします。

　3月21日、山中湖村役場しあわせセンターに
て、村の未来発表会2019が開催されました。
　村より公共空間整備について発表が行われた
後、学生による調査研究成果の発表が行われ、各
住民団体からは特産品の開発事業や自主的な景
観づくり事業等、様々なまちづくり活動について
の発表が行われました。

　展示コーナーでは、集まった方々が積極的に互
いの交流を図り、まちづくり談議に花を咲かせて
いました。
　また当日の展示物は4月末まで役場庁舎にて
展示を行い、多くの皆さまにご覧いただきまし
た。

新任職員紹介

教育委員会
梅崎元気

【開催報告】
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　本年も山中湖ロードレースが5月26日(日)
に開催されます。
　当日は13,000人以上のランナーが出走い
たしますので、沿道での温かいご声援をよろ
しくお願いします。
　また、大会の開催に伴い交通規制がかか
り、大会終了後は、混雑が予想されます。
　大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
交通規制については、山中湖ロードレース
ホームページをご覧いただくか、山中湖ロー
ドレース事務局へお問い合わせください。

５月２6日（日） 第３9回
スポニチ山中湖ロードレース開催！

≪前夜祭イベントのお知らせ≫
　場所：山中湖中学校（入場無料）
 スペシャルライブ（１回目） １４：３０～
 ピラティス体験会  １５：2０～
 スペシャルライブ（２回目） １６：２０～

大会日程
５月25日（土） 選手受付

選手受付

５月26日（日）
※雨天決行 スタート

表彰式

開会式

ハーフマラソン 山中湖一周
１４：００～１９：００

６：３０～８：００

８：００

９：３０（制限時間２時間３０分）９：１５（制限時間２時間４５分）

１１：３０ １１：００

山中湖ロードレース事務局　℡.0555-62-9105
大会ホームページ  http://www.yamanakako-roadrace.com/

問い合わせ
申し込みぴゅあ富士イベント情報 ぴゅあ富士

℡.0554-45-1666

材料費
1000円

〈無料〉

男子ごはん　『あじをさばいてつみれ汁・サーモンのバラちらし丼』

無料託児／あり 対　象／男性20名　女性も可
持ち物／エプロン・三角巾・お手ふき・筆記用具

5月26日（日）
10：30～13：00 講師／守屋　若奈さん

女性の権利110番　弁護士に聞くあなたのお悩みほっとタイム

無料託児／あり 対　象／どなたでも15名
持ち物／特になし

6月16日（日）
13：00～16：00
おひとり30分

講師／山梨県弁護士会所属弁護士

春の全国交通安全運動

　「乗せるのは　君の宝（かぞく）と　その未来（あした）」をスローガンに５月１
１日（土）から２０日（月）までの１０日間の日程で、「春の全国交通安全運動」が実
施されます。特に５月２０日（月）は国民運動「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　大型連休を含め、これから、行楽シーズンとなり観光客も増えてきますので、
運動期間に係わらず交通ルールを守り交通事故のないように心がけましょう。

　５月13日（月）午前８時
45分から派出所前村営駐
車場で富士吉田警察署・
安協山中湖支部・安管協
山中湖支部・交通指導員
等、交通安全関係団体に
よる交通安全街頭指導を
行います。

乗せるのは  君の宝と  その未来
かぞく あした
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　本年も山中湖ロードレースが5月26日(日)
に開催されます。
　当日は13,000人以上のランナーが出走い
たしますので、沿道での温かいご声援をよろ
しくお願いします。
　また、大会の開催に伴い交通規制がかか
り、大会終了後は、混雑が予想されます。
　大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
交通規制については、山中湖ロードレース
ホームページをご覧いただくか、山中湖ロー
ドレース事務局へお問い合わせください。

５月２6日（日） 第３9回
スポニチ山中湖ロードレース開催！

≪前夜祭イベントのお知らせ≫
　場所：山中湖中学校（入場無料）
 スペシャルライブ（１回目） １４：３０～
 ピラティス体験会  １５：2０～
 スペシャルライブ（２回目） １６：２０～

大会日程
５月25日（土） 選手受付

選手受付
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表彰式
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材料費
1000円

〈無料〉

男子ごはん　『あじをさばいてつみれ汁・サーモンのバラちらし丼』

無料託児／あり 対　象／男性20名　女性も可
持ち物／エプロン・三角巾・お手ふき・筆記用具

5月26日（日）
10：30～13：00 講師／守屋　若奈さん

女性の権利110番　弁護士に聞くあなたのお悩みほっとタイム

無料託児／あり 対　象／どなたでも15名
持ち物／特になし

6月16日（日）
13：00～16：00
おひとり30分

講師／山梨県弁護士会所属弁護士

春の全国交通安全運動

　「乗せるのは　君の宝（かぞく）と　その未来（あした）」をスローガンに５月１
１日（土）から２０日（月）までの１０日間の日程で、「春の全国交通安全運動」が実
施されます。特に５月２０日（月）は国民運動「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　大型連休を含め、これから、行楽シーズンとなり観光客も増えてきますので、
運動期間に係わらず交通ルールを守り交通事故のないように心がけましょう。

