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1月の行事予定
2020 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～19:00）詳しくはP25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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最終日
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《留意事項》一般住民からの照会の場合は、富士五湖消防本部へ問い合わせるようご指導ください。　●富士五湖消防本部案内番号　℡.０５５５－２３－４４４４　開業医の休日急患診療は軽症患者のみを扱う。救急車の搬送受入れは原則として行なわない。

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

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　奇数日が外科、偶数日が内科
山梨赤十字病院　　奇数日が内科、偶数日が外科

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

令和２年１月から３月まで

診療時間

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

休日　8:30～17:00　診療時間1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
佐藤医院
ふじさん腎臓内科クリニック
富士彩クリニック
富士の森クリニック
フジ河口湖クリニック
ふじよしだ勝和クリニック
富士吉田泌尿器科クリニック

木

日

日
月・祝
日
日

内科
内科
形成外科
内科
内科
内科
泌尿器科
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No.447　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。



　新年あけまして、おめでとうございます。
　輝かしい令和２年の新年を迎え、村民の皆様のご多幸とご健康を心からお祈り申し上げます
と共に、昨年、村政にお寄せいただきましたご支援ご協力に対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年の国内外の出来事を振り返ってみますと、国外においては、日本・ＥＵ経済連携協
定発効、長引く米中の貿易摩擦、相次ぐ北朝鮮のミサイル発射、日韓関係の悪化など、緊張局面
が続きました。
　また、国内においては、台風15・19号をはじめとする豪雨災害、首里城や京アニの大火災、震度
５以上の地震、消費税率の引き上げなど、生命や生活を脅かす出来事が発生した一方、Ｇ20大阪
サミット開催、ラグビーワールドカップでの８強進出、平成から令和への改元など、喜ばしいニ
ュースもあり、慌ただしく過ぎた一年でありました。
　経済面では、戦後最長の景気回復が年初に表明されたものの、国際情勢が目まぐるしく展開

する中、年末にかけて景気動向指数は悪化に転じるなど、今後の見通しは混沌を極めております。
　また、働き方改革関連法による時間外勤務の抑制や有給休暇の取得促進等が、推進される中で、生産年齢人口減少に
よる人手不足には、外国人労働者の受け入れやＡＩ・ＩoＴ等の活用への取り組みが行われております。
　私たちを取り巻く環境は、短期間に激動する状況にあって、大きな変革期を迎えており、否が応でも、それに対応し
ていく必要性が、求められております。
　私は２期目の就任時に、「明るい未来につながる村政を、村民総参加により、加速・実現します。」をスローガンに掲げ
ました。このために不可欠な条件は、自立した持続可能な行政体制を確立していくことにあります。
　これまでに、役場の組織機構改革、平野交差点を中心とした社会基盤整備、ＤＭＯ設立による観光戦略や観光協会・
観光振興公社の強化、子育てから高齢者まで福祉施策の充実、未来を担う人材育成・教育の振興、計画的財政運営と情
報発信など、官民共同により課題に取り組んでまいりました。
　本年は、いよいよ歴史的な大イベント「東京2020オリンピック自転車競技ロードレース」が開催されます。
　明るい未来に向けて、非常に重要で大きな転機と共に絶好のチャンスを迎えていると感じておりますので、長期的
視点に立ち、集中と選択により、力強く前進させる面と守り控える部分をしっかりとバランスを取り、希望を持って、
村政伸展と住民福祉の向上のため、粉骨砕身の覚悟を持って、村政の運営にあたりますので、ご理解とご協力をよろし
くお願い申し上げます。
　結びに、本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますよう心からご祈念いたしまして、新春のご挨拶といた
します。

　新年あけましておめでとうございます。
　村民の皆様には、輝かしい令和２年の新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。年
頭にあたり、山中湖村議会を代表し謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　また、平素より村議会に対し深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。私どもは、昨
年４月の議員改選により新たに12名の議員で村議会をスタートいたしました。皆様の声をしっ
かりと受け止め、信頼される議会、開かれた議会を目指し、多くの行政課題の解決に向け、議員
一同頑張ってまいりたいと思っております。
　さて、新時代を迎え本年７月から８月には世界的スポーツの祭典「東京2020オリンピック」が
開催されます。山中湖村では7月25・26日の２日間「自転車競技ロードレース」が開催される予定
となっており、競技会場としてオリンピックの歴史に名を残すこととなり、日本人はもとより
多くの外国人の方が訪れることが予想され、自転車の聖地として新たな山中湖村を世界に発信

していく大きなチャンスでありますので、議員一同一丸となりオリンピック成功に向け、努力してまいります。
　私ども議会は、今後におきましても村民の代表として村当局と連携を密にし、議会として果たすべき役割・責任を十
分認識し、活力あふれた魅力あるまちづくりを目指し、村民の皆様と情報共有しながら、全力で取り組んでまいります。
　結びに、本年も、村政ならびに村議会に対し、昨年にも増して温かいご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げ
ますとともに、皆様のご健勝とご多幸を心から祈念し、年頭のご挨拶といたします。

初春のご挨拶

山中湖村長
高村文教

山中湖村議会 議長
 高村高義

初春のご挨拶

　山中湖村消防団では、新年の始まりにあ
たり、消防団員の士気高揚・団結強化、また
地域住民の防災に対する意識の高揚を図
ることを目的に出初式を開催します。

日　時　1月12日（日）
演　習　午前9時15分～
　　　　ヨットハーバー
式　典　午前10時～
　　　　山中湖村プール併用村民体育館
　　　　（中学校横）

問い合わせ　総務課　防災グループ　℡.62-1111

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

山中湖村消防団出初式令和２年

※平成26年度（平成27年3月）に山中湖中学校を卒業した49名を含む60名のうち、
　名簿の掲載に同意していただいた、51名の方を掲載しております。

１月12日（日）  午後１時３０分日　　時

山中湖村公民館会 　 場

平成11年４月２日～平成１2年４月１日に生まれた方対 象 者

お名前（敬称略：順不同）
天野　竜源  池田　樹人  長田　一樹  長田　陵  久保田佳緯 

權正　一輝  坂本　剛  高村　敬太  高村　絃太  高村　拓実 

高村　大夢  高村　眞斗  羽田英太郎  羽田　征司  羽田　留維 

羽田　玲  古屋　圭梧  堀内　隆人  森田　和馬  渡邉　晃人

渡邊信太朗  渡邉　泰地  渡邊　一司  渡邊　勇斗

おめでとうございます！
ご成人 令和２年　成人式

天野　沙耶  天野　まみ  石橋　花  大森　美穂  長田　絹彩 

長田　胡桃  長田　奈菜  長田　妃智  五島　朱梨  後藤　優花 

小林　咲南  近藤　里歩  坂本　美果  佐藤　萌花  杉浦　萌香

高村日奈子  高村　芽似  千葉　暁絵  　屋　音々  中澤　唯 

羽田亜由美  羽田　早希  羽田菜奈子  羽田　響波  羽田　未麗 

羽田　桃華  羽田　梨沙  
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おめでとうございます！
ご成人 令和２年　成人式