　５月13日（月）午前８時
45分から派出所前村営駐
車場で富士吉田警察署・
安協山中湖支部・安管協
山中湖支部・交通指導員
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よる交通安全街頭指導を
行います。

乗せるのは  君の宝と  その未来
かぞく あした
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　きららスポーツ教室では、2つのキッズ向けの教室を開催しています。ぜひ、みんな遊びにきてください。

　運動が苦手な子も、もっと体を動かしたい元気な子
も、みんな仲良く楽しいレッスンを受けています。遊び
の中からカラダの基本的な使い方が学べるので、体育
の授業でおこなう、鉄棒・マット・跳び箱などが上達し
ます。みんなで「運動あそび」に挑戦してみませんか。

◎時　間：【幼児】午後３時４０分～４時４０分
　　　　  【児童】午後４時50分～５時50分
◎参加料：月謝４，０５０円（月３回）
◎日　程：５／１４、２１、２８
◎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

◎時　間：【幼児】午後４時４５分～５時４５分
             【児童】午後５時４５分～７時
◎参加料：月謝４，０５０円（月３回）
◎日　程：５／８、１５、２２
◎持ち物：飲み物、汗ふきタオル、バレエシューズ、
            レオタード

放課後体育教室（火曜日）
　現役バレリーナのアスカ先生が、みんなにわかりや
すくバレエの基本を教えている教室です。
　バレエ発表会やクリスマスコンサートなど、お楽し
みイベントも企画しているので、バレエに興味がある
お友達はぜひ遊びに来てください。

キッズバレエ教室（水曜日）

きららスポーツ教室（キッズ クラス）について

花の都公園春のイベント『春の息吹』

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら　℡.20-3111

※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
※村民の皆さんへ：村民証の提示で入園料・駐車料が無料となりますのでお気軽にお越しください

公式
facebookも
運用中！

4月27日（土）から開催中のイベント「春の息吹」
チューリップ、ネモフィラが見頃になり、
クマガイソウ見学ツアーも開催します！！
■開催日時：5月26日（日）まで
■イベント予定
　◆15万本のチューリップ畑　≪～5月上旬≫
　◆さくら　≪～5月上旬≫
　◆ふらら　スプリングガーデン
　◆ネモフィラガーデン　≪5月上旬～6月中旬≫
　◆クラフト教室　≪5月3日（金）～5日（日）≫
　◆クマガイソウ見学ツアー　≪5月10日（金）～20日（月）≫

温泉施設営業日
≪石割の湯≫
5月2日（木）は休まず営業いたします。
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　きららスポーツ教室では、2つのキッズ向けの教室を開催しています。ぜひ、みんな遊びにきてください。

　運動が苦手な子も、もっと体を動かしたい元気な子
も、みんな仲良く楽しいレッスンを受けています。遊び
の中からカラダの基本的な使い方が学べるので、体育
の授業でおこなう、鉄棒・マット・跳び箱などが上達し
ます。みんなで「運動あそび」に挑戦してみませんか。

◎時　間：【幼児】午後３時４０分～４時４０分
　　　　  【児童】午後４時50分～５時50分
◎参加料：月謝４，０５０円（月３回）
◎日　程：５／１４、２１、２８
◎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

◎時　間：【幼児】午後４時４５分～５時４５分
             【児童】午後５時４５分～７時
◎参加料：月謝４，０５０円（月３回）
◎日　程：５／８、１５、２２
◎持ち物：飲み物、汗ふきタオル、バレエシューズ、
            レオタード

放課後体育教室（火曜日）
　現役バレリーナのアスカ先生が、みんなにわかりや
すくバレエの基本を教えている教室です。
　バレエ発表会やクリスマスコンサートなど、お楽し
みイベントも企画しているので、バレエに興味がある
お友達はぜひ遊びに来てください。

キッズバレエ教室（水曜日）

きららスポーツ教室（キッズ クラス）について

花の都公園春のイベント『春の息吹』

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら　℡.20-3111

※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
※村民の皆さんへ：村民証の提示で入園料・駐車料が無料となりますのでお気軽にお越しください