天野　沙耶  天野　まみ  石橋　花  大森　美穂  長田　絹彩 

長田　胡桃  長田　奈菜  長田　妃智  五島　朱梨  後藤　優花 

小林　咲南  近藤　里歩  坂本　美果  佐藤　萌花  杉浦　萌香

高村日奈子  高村　芽似  千葉　暁絵  　屋　音々  中澤　唯 

羽田亜由美  羽田　早希  羽田菜奈子  羽田　響波  羽田　未麗 

羽田　桃華  羽田　梨沙  
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村議会12月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第４回定例会（１２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４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と
もに、現時点での私の村政運営に関しての
考え方を申し述べ、議員各位と村民の皆様
のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
　はじめに、天皇陛下の即位の礼が厳かに
執り行われましたが、国内外を取り巻く環境
が大きく変化する中で、日本国及び日本国
民統合の象徴として、新たな歴史への期待
が膨らみ、感慨を覚えました。
　時代は、これまでにない程速いスピードで
変わっていくと言われておりますが、守るべ
きものと切り開くもの、改めてその思いを強
くしたところであります。
　この秋は、厳しい残暑から一変し大雨が相
次ぎ、不順な天候が続く状況となりました。
　特に、台風１９号は強い勢力で伊豆半島
に上陸したため、本村でも災害警戒本部を
立ち上げると共に、自主避難を促し、避難
準備及び高齢者等避難開始情報を発令し
ました。
　また、避難所を役場に開設し、７世帯１２
名の避難者を受け入れしましたが、うち１名
は交通遮断による千葉県からの滞留者であ
りました。
　倒木や停電の発生等があったものの、幸
い大きな被害はありませんでしたが、改めて
本村の防災体制について、観光地である特
殊性と課題点を再認識いたしました。
　１１月２１日には、３９団体約５００名の参加
のもと交流プラザきらら及び花の都公園で、
テロ行為を想定した山梨県国民保護実動訓
練が行われました。
　交流プラザきららでは、イベント開催中に
おける化学爆弾の爆発を想定し、消防・警
察・自衛隊・ＤＭＡＴの各部隊が、被災者の救
出から除染、医療救護、被災者の収容及び
搬送などを大規模に実施、本村にも山中湖
村コミュニティセンターに軽傷者及び非負傷
者約８０名を収容するための避難所及び医
療救護所を開設し、医師会等の診察を受け
る内容が設定されました。
　今回の訓練は、来年開催される東京２０２
０オリンピック自転車ロードレース競技を控
えた本村としては大変有意義な訓練となり
ました。
　収容者の一人一人に実際に接し、その
時々に応じた対応を行わなければなりませ
んでしたので、初めて行う事務や手順の不
明点など、実動訓練ならではの反省点もあり

ましたが、事態対応力の向上が図れたと思
います。
　村消防団、平野区、日赤奉仕団をはじめ、
訓練にご協力いただきました皆様に感謝申
し上げます。
　議員各位にも出席いただき１０月２２日に
開催しましたフランスのエビアン市歓迎レセ
プションでは、エビアン市のレイ市長、ガトー
スポーツ部長、モダファリ文化部長以下柔
道関係者を含め２７名をお迎えしました。
　すでに平成２９年７月に友好交流協定を
締結しておりましたが、その後初めての来村
となりましたので、親和性の向上による交流
の深化を図るためにも絶好の機会でありま
した。
　滞在期間中を通じて、様々な意見交換が
出来ましたので、観光はもちろん、教育や産
業、文化やスポーツといった様々な面での
交流や、学生をはじめとする人事交流などを
進めていくことが期待され、将来的には友好
都市締結に結びつけられればと考えており
ます。
　オリンピックのレガシーの一つとして１１
月３日に実施いたしました「第１回山中湖サ
イクリングクラシック」では、県内外から７４
名の選手が出場し、本村を本拠地とする世
界的育成・地域密着型トップサイクリングチ
ーム「山中湖シクリスムフォーマション」から
も５名が出走しました。
　大会名には、自転車ロードレースにおける
ワンデイ競技のうち長い歴史と高い格式が
あるレースが呼ばれるクラシックを入れてい
ますが、世界最高レベルのオリンピックに向
けての機運醸成大会として、その後の自転
車文化の定着を図るための記念大会とし
て、成長・定着させていくことを目指しており
ます。
　大会運営は、自転車文化の普及を目的に
設立され、「山中湖シクリスムフォーマショ
ン」やサイクリングコミュニティ「山中湖サイ
クリングクラブ」の活動を実施している一般
社団法人「山中湖サイクリングチーム」に委
託しました。準備や調整不足の課題もいくつ
か発生しましたが、初めての大会としては全
体的に、今後に希望が持てる良い内容であ
ったと捉えております。
　「自転車を活用したまちづくりを推進する
全国市区町村長の会」でも、自転車に関連
する総合的な財政支援、ナショナルサイクル
ルートによるツーリズム促進、公共交通機関
等のサイクリスト利便性向上など、提言や要
望が行われ、全国各地で取組みが進められ

ておりますが、本村も「自転車の聖地」と呼
ばれることを目指していきたいと考えており
ます。
　オリンピック本番まであと８ヶ月を切りまし
たが、機運を更に高めていくために、いよい
よ５種類ののぼり旗や横断幕によるシティド
レッシングを開始します。
　明日６日には、まず庁舎周辺から装飾し、
年明けの３月には、山中・平野・旭日丘の３交
差点に、オリンピック本番２週間前には、湖
畔周辺に順次拡大してまいりますので、村
内を色とりどりのイメージカラーで飾り、盛
り上げていきたいと思います。
　来年は、村名変更５５周年の一つの節目
に当たりますが、これに合わせた村歌制定
にも取り組んでおります。
　現在本村には、集団円舞曲の「山中湖
音頭」やイメージソングの「レイクサイドヒ
ロイン」などがありますが、村の正式な式
典等において村民一同で斉唱する歌があ
りません。
　文化振興の観点からも、様々な世代の村
民が、故郷への感謝と発展への思いを一つ
にして歌える賛歌としての「村歌」を持ち、
様々な場面でこれを歌い、育てていくことは
大変意義深いことであり、必要とされている
と考えます。
　制定委員会での検討が進められておりま
すので、区切りの機会ごとに報告をしたいと
思います。
　新聞報道にもあったごみ処理広域化につ
いては昨年、都留市中津森地区を候補地と
した「Ｂブロックごみ処理広域化検討委員
会」に対し、事業費が多大であること、土砂
災害警戒区域であることなどから、当該計
画には参加しない回答を行ったところであり
ます。
　その後、方向性を見出すために富士北麓
地域の自治体により、慎重に検討を重ねて
きましたが、富士北麓地域内の西桂町小沼
地区が有力候補地として浮上しました。
　当該地は、周辺自治体からの距離、道路
の利便性、事業費の低減など、条件的に優
れている結論に至りました。
　このため、西桂町を除く富士吉田市、忍野
村、富士河口湖町、鳴沢村、及び本村の首
長合同で、西桂町長に対し候補地とさせて
いただきたい旨、申し入れを行ったところで
あります。
　西桂町には大変なご判断をお願いするわ
けですが、回答をいただいた折には改めて
報告させていただきますので、ご理解ご協