公式
facebookも
運用中！

4月27日（土）から開催中のイベント「春の息吹」
チューリップ、ネモフィラが見頃になり、
クマガイソウ見学ツアーも開催します！！
■開催日時：5月26日（日）まで
■イベント予定
　◆15万本のチューリップ畑　≪～5月上旬≫
　◆さくら　≪～5月上旬≫
　◆ふらら　スプリングガーデン
　◆ネモフィラガーデン　≪5月上旬～6月中旬≫
　◆クラフト教室　≪5月3日（金）～5日（日）≫
　◆クマガイソウ見学ツアー　≪5月10日（金）～20日（月）≫

温泉施設営業日
≪石割の湯≫
5月2日（木）は休まず営業いたします。
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5月のつどいの広場イベント情報

　　　　　　　　　　　　　各家庭で小さくなって使わなくなった洋服やおもちゃなど捨てるのが“もったい
ない”という物がありましたら、広場でお預かりして誰かに使っていただくコーナーがあります。年間を通してお
預かりして、年２回程広場の利用者さん達に提供しています。提供する方にも、される方にもとても好評です。リ
サイクル運動の一環として興味のある方は是非広場にご連絡ください。また、ベビーの日常品（ベビーベットや
サークル、バギーなど）の“使って、譲って”の掲示板も開設していますので、利用してください。
今回は５月２７日（月）～３１日（金）まで広場で開催します。

≪問い合わせ≫ つどいの広場TEL 62-2010

　保育所では園庭開放を山中保育所では（月・水・
金）の9:00～11:00、平野保育所では（月～金）の
9:00～11:00行っています。保育所の広いお庭で
あそびませんか。行事等で利用できない時もあり
ますので事前に連絡をお願いします。
つどいの広場　62‐2010
平野保育所　　65‐8542

　誕生日会の日のランチに参
加してみませんか？参加者の
みなさんで１品持ち寄って食
事会をします。
　持ち寄るものはなんでもかまいません。
　ランチタイムを一緒に過ごしながらお誕生日をみんな
でお祝いしましょう！わからない事がありましたら気軽に
スタッフに問い合わせてください。

誕生日会のお知らせ
園庭開放のおしらせ

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

22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～〉

31日（金） 誕生日会
●5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。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～〉

24日（金） 球根堀り（予定）
（要予約）

●今年も花の都での球根堀りを予定しております。花の開
花時期や天候によって球根を掘る日程が変わります。
（詳細については、つどいの広場までお問い合わせくだ
さい）

花の都
〈10時～〉

13日（月） 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。

10日（金） 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！

つどいの広場
〈10時30分～〉

つどいの広場
〈11時00分～〉

29日（水）
身体測定
情報創造館館長さんの
絵本の読み聞かせ
発育相談

●開館時間中ならいつでも測定ができます。
●情報創造館の館長さんによる、お薦めの絵本の紹介や
楽しいお話会も開催しています。
●村保健師さんによる何でも相談です。

つどいの広場
〈10時30分～
  11時～〉

●テリー渡辺さん

子育て教室（要予約）

●講師　石倉秀子さん

20日（月）
子育て教室（要予約）
元気な足づくり講座

●お子さんの本当の靴のサイズを知っていますか？靴選び
の５つのポイントを専門家に教えていただきましょう！ま
た、自分の本当の靴のサイズを実測してもらいましょう！●講師　岡洋介氏

つどいの広場
〈10時30分～〉

もったいないの開催

No.175

つどいの広場

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

５月３日（金・祝）
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5月のつどいの広場イベント情報

　　　　　　　　　　　　　各家庭で小さくなって使わなくなった洋服やおもちゃなど捨てるのが“もったい
ない”という物がありましたら、広場でお預かりして誰かに使っていただくコーナーがあります。年間を通してお
預かりして、年２回程広場の利用者さん達に提供しています。提供する方にも、される方にもとても好評です。リ
サイクル運動の一環として興味のある方は是非広場にご連絡ください。また、ベビーの日常品（ベビーベットや
サークル、バギーなど）の“使って、譲って”の掲示板も開設していますので、利用してください。
今回は５月２７日（月）～３１日（金）まで広場で開催します。

≪問い合わせ≫ つどいの広場TEL 62-2010

　保育所では園庭開放を山中保育所では（月・水・
金）の9:00～11:00、平野保育所では（月～金）の
9:00～11:00行っています。保育所の広いお庭で
あそびませんか。行事等で利用できない時もあり
ますので事前に連絡をお願いします。
つどいの広場　62‐2010
平野保育所　　65‐8542

　誕生日会の日のランチに参
加してみませんか？参加者の
みなさんで１品持ち寄って食
事会をします。
　持ち寄るものはなんでもかまいません。
　ランチタイムを一緒に過ごしながらお誕生日をみんな
でお祝いしましょう！わからない事がありましたら気軽に
スタッフに問い合わせてください。

誕生日会のお知らせ
園庭開放のおしらせ

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

22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～〉

31日（金） 誕生日会
●5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。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～〉

24日（金） 球根堀り（予定）
（要予約）

●今年も花の都での球根堀りを予定しております。花の開
花時期や天候によって球根を掘る日程が変わります。
（詳細については、つどいの広場までお問い合わせくだ
さい）

花の都
〈10時～〉

13日（月） 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。

10日（金） 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！

つどいの広場
〈10時30分～〉

つどいの広場
〈11時00分～〉

29日（水）
身体測定
情報創造館館長さんの
絵本の読み聞かせ
発育相談

●開館時間中ならいつでも測定ができます。
●情報創造館の館長さんによる、お薦めの絵本の紹介や
楽しいお話会も開催しています。
●村保健師さんによる何でも相談です。

つどいの広場
〈10時30分～
  11時～〉

●テリー渡辺さん

子育て教室（要予約）

●講師　石倉秀子さん

20日（月）
子育て教室（要予約）
元気な足づくり講座

●お子さんの本当の靴のサイズを知っていますか？靴選び
の５つのポイントを専門家に教えていただきましょう！ま
た、自分の本当の靴のサイズを実測してもらいましょう！●講師　岡洋介氏

つどいの広場
〈10時30分～〉

もったいないの開催

No.175

つどいの広場

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

５月３日（金・祝）
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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

アフリカへ毛布を送る運動サロンサポーター養成講座
を開催しました！ 　アフリカは、日中は30度を超える炎天ながらも、朝晩

は3度くらいという温度差の激しい地帯です。
　生活している方にとって毛布は、寝具であるだけでな
く、日除けであり、じゅうたんであり、コートであり、産着
であり、日々の生活に欠かせない必需品です。
　ご家庭で不要な毛布がありましたら、ぜひ寄付をお願
いします。

　身近な地域で交流を図る「いきいきサロン」を運営し、
住民同士の支えあいによる活動に協力できる人材を養
成するため開催しました。
　当日は、７名の方が参加され、講師に富士・東部レク
レーション協会の田中寿代氏をお招きし、具体的な手遊
びやパズルゲームなどを行いました。
　現在、山中湖では６つのサロングループが活動してい
ますが、運営に携っていただける支援者の方が少ない状
況です。今後も養成講座等の開催を含めて実施して行
きたいと考えています。興味のある方は、連絡お待ちし
ています。

5月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
給食サービス（ひとり暮らし等）

監事会・理事会

山中・長池・旭日丘地区一般会費（常会未加入
除く）及び賛助会費（口座振替を除く）の集金

曜 日
火
金

日　程

月末

7･14･21・28日
10･17･24・31日

月末

ー

ー

合同サロン お花見してきました！　４月はやっぱりお花見ですね！！

まるび・富士・長池サロンの皆さん平野・山ぼうしサロンの皆さん

※アフリカの方が使う物ですので、汚れている物はご遠慮ください。

５月７日（火）～１５日（水）まで集めています。

「いつでも・誰でも・気軽に参加できる仲間づくりの場」として、６つのサロングループが活動しています。
４月５日（金）に合同サロン「お花見バス旅行」として、総勢６３名で、裾野市の時之栖の桜を見に行ってきました。
当日は、天候もよく絶好の花見日和となり、参加者の多くの方から「きれい、最高」などの声が聞こえました。

ふれあい・いきいきサロン！

ありがとうございました。
ご寄付をいただきました。

《寄付者》
　・高村道男 様
　・羽田正江 様
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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

アフリカへ毛布を送る運動サロンサポーター養成講座
を開催しました！ 　アフリカは、日中は30度を超える炎天ながらも、朝晩

は3度くらいという温度差の激しい地帯です。
　生活している方にとって毛布は、寝具であるだけでな
く、日除けであり、じゅうたんであり、コートであり、産着
であり、日々の生活に欠かせない必需品です。
　ご家庭で不要な毛布がありましたら、ぜひ寄付をお願
いします。

　身近な地域で交流を図る「いきいきサロン」を運営し、
住民同士の支えあいによる活動に協力できる人材を養
成するため開催しました。
　当日は、７名の方が参加され、講師に富士・東部レク
レーション協会の田中寿代氏をお招きし、具体的な手遊
びやパズルゲームなどを行いました。
　現在、山中湖では６つのサロングループが活動してい
ますが、運営に携っていただける支援者の方が少ない状
況です。今後も養成講座等の開催を含めて実施して行
きたいと考えています。興味のある方は、連絡お待ちし
ています。