力をお願いいたします。
　ゆいの広場ひらり南工区のあずま屋とバ
ス待合所は、令和元年度山梨県建築文化賞

「建築文化奨励賞」を受賞しました。
　平野集落中心の交差点周辺をエリアとし
た官・民・地元で連携した再整備プロジェクト
であり、地元住民が協力して地域にマッチし
たものにしようとしている点や、隣接地の建
物にも影響を与えている状況が、特に評価
されました。
　取組みの姿勢や方向性が、選定の中で理
解されていることに自信を深めると共に、今
後の事業展開にも生かしていきたいと感じ
たところであります。
　さて、早いもので、私の再選任期の３年目
が過ぎようとしております。国内では、大型
台風をはじめとする集中豪雨、首里城や京
アニの火災、震度５以上の地震、消費税率
の引き上げ、国外でも、長引く米中の貿易摩
擦、相次ぐ北朝鮮のミサイル発射など、生命
や生活を脅かす出来事が発生する一方、平
成から令和への改元、ラグビーワールドカッ
プでの８強進出など、喜ばしい出来事もあ
り、目まぐるしい一年でございました。
　私は２期目の就任時に、「明るい未来につ
ながる村政を、村民総参加により、加速・実
現します。」をスローガンに掲げました。
　我が国は、人口減少局面に突入しており、
山中湖村人口ビジョンでは約４０年後の２０
６０年の人口は、３，０２０人に減少すると予
想されおり、このため、山中湖村まち・ひと・
しごと創生総合戦略において、総人口を３，５
００人に維持するための各種施策を展開し
ておりますが、本年度は、山中湖村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略の５ヶ年計画の完了
年度に当たっており、本村の近未来１０年間
の重要な羅針盤となる長期総合計画も最終
年度となりますので、村民の将来に直結す
る両計画の更新を慎重かつ丁寧に行ってお
ります。
　消費税導入による法人税率の減少や消費
の停滞、経済摩擦の影響、ＩＣＴをはじめとす
る構造変化など、本村の根幹をなす村民税
を取り巻く環境は厳しさを増しております
が、少子高齢社会への対応、教育・生涯学習
の充実、産業の振興、インフラ施設の維持
更新など、村民生活や企業経営を支える行
政サービスについて、持続可能な提供のた
めの行政体制を確立することが、人口減少
対策に的確につながるものと考えます。
　地方分権の更なる推進により地方公共団
体に期待される役割が大きくなる中で、長
期的視点に立ち、集中と選択により、力強く
前進させる面と守り控える部分をしっかりと
バランスを取り、希望を持って、村政推進と
住民の皆様の福祉の向上のため、粉骨砕身
の覚悟を持って、８年目に臨みますので、引
き続き議員各位並びに村民の皆様のご理
解とご協力を賜わりますようお願い申し上
げます。

議会提出案件（概要）
議案第６３号
山中湖村表彰条例の一部を改正する
条例制定について
議案第６４号
山中湖村印鑑条例の一部を改正する
条例制定について
　成年被後見人等の権利の制限に係る措置
の適正化等を図るための関係法律の整備に
関する法律の施行等に伴い、所要の改正を
行うものであります。
議案第６５号
山中湖村一般職の任期付職員の採用に関す
る条例の一部を改正する条例制定について
議案第６６号
山中湖村職員給与条例の一部を改正する
条例制定について
　人事院勧告により、月例給の引上げ等改
定を行い、民間給与との均衡を図るため、そ
れぞれ所要の改正を行うものであります。
議案第６７号
山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び
蒼生庵の設置及び管理条例の一部を
改正する条例制定について
　山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び蒼
生庵の管理を指定管理者に行わせるため、
所要の改正を行うものであります。
議案第６８号
山中湖交流プラザきららの設置及び管理
条例の一部を改正する条例制定について
　山中湖交流プラザきららの管理運営につ
いて、指定管理者による利用料金制に移行
するため、所要の改正を行うものであります。
議案第６９号
令和元年度山中湖村一般会計補正予算に
ついて
　歳入につきましては、村税の村民税、法人
現年課税分として６，９２８万１千円を減額し、
県支出金の県負担金、後期高齢者保険基盤
安定負担金として１７万６千円を、寄附金の
ふるさと納税寄附金として８，０４２万９千円
を、繰入金の基金繰入金、財政調整基金繰
入金として５，０１２万３千円を増額しました。
　歳出につきましては、各科目に山中湖村職
員給与条例の一部改正に伴う、職員人件費
の過不足分の調整費を計上しました。
　総務費の総務管理費につきましては、ふる
さと納税推進事業費 ４，７３２万３千円を計上
しました。
　衛生費の保健衛生総務費につきまして
は、すこやか子ども医療費助成事業費 ２６７
万円を計上しました。
　商工費につきましては、山中湖村商工業
振興資金等利子補給事業として、中小企業
への補助金 ４５万４千円を計上しました。
　教育費の教育総務費、情報推進事業とし
て、小中学校の教員用パソコンソフト更新費 
２７８万３千円を、保健体育費のスポーツ少年
団補助事業として、クラウドファンディングを
財源とした補助金 １００万円を計上しました。

　この結果、総額６，１４４万７千円を追加補
正し、歳入歳出それぞれ４４億７５９万１千円
となっております。
　債務負担行為の追加については、山中湖
情報創造館および山中湖文学の森俳句の館
風生庵・蒼生庵の管理協定を締結することに
ついて、令和元年度から令和５年度までの期
間で、限度額１億１，６００万円を設定しました。
議案第７０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
　山中湖村職員給与条例の一部改正に伴う
職員人件費の過不足分の調整のほか、給付
実績の増加見込みから、一般被保険者療養
費 １，５５０万円を、一般被保険者高額療養費 
１，０５０万円をそれぞれ追加しております。
議案第７１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
議案第７２号
令和元年度山中湖村簡易水道特別会計補
正予算について
議案第７４号
令和元年度山中湖村介護予防支援事業特
別会計補正予算について
 以上３会計補正予算につきましては、山中
湖村職員給与条例の一部改正に伴う職員人
件費の過不足分の調整するものであります。
議案第７３号
令和元年度山中湖村介護保険特別会計補
正予算について
　山中湖村職員給与条例の一部改正に伴う
職員人件費の過不足分の調整のほか、保険
給付費の各サービス費 ４３７万３千円を、地
域支援事業の各事業費 ７６万４千円をそれ
ぞれ計上しております。
議案第７５号
令和元年度山中湖村後期高齢者医療特別
会計補正予算について
　後期高齢者医療広域連合納付金として ４
４４万円を計上しました。
議案第７６号
山中湖情報創造館の指定管理者の指定に
ついて
　令和２年４月から４年間の指定管理者につ
いて、特定非営利活動法人地域資料デジタル
化研究会を指定しようとするものであります。
諮問第１号
山中湖村人権擁護委員候補者の推薦に
ついて
　人権擁護委員法第６条第３項の規定によ
り議会の意見を求めるものであります。

　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。
　（１２月５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12月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第４回定例会（１２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４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と
もに、現時点での私の村政運営に関しての
考え方を申し述べ、議員各位と村民の皆様
のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
　はじめに、天皇陛下の即位の礼が厳かに
執り行われましたが、国内外を取り巻く環境
が大きく変化する中で、日本国及び日本国
民統合の象徴として、新たな歴史への期待
が膨らみ、感慨を覚えました。
　時代は、これまでにない程速いスピードで
変わっていくと言われておりますが、守るべ
きものと切り開くもの、改めてその思いを強
くしたところであります。
　この秋は、厳しい残暑から一変し大雨が相
次ぎ、不順な天候が続く状況となりました。
　特に、台風１９号は強い勢力で伊豆半島
に上陸したため、本村でも災害警戒本部を
立ち上げると共に、自主避難を促し、避難
準備及び高齢者等避難開始情報を発令し
ました。
　また、避難所を役場に開設し、７世帯１２
名の避難者を受け入れしましたが、うち１名
は交通遮断による千葉県からの滞留者であ
りました。
　倒木や停電の発生等があったものの、幸
い大きな被害はありませんでしたが、改めて
本村の防災体制について、観光地である特
殊性と課題点を再認識いたしました。
　１１月２１日には、３９団体約５００名の参加
のもと交流プラザきらら及び花の都公園で、
テロ行為を想定した山梨県国民保護実動訓
練が行われました。
　交流プラザきららでは、イベント開催中に
おける化学爆弾の爆発を想定し、消防・警
察・自衛隊・ＤＭＡＴの各部隊が、被災者の救
出から除染、医療救護、被災者の収容及び
搬送などを大規模に実施、本村にも山中湖
村コミュニティセンターに軽傷者及び非負傷
者約８０名を収容するための避難所及び医
療救護所を開設し、医師会等の診察を受け
る内容が設定されました。
　今回の訓練は、来年開催される東京２０２
０オリンピック自転車ロードレース競技を控
えた本村としては大変有意義な訓練となり
ました。
　収容者の一人一人に実際に接し、その
時々に応じた対応を行わなければなりませ
んでしたので、初めて行う事務や手順の不
明点など、実動訓練ならではの反省点もあり