5月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
給食サービス（ひとり暮らし等）

監事会・理事会

山中・長池・旭日丘地区一般会費（常会未加入
除く）及び賛助会費（口座振替を除く）の集金

曜 日
火
金

日　程

月末

7･14･21・28日
10･17･24・31日

月末

ー

ー

合同サロン お花見してきました！　４月はやっぱりお花見ですね！！

まるび・富士・長池サロンの皆さん平野・山ぼうしサロンの皆さん

※アフリカの方が使う物ですので、汚れている物はご遠慮ください。

５月７日（火）～１５日（水）まで集めています。

「いつでも・誰でも・気軽に参加できる仲間づくりの場」として、６つのサロングループが活動しています。
４月５日（金）に合同サロン「お花見バス旅行」として、総勢６３名で、裾野市の時之栖の桜を見に行ってきました。
当日は、天候もよく絶好の花見日和となり、参加者の多くの方から「きれい、最高」などの声が聞こえました。

ふれあい・いきいきサロン！

ありがとうございました。
ご寄付をいただきました。

《寄付者》
　・高村道男 様
　・羽田正江 様
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歯の無料相談
日時　6月１日（土）　午後２時～４時
場所　Q－STA　４階
主催　南都留歯科医師会
問い合わせ
　山中湖診療所歯科
　℡.62-1740

富士山科学講座②
　「富士五湖の成り立ちと水の起源」を
テーマに当研究所の研究員が講演を行
います。その後には質疑応答の時間を
設定しています。
日時　5 月 11 日（土） 
　　　午後 1 時 30 分～ 3 時
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階ホール
対象　高校生以上
講師　山本真也
　　　（火山防災研究部 研究員）
参加費　無料
定員　約１２０名
問い合わせ
　環境教育・交流部  広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

もりのおはなしかい
　季節の自然をテーマにした絵本や紙
芝居を使った読み聞かせ、自然に親しむ
活動を行っています。開始30分前から
折り紙教室も行っています。
日時　5 月 19 日（日） 
　　　①午前 10 時 30 分～ 
　　　②午後 2 時（１回約 40 分）
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）
参加費　無料
定員　どなたでも
問い合わせ
　環境教育・交流部  教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

親子森を楽しむ会 夏
　森の中でネイチャーゲームをして、親
子で楽しく工作をします。

日時　6月22日（土）　午前9時～正午
場所　山梨県富士山科学研究所と
　　　研究所敷地内の森
対象　小学生とその保護者
参加費　無料
定員　30名
申し込み
　5月18日（土） 午前10時より、
　電話にて受け付けます（先着順）
問い合わせ
　環境教育・交流部   教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

U-15 理科研究部
　光環境の違いが植物にどんな影響を
及ぼすか、当研究所の研究員と考えて
みませんか。科学に興味があるひと、研
究員になってみたいひと、そんなひとた
ちに向けた体験型イベントです。
日時　6月29日（土）　午前9時～正午
場所　山梨県富士山科学研究所
対象　小学生４年生～中学３年生
講師　中野　隆志
　　　（当研究所 環境教育・交流部）
参加費　無料
定員　10名
申し込み
　5月25日（土） 午前10時より、
　電話にて受け付けます（先着順）
問い合わせ
　環境教育・交流部  教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

裁判員制度10周年記念イベント
日時　5月21日（火）
　　　午後1時～4時30分
場所　甲府地方・家庭裁判所
　　　（甲府地中央１－１０－７）
募集人数　約40人程度
　　　　　（参加費無料・先着順）
内容　（１）模擬裁判員体験
　　　（２）法廷見学（写真撮影可）
　　　（３）裁判員経験者及び法律家に
　　　　  よるパネルディスカッション
申込期間　5月7日（火）～5月17日（金）
受付時間　午前8時30分～午後5時
　　　　　（土日祝日を除く）
申込方法　電話にてお申し込みください
申し込み
　甲府地方裁判所事務局総務課庶務係
   ℡.055-235-1133

第27回定期演奏会
日時　5月26日(日)
開場　午後1時30分
　　　(開演前ウェルカムコンサートあり)
開演　午後2時
場所　ふじさんホール
入場料　500円(高校生以下無料)
指揮　岡 良介
ゲスト　下吉田中学校吹奏楽部
曲目
●交響曲第9番「新世界より」
●「いだてん」メインテーマ
●「ラピュタ」キャッスル・イン・ザ・スカイ
　他
問い合わせ
　℡0555-23-0033

自然散策ウォークラリー
　世界文化遺産になった富士山の構成
資産の散策や、自然と触れあいながら
のウォークラリーです。
開催日　5月25日（土）
　　　　受付　午前8時30分～
　　　　※雨天中止
　　　　スタート 午前9時30分
　　　　制限時間  1時間30分以内　
　　　　※森の中も歩きます。
場所　富士北麓公園　　
対象　小学生以上　１チーム３～５名
　　　（男女混成可能）
　　　※ただし、小学生だけで構成され
　　　　たチームは参加できません。
参加料　１組５００円
申込方法　所定の申込用紙にボールペ

ンで必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘ、郵送、メールまたは窓口
に直接お申込み下さい。