ましたが、事態対応力の向上が図れたと思
います。
　村消防団、平野区、日赤奉仕団をはじめ、
訓練にご協力いただきました皆様に感謝申
し上げます。
　議員各位にも出席いただき１０月２２日に
開催しましたフランスのエビアン市歓迎レセ
プションでは、エビアン市のレイ市長、ガトー
スポーツ部長、モダファリ文化部長以下柔
道関係者を含め２７名をお迎えしました。
　すでに平成２９年７月に友好交流協定を
締結しておりましたが、その後初めての来村
となりましたので、親和性の向上による交流
の深化を図るためにも絶好の機会でありま
した。
　滞在期間中を通じて、様々な意見交換が
出来ましたので、観光はもちろん、教育や産
業、文化やスポーツといった様々な面での
交流や、学生をはじめとする人事交流などを
進めていくことが期待され、将来的には友好
都市締結に結びつけられればと考えており
ます。
　オリンピックのレガシーの一つとして１１
月３日に実施いたしました「第１回山中湖サ
イクリングクラシック」では、県内外から７４
名の選手が出場し、本村を本拠地とする世
界的育成・地域密着型トップサイクリングチ
ーム「山中湖シクリスムフォーマション」から
も５名が出走しました。
　大会名には、自転車ロードレースにおける
ワンデイ競技のうち長い歴史と高い格式が
あるレースが呼ばれるクラシックを入れてい
ますが、世界最高レベルのオリンピックに向
けての機運醸成大会として、その後の自転
車文化の定着を図るための記念大会とし
て、成長・定着させていくことを目指しており
ます。
　大会運営は、自転車文化の普及を目的に
設立され、「山中湖シクリスムフォーマショ
ン」やサイクリングコミュニティ「山中湖サイ
クリングクラブ」の活動を実施している一般
社団法人「山中湖サイクリングチーム」に委
託しました。準備や調整不足の課題もいくつ
か発生しましたが、初めての大会としては全
体的に、今後に希望が持てる良い内容であ
ったと捉えております。
　「自転車を活用したまちづくりを推進する
全国市区町村長の会」でも、自転車に関連
する総合的な財政支援、ナショナルサイクル
ルートによるツーリズム促進、公共交通機関
等のサイクリスト利便性向上など、提言や要
望が行われ、全国各地で取組みが進められ

ておりますが、本村も「自転車の聖地」と呼
ばれることを目指していきたいと考えており
ます。
　オリンピック本番まであと８ヶ月を切りまし
たが、機運を更に高めていくために、いよい
よ５種類ののぼり旗や横断幕によるシティド
レッシングを開始します。
　明日６日には、まず庁舎周辺から装飾し、
年明けの３月には、山中・平野・旭日丘の３交
差点に、オリンピック本番２週間前には、湖
畔周辺に順次拡大してまいりますので、村
内を色とりどりのイメージカラーで飾り、盛
り上げていきたいと思います。
　来年は、村名変更５５周年の一つの節目
に当たりますが、これに合わせた村歌制定
にも取り組んでおります。
　現在本村には、集団円舞曲の「山中湖
音頭」やイメージソングの「レイクサイドヒ
ロイン」などがありますが、村の正式な式
典等において村民一同で斉唱する歌があ
りません。
　文化振興の観点からも、様々な世代の村
民が、故郷への感謝と発展への思いを一つ
にして歌える賛歌としての「村歌」を持ち、
様々な場面でこれを歌い、育てていくことは
大変意義深いことであり、必要とされている
と考えます。
　制定委員会での検討が進められておりま
すので、区切りの機会ごとに報告をしたいと
思います。
　新聞報道にもあったごみ処理広域化につ
いては昨年、都留市中津森地区を候補地と
した「Ｂブロックごみ処理広域化検討委員
会」に対し、事業費が多大であること、土砂
災害警戒区域であることなどから、当該計
画には参加しない回答を行ったところであり
ます。
　その後、方向性を見出すために富士北麓
地域の自治体により、慎重に検討を重ねて
きましたが、富士北麓地域内の西桂町小沼
地区が有力候補地として浮上しました。
　当該地は、周辺自治体からの距離、道路
の利便性、事業費の低減など、条件的に優
れている結論に至りました。
　このため、西桂町を除く富士吉田市、忍野
村、富士河口湖町、鳴沢村、及び本村の首
長合同で、西桂町長に対し候補地とさせて
いただきたい旨、申し入れを行ったところで
あります。
　西桂町には大変なご判断をお願いするわ
けですが、回答をいただいた折には改めて
報告させていただきますので、ご理解ご協

力をお願いいたします。
　ゆいの広場ひらり南工区のあずま屋とバ
ス待合所は、令和元年度山梨県建築文化賞

「建築文化奨励賞」を受賞しました。
　平野集落中心の交差点周辺をエリアとし
た官・民・地元で連携した再整備プロジェクト
であり、地元住民が協力して地域にマッチし
たものにしようとしている点や、隣接地の建
物にも影響を与えている状況が、特に評価
されました。
　取組みの姿勢や方向性が、選定の中で理
解されていることに自信を深めると共に、今
後の事業展開にも生かしていきたいと感じ
たところであります。
　さて、早いもので、私の再選任期の３年目
が過ぎようとしております。国内では、大型
台風をはじめとする集中豪雨、首里城や京
アニの火災、震度５以上の地震、消費税率
の引き上げ、国外でも、長引く米中の貿易摩
擦、相次ぐ北朝鮮のミサイル発射など、生命
や生活を脅かす出来事が発生する一方、平
成から令和への改元、ラグビーワールドカッ
プでの８強進出など、喜ばしい出来事もあ
り、目まぐるしい一年でございました。
　私は２期目の就任時に、「明るい未来につ
ながる村政を、村民総参加により、加速・実
現します。」をスローガンに掲げました。
　我が国は、人口減少局面に突入しており、
山中湖村人口ビジョンでは約４０年後の２０
６０年の人口は、３，０２０人に減少すると予
想されおり、このため、山中湖村まち・ひと・
しごと創生総合戦略において、総人口を３，５
００人に維持するための各種施策を展開し
ておりますが、本年度は、山中湖村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略の５ヶ年計画の完了
年度に当たっており、本村の近未来１０年間
の重要な羅針盤となる長期総合計画も最終
年度となりますので、村民の将来に直結す
る両計画の更新を慎重かつ丁寧に行ってお
ります。
　消費税導入による法人税率の減少や消費
の停滞、経済摩擦の影響、ＩＣＴをはじめとす
る構造変化など、本村の根幹をなす村民税
を取り巻く環境は厳しさを増しております
が、少子高齢社会への対応、教育・生涯学習
の充実、産業の振興、インフラ施設の維持
更新など、村民生活や企業経営を支える行
政サービスについて、持続可能な提供のた
めの行政体制を確立することが、人口減少
対策に的確につながるものと考えます。
　地方分権の更なる推進により地方公共団
体に期待される役割が大きくなる中で、長
期的視点に立ち、集中と選択により、力強く
前進させる面と守り控える部分をしっかりと
バランスを取り、希望を持って、村政推進と
住民の皆様の福祉の向上のため、粉骨砕身
の覚悟を持って、８年目に臨みますので、引
き続き議員各位並びに村民の皆様のご理
解とご協力を賜わりますようお願い申し上
げます。

議会提出案件（概要）
議案第６３号
山中湖村表彰条例の一部を改正する
条例制定について
議案第６４号
山中湖村印鑑条例の一部を改正する
条例制定について
　成年被後見人等の権利の制限に係る措置
の適正化等を図るための関係法律の整備に
関する法律の施行等に伴い、所要の改正を
行うものであります。
議案第６５号
山中湖村一般職の任期付職員の採用に関す
る条例の一部を改正する条例制定について
議案第６６号
山中湖村職員給与条例の一部を改正する
条例制定について
　人事院勧告により、月例給の引上げ等改
定を行い、民間給与との均衡を図るため、そ
れぞれ所要の改正を行うものであります。
議案第６７号
山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び
蒼生庵の設置及び管理条例の一部を
改正する条例制定について
　山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び蒼
生庵の管理を指定管理者に行わせるため、
所要の改正を行うものであります。
議案第６８号
山中湖交流プラザきららの設置及び管理
条例の一部を改正する条例制定について
　山中湖交流プラザきららの管理運営につ
いて、指定管理者による利用料金制に移行
するため、所要の改正を行うものであります。
議案第６９号
令和元年度山中湖村一般会計補正予算に
ついて
　歳入につきましては、村税の村民税、法人
現年課税分として６，９２８万１千円を減額し、
県支出金の県負担金、後期高齢者保険基盤
安定負担金として１７万６千円を、寄附金の
ふるさと納税寄附金として８，０４２万９千円
を、繰入金の基金繰入金、財政調整基金繰
入金として５，０１２万３千円を増額しました。
　歳出につきましては、各科目に山中湖村職
員給与条例の一部改正に伴う、職員人件費
の過不足分の調整費を計上しました。
　総務費の総務管理費につきましては、ふる
さと納税推進事業費 ４，７３２万３千円を計上
しました。
　衛生費の保健衛生総務費につきまして
は、すこやか子ども医療費助成事業費 ２６７
万円を計上しました。
　商工費につきましては、山中湖村商工業
振興資金等利子補給事業として、中小企業
への補助金 ４５万４千円を計上しました。
　教育費の教育総務費、情報推進事業とし
て、小中学校の教員用パソコンソフト更新費 
２７８万３千円を、保健体育費のスポーツ少年
団補助事業として、クラウドファンディングを
財源とした補助金 １００万円を計上しました。

　この結果、総額６，１４４万７千円を追加補
正し、歳入歳出それぞれ４４億７５９万１千円
となっております。
　債務負担行為の追加については、山中湖
情報創造館および山中湖文学の森俳句の館
風生庵・蒼生庵の管理協定を締結することに
ついて、令和元年度から令和５年度までの期
間で、限度額１億１，６００万円を設定しました。
議案第７０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
　山中湖村職員給与条例の一部改正に伴う
職員人件費の過不足分の調整のほか、給付
実績の増加見込みから、一般被保険者療養
費 １，５５０万円を、一般被保険者高額療養費 
１，０５０万円をそれぞれ追加しております。
議案第７１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
議案第７２号
令和元年度山中湖村簡易水道特別会計補
正予算について
議案第７４号
令和元年度山中湖村介護予防支援事業特
別会計補正予算について
 以上３会計補正予算につきましては、山中
湖村職員給与条例の一部改正に伴う職員人
件費の過不足分の調整するものであります。
議案第７３号
令和元年度山中湖村介護保険特別会計補
正予算について
　山中湖村職員給与条例の一部改正に伴う
職員人件費の過不足分の調整のほか、保険
給付費の各サービス費 ４３７万３千円を、地
域支援事業の各事業費 ７６万４千円をそれ
ぞれ計上しております。
議案第７５号
令和元年度山中湖村後期高齢者医療特別
会計補正予算について
　後期高齢者医療広域連合納付金として ４
４４万円を計上しました。
議案第７６号
山中湖情報創造館の指定管理者の指定に
ついて
　令和２年４月から４年間の指定管理者につ
いて、特定非営利活動法人地域資料デジタル
化研究会を指定しようとするものであります。
諮問第１号
山中湖村人権擁護委員候補者の推薦に
ついて
　人権擁護委員法第６条第３項の規定によ
り議会の意見を求めるものであります。

　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。
　（１２月５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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問い合わせ　　総合政策課　まちづくり推進グループ　℡.62-9971

　11月29日（金）に行われた第9回美しい県土づくり推進大会にて、第8回美しい県土づくり大
賞の授賞式が行われました。その壇上にて、地域の景観に対して、優れたデザイン等により地
域の魅力の向上に寄与した屋外広告物に対して贈られる「広告景観賞」を、株式会社凛花様と
サインスタジオ・オカ様が受賞しました。
　株式会社凛花様とサインスタジオ・オカ様は、平成25年度に同賞奨励賞を受賞したあと、さ
らなる試行錯誤を繰り返し、より魅力的な広告物を展開したことが高く評価され、今回の広告
景観賞の受賞となりました。
　山中地区は景観に対し先進的な取り組みを行っている地区であり、株式会社凛花様も、中心
となって取り組んでいらっしゃいます。
　山中地区だけでなく、今後もさらなる山中湖の景観向上のために、村民の皆様のご協力をお
願いいたします。　ゆいの広場ひらりロータリー工区・南工区が【良好なま

ちなみ景観を形成している建築物等の部門】で建築文化
奨励賞を受賞しました。
　建築文化賞は、山梨県内において、快適な地域環境を
形成し、景観上又は機能性等に優れた建築物等を表彰することにより、建築文化の高揚を図
り、魅力と風格のある文化的で快適なまちづくりを推進するために、平成2年度から実施され
ています。
　今年度は30周年を記念して、11月29日（金）にベルクラシック甲府で表彰式と記念シンポジ
ウムが行われ、山梨県知事から表彰されました。
　審査委員長からは「平野交差点周辺を官・民・地元で連携して行った再整備プロジェクトで、
地域のステークホルダーの連携のもと、地域の文化的文脈や完成後の空間のあり方を深く追
求した施設整備が行われている。」との選評をいただき、講評では「地域の方が協力して地元
に合ったものにしようとすることが見られ、この整備に合わせ近隣で自主的に建物の色彩を変
更するなど、周辺の景観に影響を与えている。」との言葉をいただきました。
　平成29年度にゆいの広場ひらり北工区が公共建築部門での奨励賞受賞に続いての受賞と
なりました。

第8回
美しい県土づくり大賞 広告景観賞受賞

令和元年度
山梨県建築文化賞 奨励賞受賞

株式会社 凛花様  サインスタジオ・オカ様
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㈱富士建設 山中21・55・56・57、山中湖村公民館、給食センター、山中墓地、平野74（分岐から上）

㈲羽田造園土木 山中20・22・48、国道沿い縦道（18・25・41～43）

太田建設㈲ 山中27・46・47、平野74（分岐から下）

㈱吉羽木材 沖新畑地区全般

㈱富岳造園土木 山中28・33・45、山中小学校

㈲山昭

山中17・丸尾12

富士水熱設備工業㈱ 山中31、山中湖中学校

平野4・14・16、長池コミセン、長池親水公園

㈱大朝開発
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山中
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山中湖村
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（ナガヤ縦横道・いさみ通り・観湖荘通りを含む）