　　　　　当日の参加申込も可能です。
申込期間　5月1日（水）～
　　　　　午前9時～午後5時
申し込み・問い合わせ
　〒403-0005
　山梨県富士吉田市上吉田５０００
　公益財団法人　山梨県スポーツ協会
　富士北麓公園管理事務所
　「自然散策ウォークラリー」係
　℡.0555-24-3651
　FAX.0555-24-3368
　Mail．hokuroku@mfi.or.jp

　　℡.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　5月22日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年7・10月、
　　　平成31年1月生まれ

■１歳６か月・３歳児健診
日時　5月21日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成27年11・12月、
　　　平成29年9月・10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

事業主のみなさまへ
労働保険料と一般拠出金の
申告・納付はお早めに
～本年は、6月3日から7月10日まで～
　労働保険料・一般拠出金の年度更新
手続は、本年は、6月3日（月）から7月
10日（水）の間に行うこととなっており
ます。法定申告・納付期限内に申告・納
付を済ませていただきますようお願いし
ます。年度更新申告書の送付は5月末、
申告書受理会は6月中旬以降を予定し
ています（申告書受理会の日程等は、申

ゆいの広場ひらりにて、村内のお子さまの成長を祝い、鯉のぼりを飾りました。今月の表紙の写真！

告書に同封してお知らせします。）。
　労災保険率、雇用保険率及び一般拠
出金率の改定はありません。
　雇用保険は、①1週間の所定労働時
間が20時間以上であり、②31日以上
の雇用見込みがある場合には、原則と
して適用対象となります。平成29年1
月1日から65歳以上の方も雇用保険の
対象となりました。なお、64歳以上の高
年齢労働者の方は、平成31年度まで雇
用保険の保険料が免除されますが、次
年度からは適用されません。
問い合わせ
　山梨労働局労働保険徴収室
　℡.055-225-2852
　甲府労働基準監督署（労災課）
　℡.055-224-5619
　都留労働基準監督署（労災課）
　℡.0554-43-2195
　鰍沢労働基準監督署（労災課）
　℡.0556-22-3181

　山梨県事業引継ぎセンターは、中小
企業・小規模事業者の皆さんの事業承
継や事業引継ぎに関するご相談をお受
けする、公的な相談窓口です。
　「後継者がいない」「事業の引継ぎに
不安がある」など、事業承継の専門家が
相談をお受けし、課題解決をサポートし
ます。
　ご相談は無料・秘密厳守です。安心し
てご相談いただけます。
　お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
　山梨県事業引継ぎ支援センター
　℡.055-243-1830

東富士五湖道路　全線開通30周年
　東富士五湖道路は、1989（平成元）
年3月29日に全線開通し、今年で30周
年の節目を迎えました。その間、約1億
台ものお客様にご利用いただき、通勤・
通学、観光や物流などを支え、地域経済
の発展に貢献してまいりました。
　主な整備効果としては、①一般国道
138号の交通量を分担して国道の混雑
が緩和、通行止め時の代替路として機
能発揮　②山梨⇔静岡県間の所要時
間が約4割短縮（58分⇒34分）、定時

性・速達性の向上により県境を越える移
動が高速バスで便利に　③物流面の優
位性により沿線に新たな企業が立地す
るなど沿線市町村の製造品出荷額が
1.9倍に増加、経済波及効果は30年で
5,900億円（山梨県内効果は約6割）
です。
　中日本高速道路では、引き続き、東富
士五湖道路を安全・安心してご利用い
ただくため、日々の適切なメンテナンス
はもちろんのこと、交通事故対策や災
害対策ならびに円滑な登記の交通確保
に向けて万全を尽くしてまいります。
問い合わせ
　中日本高速道路株式会社八王子支社
　大月保全・サービスセンター
　℡.0554-22-2151

無料法律相談
　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。
　開催日は、毎回奇数月の第2火曜日
です。
相談日　5月14日（火）
相談時間　午後1時～4時
相談料　無料
受付　電話予約　※当日受付も可能
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㈹

～記帳相談日をご利用ください～
　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。
●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　5月１6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

山中湖村診療所歯科 富士五湖ウインドオーケストラ

富士北麓公園

甲府地方裁判所

山梨県富士山科学研究所

イベント

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

山梨労働局

山梨県事業引継ぎ支援センター

お知らせ

中日本高速道路株式会社

恩賜林組合

相　談

南都留中部商工会
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歯の無料相談
日時　6月１日（土）　午後２時～４時
場所　Q－STA　４階
主催　南都留歯科医師会
問い合わせ
　山中湖診療所歯科
　℡.62-1740