・原則、積雪10cm以上で除雪を開始いたします。

・除雪作業時は道路へ車両等の駐停車をしないよう、ご協力をお願いいたします。

・家の出入り口については、各家庭で対応をお願いいたします。

　また、通行の妨げとなり大変危険ですので、

ご協力をお願いします。　道路に雪を出さないよう、
・通行の支障となるため、道路にはみ出ている庭木の枝等の剪定をお願いします。

円滑な除雪作業ができるようご協力をお願いします。

③

⑦
⑱

08 広報やまなかこ 2020年1月号



⑥

⑧

⑨

19

①①

⑭⑫

④③

③②

③②

19

⑲⑰

⑱⑯
⑳⑱

⑲⑰

⑯⑭

⑮⑬

⑮⑬

⑬⑪

⑬⑪

⑪⑨

⑪⑨

⑧⑦

⑥⑤

⑤④

⑫⑩

⑤④①①

⑮

⑮

③②

⑲⑰

⑮

⑮

問い合わせ
建設水道課　建設グループ
℡.62-9975

除雪の
お知らせ

⑥⑤ ⑮

⑮

⑮

⑮

①

除 雪 区 分 図
指定作業者 除雪箇所

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

㈲ワタナベ建材土木

丸尾1～6・8～10・19、山中10・11、山中保育所

㈲渡邊工業 山中9・58・59、丸尾7・11・13・14・15

タカムラ建設㈱ 3・4、丸尾16～18、山中診療所、山中4号線歩道、旭日丘村営駐車場

㈱ A rgos 山中29・35・36・37・45

㈱富士建設 山中21・55・56・57、山中湖村公民館、給食センター、山中墓地、平野74（分岐から上）

㈲羽田造園土木 山中20・22・48、国道沿い縦道（18・25・41～43）

太田建設㈲ 山中27・46・47、平野74（分岐から下）

㈱吉羽木材 沖新畑地区全般

㈱富岳造園土木 山中28・33・45、山中小学校

㈲山昭

山中17・丸尾12

富士水熱設備工業㈱ 山中31、山中湖中学校

平野4・14・16、長池コミセン、長池親水公園

㈱大朝開発

㈲槌屋実業

　 平野7・10

平野67・77・78（平野67～75へ抜ける道）・75

文学の森・情報創造館　 他

㈲山吉工業 県道山北線～旭日丘側

㈲長田土木
国道413～長池側、平野23・26
東小学校、平野診療所、平野コミセン、平野保育所・フラワーパレス入口

㈲大富士興業 平野48・51、一之砂川河川管理道路、レイク山中平野台（村道部分）

平野

地区名

山中
長池

旭日丘

役場、山中30・32・34、籠坂公園墓地、クリーンセンター（ゲート奥）

T・Kカンパニー

山中湖村

教育委員会

山中

（ナガヤ縦横道・いさみ通り・観湖荘通りを含む）

・原則、積雪10cm以上で除雪を開始いたします。

・除雪作業時は道路へ車両等の駐停車をしないよう、ご協力をお願いいたします。

・家の出入り口については、各家庭で対応をお願いいたします。

　また、通行の妨げとなり大変危険ですので、

ご協力をお願いします。　道路に雪を出さないよう、
・通行の支障となるため、道路にはみ出ている庭木の枝等の剪定をお願いします。

円滑な除雪作業ができるようご協力をお願いします。

③

⑦
⑱

09広報やまなかこ 2020年1月号



　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの競技会場を中心に、統一的なデザインで
街を装飾して大会を盛り上げるシティドレッシングとして、五輪シンボルや東京 2020
オリンピック・パラリンピックのエンブレムなどを使用したのぼり旗や横型バナーを
役場周辺に設置いたしました。
　シティドレッシングは、開催自治体や大会パートナー企業が行うことができ、県内で
は本村が初めて取り組みました。今後は村内交差点や自転車ロードレースのコース沿道
を装飾していく予定です。

シティドレッシング

　東京 2020 オリンピック自転車競技ロードレース開催に伴い村民及び事業者の皆様にご理解とご
協力をいただくため 12 月 15 日（日）～ 17 日（火）の３日間、計６回地域説明会を開催いたしました。

東京２０２０オリンピック自転車競技ロードレース
地域説明会を開催しました

東京2020
オリンピック・パラリンピック

Le coin de français

～フランス語を学ぼう～

外国語を学ぶと、今よりも多くの人と触れ合うチャンスができます。
この機会に、ぜひフランス語を学んでみませんか。

かんたん
フレーズ講座

自己紹介
Leçon2

東京2020オリンピック競技大会自転車競技ロードレース概要　2019/11現在
7 月 25 日（土）11：00-18：15　ロードレース男子 244km　130 名
7 月 26 日（日）13：00-17：35　ロードレース女子 147km　67 名競技日程・時間等

武蔵野の森公園 → 富士スピードウェイ競技会場

※現在精査中であり、あくまでも目安となりますので変更となる場合がございます。
●現時点でのおおよその規制見込時間

区間
両国橋→ やまゆりセンター西
やまゆりセンター西 → 両国橋
やまゆりセンター西 → 平野
平野 → やまゆりセンター西

平野 ⇔明神前
明神前⇔旭日丘
旭日丘⇔篭坂
平野 ⇔ 三国

旭日丘 ⇔ 平野

男子ロード（7月25 日(土))
11:25 - 14:10
10:40 - 14:10
11:45 - 14:40
11:20 - 14:40
11:55 - 14:40
12:05 - 14:50
12:15 - 18:20
14:45 - 18:10
15:15 - 18:10

女子ロード（7月26 日(日))
13:40 - 16:25
12:55 - 16:25
14:00 - 16:55
13:30 - 16:55
14:25 - 17:15
14:40 - 17:20
14:45 - 17:25

任用期間

募集内容

令和２年４月１日（水）～令和３年３月３１日（水）
※職種によって、期間が短いものがあります。

※詳細は村ホームページをご覧ください。

令和２年度
会計年度任用職員を
募集します
　これまで村で雇用してきた臨時職員の制度が変わります。令和２年度
から新たに「会計年度任用職員」となります。このため、現在働いている方
も含めて、改めて次のとおり募集します。

職　種
事務補助
図書館司書
保育士
用務員
調理員
教員
清掃員
栄養士
社会福祉士

業務内容
正規職員が行う業務補助（課により業務が異なる）
小学校の図書館司書
保育業務、保育支援業務
小中学校の用務員
給食調理補助（給食センター、保育所）
各小中学校における教職業務、教員支援業務
クリーンセンターごみ処理業務（夏季のみ）
栄養管理業務他一般事務
社会福祉士業務

勤 務 日 週５日以内（原則月曜日から金曜日（職種によってシフト制あり））
勤務時間 職種により異なる。基本は１日７時間とするが、時期により時間の変更あり。
  時間外勤務を命じる場合あり
休　　暇 任用期間に応じて年次有給休暇あり
社会保険 任用期間や勤務時間等一定の条件を満たす場合、社会保険、雇用保険適用
給　　与 月額 131,000 円から、職種、勤務時間等により決定
諸 手 当 一定の条件を満たす場合通勤手当、期末手当等支給
選考方法 書類及び面接
応募方法 募集申込書に記入のうえ、1 月 17 日（金）までに、役場総務課に提出してください。

問い合わせ　　総務課　総務グループ　℡.62-1111

Comment vousappeles-vouz ?
【コモン　ヴ　ザプレ　ヴ】（お名前はなんといいますか？）

Je m’appelle ～
【ジュ　マペル～】

（～と申します。）
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Report Report

　１１月２１日（木）、山中湖村内において国民保護実動訓練が実施されました。
　この訓練は、緊急対処事態への対応能力の向上と各機関の連携強化を目的として、自転車
ロードレース記念イベント開催中の山中湖交流プラザきらら及び花の都公園において、テロ事
案が発生したことを想定して実施され、国・県その他関係機関（消防、警察、自衛隊及び災害派
遣医療チーム等）３９団体約５００名が参加し、本村からも消防団・地域住民・役場職員等が参加
しました。
　本日の訓練をきっかけとして更に事態対応能力の向上を図るとともに、各機関との連携を強
化しつつ、２０２０東京オリンピック自転車競技ロードレースの成功に導いて参ります。
　ご協力くださった皆さん、ありがとうございました。

　2019日本ウェイクボードシリーズプロチャンピオンリーグにおい
て山中湖中学校3年生の高村泰嘉君がトータルポイント日本チャン
プとなりました。
　高村泰嘉君は小学２年生からウェイクボー
ドを本格的に始め、小学３～５年生で全国アマ
チュア大会(U14)を3連覇しました。小学6年
生からは最年少でプロ昇格を果たし、中学2
年生で最年少のプロ大会優勝を果たしてい
ます。オリンピック競技の候補として注目さ
れているウェイクボードにおいて、世界を目
標に挑戦を続ける有望なアスリートです。

山梨県国民保護実動訓練
　12月1日（日）より、山中湖村「民生委員・児童委員」
が代わりました。
「民生委員・児童委員とは」
　民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委
嘱されています。社会奉仕の精神をもって、常に住民
の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行うことに
よって、社会福祉の増進に努めています。また、児童福
祉法に基づき、民生委員が児童委員を兼ねており、児
童福祉の増進にも努めています。
「主任児童委員とは」
　主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から厚生
労働大臣が指名します。担当地域を持たず、児童福祉
に関することを専門的に担当しています。児童福祉の
関係機関と協力して対応にあたるなど、担当地域を持
つ民生委員・児童委員と連携して、子育ての支援や子
どもたちの健やかな育ちを支えるために活動を行って
います。
　民生委員・児童委員、主任児童委員ともに任期は3
年です。
　民生委員・児童委員は、住民の皆様が安心して暮ら
せるよう、地域に暮らす身近な相談相手として、高齢
のため暮らしや健康に不安がある、自分や家族の医療
や介護、子育ての心配ごとや不安など、社会福祉に関
するさまざまな相談に応じています。
　相談内容に応じて、村の窓口や社会福祉協議会、児
童相談所などの関係機関をはじめ、必要な支援への
「パイプ役」として活動しています。
　民生委員は法律により
守秘義務が課されてお
り、活動上で知った個人
のプライバシーは厳守し
ます。守秘義務は民生委
員を退任された後も課さ
れますので、安心してお
気軽にご相談ください。

民生委員・児童委員が代わりました

高村泰嘉君
ウェイクボードプロツアーで
日本ランキング1位を達成

被災者の避難誘導にあたる消防団員
（きらら）

高村佐代子 委員 ( 山中 ) 坂本初男 委員 ( 山中 )

渡邉長一 委員 ( 山中 ) 小林九三子 委員 ( 山中 )

坂本輝幸 委員 ( 山中 ) 長田敏貴 委員 ( 平野 )

長田百合江 委員 ( 平野 )長田よし子 委員 ( 平野 ) 羽田正江 委員 ( 長池 )

成島千夏 委員 ( 旭日丘 )伊藤邦夫 委員 ( 旭日丘 )羽田洋一 委員 ( 長池 ) 坂本秀親 委員 ( 主任児童委員 )

検知をする警察機動隊員
（きらら）

医療避難所において被災者を受け入れる
村役場職員（山中湖村コミュニテイセンター）

自衛隊の警護下に避難する地域住民
（花の都公園周辺）

被災者救護にあたる災害派遣医療チーム
（きらら）

被災者の除染をする消防救急隊員
（きらら）

表彰式での泰嘉君 ( 左から２番目 )
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Report Report

　11月28日（木）、静岡県小山町ギャツ
ビイゴルフクラブにて、第2回常会別ゴ
ルフ大会が開催され、常会17チーム76
名の方に参加していただきました。
　また、参加者の方にはチャリティーにご協力いただき、集まった29,000円を日本赤十字社を通して「令和元年度
台風第19号災害義援金」へ寄付させていただきました。各部門の結果については以下のとおりです。参加された村
民の皆さん、運営にご協力いただいた、スポーツ協会・スポーツ委員の皆さんありがとうございました。

第2回常会別ゴルフ大会

　１１月１５日（金）山中小学校で、県の天然記念物で山中
湖に生息する「フジマリモの学習会」が開催されました。
　小学３・４年生４８名が出席し、講師の国立科学博物館の
辻彰洋先生と亀田良成先生が丁寧に説明してくれまし
た。
　この学習会は、マリモの保存活動などに努めるＮＰＯ法
人山中湖姫まりも湖援隊の主催で行われました。姫まり
も湖援隊は、このような活動が認められ、平成３０年度に
美しい県土づくり大賞奨励賞（景観活動賞）を受賞してい
ます。山中湖村の財産を将来の子どもたちに伝える大変
貴重な学習会となりました。

　１１月２４日（日）に、認知症地域公開講座を開催しました。参加者は８２名となり、多くの方が参加されまし
た。今回の講座は、東京大学医学部を卒業され、認知症ケア・在宅診療の第一人者である、川崎幸クリニック 
院長 杉山孝博 先生に講義をしていただきました。長年の経験から具体的な事例を挙げながら、楽しく認知
症状や症状に対しての対応方法など講義をしていただいたので、参加者の方からは、「認知症について理解
できた」「今後に実践できそうな内容だった」など、多くの方に満足していただけたと思います。
　講義の中で、先生がお話された認知症予防について『認知症にならないための１０カ条』を掲載しますの
で参考にしてみてください。

　杉山先生の講演後は、主に認知症に関する山中湖村の取り組みを紹介しました。
　山中湖村では、主に『認知症初期集中支援チーム』『見守りネットワーク』『認知症ガイドブッ
ク』『介護予防事業の教室紹介』『想いのマップ』について紹介しました。時間の限られた中での
説明でしたので、詳しい内容については地域包括支援センターへお問い合わせください。

　今回の講座は、認知症サポーター養成講座も兼ねていましたので、講義終了後は認知症サポーター
の証であるオレンジリングを配布しました。
　今回参加できなかった方についても、認知症サポーター養成講座の受講について相談してください。
　認知症や介護の相談窓口は、地域包括支援センターになりますので、お気軽にご相談ください。

フジマリモの学習会

を開催しました！認知症地域公開講座in山中湖村

問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援センター　℡.62-9976

順　位 組　名
優　勝
準優勝
第3位

山中5組
諏訪組
一の橋組

個人賞 氏　名
最優秀選手賞（ベストグロス）
優秀選手賞（新ぺリア優勝）

高村　権児
坂本　初男

OUT
41
47

IN
38
43

GROSS
79
90

第１条 　脳血管を大切にする
第２条 　食生活を整える
第３条 　運動に心がける
第４条 　飲酒・喫煙が過度にならないようにする
第５条 　活動・思考を単調にしないように努める
第６条 　生き生きとした生活を
第７条 　家族・隣人・社会との人間関係を普段から
 　円滑にしておく
第８条 　自らの健康管理に心掛ける
第９条 　病気や障害の予防や治療に努める
第10条 　寝たきりにならないよう心掛ける

認知症にならないための１０カ条

　12月11日（水）、役場にロータリ除雪車が納車されました。
今後、本車両は村内の除雪事業に使用され、皆さんのより良い
生活環境の確保に役立てられます。
　本車両は、国（防衛省）より民生安定施設整備事業とし
て補助金を受け、購入しました。

ロータリ除雪車が
納車されました
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認知症にならないための１０カ条

　12月11日（水）、役場にロータリ除雪車が納車されました。
今後、本車両は村内の除雪事業に使用され、皆さんのより良い
生活環境の確保に役立てられます。
　本車両は、国（防衛省）より民生安定施設整備事業とし
て補助金を受け、購入しました。

ロータリ除雪車が
納車されました
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問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972

山中湖村封筒（税務住民課専用）に掲載する
有料広告を募集します

　村では、自主財源の確保と地元産業の活性化を図るため、山中湖村有料広告掲載要綱に基づき山中湖村
の封筒に掲載する広告を募集します。
　掲載封筒 長形３号の裏面（４枠）
  税務用：当初納付書(固定資産税・住民税及び翌年の軽自動車税）発送用封筒
  ※広告掲載希望者が、募集枠数に満たない場合は広告掲載は行いません。
　掲載規格（広告の大きさ） 長形３号（１枠）縦４０mm×横１００mm
　印刷枚数 長形３号　２８，０００枚
　掲載場所 封筒裏面
　色  水色
　掲載料 １枠　２８，０００円
　掲載期間 当初納付書（固定資産税・住民税）の発送から
  翌年３月の各通知まで
　募集期間 １月８日（水）～１月２０日（月）
応募方法
・有料広告掲載申込書（様式1号）に広告の原稿案を添えて、役場税務住民課へ提出してください。 
・広告掲載申込書は、村のホームページからダウンロードできます。 
その他
・募集する広告は、公序良俗に反しないものなど、一定の制限を設けています。
・募集広告が、募集口数を超えた場合は、先着順で決定します。
・広告の掲載料は、一括前納をお願いします。（広告主が掲載を取り下げる場合、既納の広告掲載料は返還し