富士山科学講座②
　「富士五湖の成り立ちと水の起源」を
テーマに当研究所の研究員が講演を行
います。その後には質疑応答の時間を
設定しています。
日時　5 月 11 日（土） 
　　　午後 1 時 30 分～ 3 時
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階ホール
対象　高校生以上
講師　山本真也
　　　（火山防災研究部 研究員）
参加費　無料
定員　約１２０名
問い合わせ
　環境教育・交流部  広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

もりのおはなしかい
　季節の自然をテーマにした絵本や紙
芝居を使った読み聞かせ、自然に親しむ
活動を行っています。開始30分前から
折り紙教室も行っています。
日時　5 月 19 日（日） 
　　　①午前 10 時 30 分～ 
　　　②午後 2 時（１回約 40 分）
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）
参加費　無料
定員　どなたでも
問い合わせ
　環境教育・交流部  教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

親子森を楽しむ会 夏
　森の中でネイチャーゲームをして、親
子で楽しく工作をします。

日時　6月22日（土）　午前9時～正午
場所　山梨県富士山科学研究所と
　　　研究所敷地内の森
対象　小学生とその保護者
参加費　無料
定員　30名
申し込み
　5月18日（土） 午前10時より、
　電話にて受け付けます（先着順）
問い合わせ
　環境教育・交流部   教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

U-15 理科研究部
　光環境の違いが植物にどんな影響を
及ぼすか、当研究所の研究員と考えて
みませんか。科学に興味があるひと、研
究員になってみたいひと、そんなひとた
ちに向けた体験型イベントです。
日時　6月29日（土）　午前9時～正午
場所　山梨県富士山科学研究所
対象　小学生４年生～中学３年生
講師　中野　隆志
　　　（当研究所 環境教育・交流部）
参加費　無料
定員　10名
申し込み
　5月25日（土） 午前10時より、
　電話にて受け付けます（先着順）
問い合わせ
　環境教育・交流部  教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

裁判員制度10周年記念イベント
日時　5月21日（火）
　　　午後1時～4時30分
場所　甲府地方・家庭裁判所
　　　（甲府地中央１－１０－７）
募集人数　約40人程度
　　　　　（参加費無料・先着順）
内容　（１）模擬裁判員体験
　　　（２）法廷見学（写真撮影可）
　　　（３）裁判員経験者及び法律家に
　　　　  よるパネルディスカッション
申込期間　5月7日（火）～5月17日（金）
受付時間　午前8時30分～午後5時
　　　　　（土日祝日を除く）
申込方法　電話にてお申し込みください
申し込み
　甲府地方裁判所事務局総務課庶務係
   ℡.055-235-1133

第27回定期演奏会
日時　5月26日(日)
開場　午後1時30分
　　　(開演前ウェルカムコンサートあり)
開演　午後2時
場所　ふじさんホール
入場料　500円(高校生以下無料)
指揮　岡 良介
ゲスト　下吉田中学校吹奏楽部
曲目
●交響曲第9番「新世界より」
●「いだてん」メインテーマ
●「ラピュタ」キャッスル・イン・ザ・スカイ
　他
問い合わせ
　℡0555-23-0033

自然散策ウォークラリー
　世界文化遺産になった富士山の構成
資産の散策や、自然と触れあいながら
のウォークラリーです。
開催日　5月25日（土）
　　　　受付　午前8時30分～
　　　　※雨天中止
　　　　スタート 午前9時30分
　　　　制限時間  1時間30分以内　
　　　　※森の中も歩きます。
場所　富士北麓公園　　
対象　小学生以上　１チーム３～５名
　　　（男女混成可能）
　　　※ただし、小学生だけで構成され
　　　　たチームは参加できません。
参加料　１組５００円
申込方法　所定の申込用紙にボールペ

ンで必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘ、郵送、メールまたは窓口
に直接お申込み下さい。

　　　　　当日の参加申込も可能です。
申込期間　5月1日（水）～
　　　　　午前9時～午後5時
申し込み・問い合わせ
　〒403-0005
　山梨県富士吉田市上吉田５０００
　公益財団法人　山梨県スポーツ協会
　富士北麓公園管理事務所
　「自然散策ウォークラリー」係
　℡.0555-24-3651
　FAX.0555-24-3368
　Mail．hokuroku@mfi.or.jp

　　℡.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　5月22日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年7・10月、
　　　平成31年1月生まれ

■１歳６か月・３歳児健診
日時　5月21日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成27年11・12月、
　　　平成29年9月・10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

事業主のみなさまへ
労働保険料と一般拠出金の
申告・納付はお早めに
～本年は、6月3日から7月10日まで～
　労働保険料・一般拠出金の年度更新
手続は、本年は、6月3日（月）から7月
10日（水）の間に行うこととなっており
ます。法定申告・納付期限内に申告・納
付を済ませていただきますようお願いし
ます。年度更新申告書の送付は5月末、
申告書受理会は6月中旬以降を予定し
ています（申告書受理会の日程等は、申

ゆいの広場ひらりにて、村内のお子さまの成長を祝い、鯉のぼりを飾りました。今月の表紙の写真！

告書に同封してお知らせします。）。
　労災保険率、雇用保険率及び一般拠
出金率の改定はありません。
　雇用保険は、①1週間の所定労働時
間が20時間以上であり、②31日以上
の雇用見込みがある場合には、原則と
して適用対象となります。平成29年1
月1日から65歳以上の方も雇用保険の
対象となりました。なお、64歳以上の高
年齢労働者の方は、平成31年度まで雇
用保険の保険料が免除されますが、次
年度からは適用されません。
問い合わせ
　山梨労働局労働保険徴収室
　℡.055-225-2852
　甲府労働基準監督署（労災課）
　℡.055-224-5619
　都留労働基準監督署（労災課）
　℡.0554-43-2195
　鰍沢労働基準監督署（労災課）
　℡.0556-22-3181

　山梨県事業引継ぎセンターは、中小
企業・小規模事業者の皆さんの事業承
継や事業引継ぎに関するご相談をお受
けする、公的な相談窓口です。
　「後継者がいない」「事業の引継ぎに
不安がある」など、事業承継の専門家が
相談をお受けし、課題解決をサポートし
ます。
　ご相談は無料・秘密厳守です。安心し
てご相談いただけます。
　お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
　山梨県事業引継ぎ支援センター
　℡.055-243-1830

東富士五湖道路　全線開通30周年
　東富士五湖道路は、1989（平成元）
年3月29日に全線開通し、今年で30周
年の節目を迎えました。その間、約1億
台ものお客様にご利用いただき、通勤・
通学、観光や物流などを支え、地域経済
の発展に貢献してまいりました。
　主な整備効果としては、①一般国道
138号の交通量を分担して国道の混雑
が緩和、通行止め時の代替路として機
能発揮　②山梨⇔静岡県間の所要時
間が約4割短縮（58分⇒34分）、定時

性・速達性の向上により県境を越える移
動が高速バスで便利に　③物流面の優
位性により沿線に新たな企業が立地す
るなど沿線市町村の製造品出荷額が
1.9倍に増加、経済波及効果は30年で
5,900億円（山梨県内効果は約6割）
です。
　中日本高速道路では、引き続き、東富
士五湖道路を安全・安心してご利用い
ただくため、日々の適切なメンテナンス
はもちろんのこと、交通事故対策や災
害対策ならびに円滑な登記の交通確保
に向けて万全を尽くしてまいります。
問い合わせ
　中日本高速道路株式会社八王子支社
　大月保全・サービスセンター
　℡.0554-22-2151

無料法律相談
　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。
　開催日は、毎回奇数月の第2火曜日
です。
相談日　5月14日（火）
相談時間　午後1時～4時
相談料　無料
受付　電話予約　※当日受付も可能
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㈹

～記帳相談日をご利用ください～
　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。
●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　5月１6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

山中湖村診療所歯科 富士五湖ウインドオーケストラ

富士北麓公園

甲府地方裁判所

山梨県富士山科学研究所

イベント

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

山梨労働局

山梨県事業引継ぎ支援センター

お知らせ

中日本高速道路株式会社

恩賜林組合

相　談

南都留中部商工会
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

5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P28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　　

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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世帯数

人　口

2,916 （－4）

216 （＋8）

2,383 （＋4）

男

2,901 （＋2）女

5,817 （－2）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（平成31年3月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　3月届出分

おめでとう（誕生）
氏名 　     保護者

大森　翔悟　　舞梨乃
しょうご

おくやみ（死亡）

氏名 　  　（歳）　届出人

小田　正張　　（77）　ゆみ子

高村　良子　　（94）　倉司
平成31年（令和元）年度 山中湖村当初予算概要 ……… 02-03
平成31年（令和元）年度区役員・消防団幹部団員紹介 … 04
東京2020テストイベント 住民説明会 ………………… 07
乳がん・骨粗しょう症車健診申し込み …………………… 08-09
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ゆいの広場ひらり　鯉のぼり

5月
2019.March

No.439

28 29 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 1

 大安 赤口 先勝 友引

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 大安 赤口

献血
10:00～12:00

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

元気いっぱい
山中湖健康診査

（P19）

元気いっぱい
山中湖健康診査

（P19）

元気いっぱい
山中湖健康診査

（P19）

一斉清掃 第39回スポニチ
山中湖ロードレース
前夜祭（P25）

第39回スポニチ
山中湖ロードレース

（P25）

元気いっぱい
山中湖健康診査

（P19）
山中湖村民
ゴルフ大会（P20）
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憲法記念日国民の休日天皇の即位の日 みどりの日
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