ません。詳しくは要綱と基準をお読みください。なお、10,001枚未満の封筒数については、基準第９条の規
定により1,000枚につき掲載料1,000円とします。）

・山中湖村有料広告掲載要綱・広告掲載基準等村のホームページに掲載してあります。

封筒裏面

広告掲載：No1

広告掲載：No2

広告掲載：No3

広告掲載：No4

　国民年金は、65歳になったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くな
ったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
　20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または国民年金に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付

していました。

◆将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を
もって運営するため、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◆老後のためだけのものではありません
　国民年金には、65歳になったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者が
死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取れます。

国民年金の
ご相談・手続き等については、
役場税務住民課（62-9973）
または年金事務所まで
お問い合わせください。

～新成人の皆さんへ～

２０歳になったら国民年金

年金ニュース

国民年金のポイント

　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制度です。対象となる学生は、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）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

学生納付特例制度

　学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金
保険料の納付が猶予される制度です。

納付猶予制度

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

年始ごみ処理業務 ごみ処理業務がスムーズに行われますよう、
皆さんのご協力をお願いいたします。

＜ごみの収集＞
 ・ ごみを出す際は、必ず村指定ごみ袋に入れ、午前８時３０分直前に近くの収集経路に出してください。
 ・ 火曜日は不燃物の収集ですので、可燃物の収集はいたしません。
 ・ ペットボトルの収集は、第一・第三木曜日です。
 ・ 湖畔駐車場や公園等にあるクリーンボックスは観光客専用です。一般家庭、事業所のごみは出さないでください。
 ・ １２月３1日（火）～１月３日（金）は、クリーンセンターの業務は休みとなります。収集経路や道路等にごみを出さないでください。
 ・ １月６日（月）からは通常業務になります。
＜ごみの持ち込み＞
 ・ 持ち込み時間は午前９時から１１時まで、午後１時から４時までです。
 ・ ごみを持ち込む際は、必ず可燃物、不燃物別々に持ち込みを行ってください。
 ・ 火曜日は不燃物の持ち込みはできません。
 ・ ペットボトルは可燃物同様、月曜日から金曜日まで持ち込みができます。
 ・ ごみを持ち込む際は、カーブが多く危険なので速度の出し過ぎに注意してください。
　また、荷台をネットやシートで覆いごみが飛散しないようにしてください。

12/30（月）
平常通り
可燃物収集
持ち込み

（可燃・不燃）

平常通り
可燃物収集
持ち込み

（可燃・不燃）

元日1/1（水）12/31（火）

休 休
1/2（木） 1/3（金） 1/5（日）1/4（土）

休 休 休
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問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972

山中湖村封筒（税務住民課専用）に掲載する
有料広告を募集します

　村では、自主財源の確保と地元産業の活性化を図るため、山中湖村有料広告掲載要綱に基づき山中湖村
の封筒に掲載する広告を募集します。
　掲載封筒 長形３号の裏面（４枠）
  税務用：当初納付書(固定資産税・住民税及び翌年の軽自動車税）発送用封筒
  ※広告掲載希望者が、募集枠数に満たない場合は広告掲載は行いません。
　掲載規格（広告の大きさ） 長形３号（１枠）縦４０mm×横１００mm
　印刷枚数 長形３号　２８，０００枚
　掲載場所 封筒裏面
　色  水色
　掲載料 １枠　２８，０００円
　掲載期間 当初納付書（固定資産税・住民税）の発送から
  翌年３月の各通知まで
　募集期間 １月８日（水）～１月２０日（月）
応募方法
・有料広告掲載申込書（様式1号）に広告の原稿案を添えて、役場税務住民課へ提出してください。 
・広告掲載申込書は、村のホームページからダウンロードできます。 
その他
・募集する広告は、公序良俗に反しないものなど、一定の制限を設けています。
・募集広告が、募集口数を超えた場合は、先着順で決定します。
・広告の掲載料は、一括前納をお願いします。（広告主が掲載を取り下げる場合、既納の広告掲載料は返還し

ません。詳しくは要綱と基準をお読みください。なお、10,001枚未満の封筒数については、基準第９条の規
定により1,000枚につき掲載料1,000円とします。）

・山中湖村有料広告掲載要綱・広告掲載基準等村のホームページに掲載してあります。

封筒裏面

広告掲載：No1

広告掲載：No2

広告掲載：No3

広告掲載：No4

　国民年金は、65歳になったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くな
ったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
　20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または国民年金に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付

していました。

◆将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を
もって運営するため、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◆老後のためだけのものではありません
　国民年金には、65歳になったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者が
死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取れます。

国民年金の
ご相談・手続き等については、
役場税務住民課（62-9973）
または年金事務所まで
お問い合わせください。

～新成人の皆さんへ～

２０歳になったら国民年金

年金ニュース

国民年金のポイント

　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制度です。対象となる学生は、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）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

学生納付特例制度

　学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金
保険料の納付が猶予される制度です。

納付猶予制度

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

年始ごみ処理業務 ごみ処理業務がスムーズに行われますよう、
皆さんのご協力をお願いいたします。

＜ごみの収集＞
 ・ ごみを出す際は、必ず村指定ごみ袋に入れ、午前８時３０分直前に近くの収集経路に出してください。
 ・ 火曜日は不燃物の収集ですので、可燃物の収集はいたしません。
 ・ ペットボトルの収集は、第一・第三木曜日です。
 ・ 湖畔駐車場や公園等にあるクリーンボックスは観光客専用です。一般家庭、事業所のごみは出さないでください。
 ・ １２月３1日（火）～１月３日（金）は、クリーンセンターの業務は休みとなります。収集経路や道路等にごみを出さないでください。
 ・ １月６日（月）からは通常業務になります。
＜ごみの持ち込み＞
 ・ 持ち込み時間は午前９時から１１時まで、午後１時から４時までです。
 ・ ごみを持ち込む際は、必ず可燃物、不燃物別々に持ち込みを行ってください。
 ・ 火曜日は不燃物の持ち込みはできません。
 ・ ペットボトルは可燃物同様、月曜日から金曜日まで持ち込みができます。
 ・ ごみを持ち込む際は、カーブが多く危険なので速度の出し過ぎに注意してください。
　また、荷台をネットやシートで覆いごみが飛散しないようにしてください。

12/30（月）
平常通り
可燃物収集
持ち込み

（可燃・不燃）

平常通り
可燃物収集
持ち込み

（可燃・不燃）

元日1/1（水）12/31（火）

休 休
1/2（木） 1/3（金） 1/5（日）1/4（土）

休 休 休
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　租税教育の一環として、全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁の共催により、本年度で
５３回目を迎えました中学生の「税についての作文」の募集事業において、応募された中か
ら厳正な審査の結果、山中湖中学校３年生の東海美桜さんが大月税務署長賞に選ばれま
した。また、大月税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞に３年生の高村栞奈さん、山中湖
村長賞に３年生の天野朝陽さん、山中湖村教育長賞に３年生の高村柊子さんがそれぞれ
選ばれました。
　この栄誉を称え、受賞者に対し表彰式が行われました。おめでとうございました。

　今年も給与支払報告書を提出していただく時期になりました。
　所得税法、地方税法により、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間に給与を支払われた事業所
（個人を含む）は、受給者の方々全員についての給与支払報告書を令和２年１月１日現在でお住まいの市町村へ
１月末までに提出することになっています。給与支払報告書を提出する際は、総括表を必ず添付してください。
　（令和元年度特別徴収義務者の対象となっている事業所には、すでに総括表を送付しています。）
　なお、特別徴収義務者の対象となっていない事業所や給与支払報告書、総括表のない事業所については、
税務住民課に請求してください。

※総括表を提出する際は、必ず総括表の右下にある「住民税の納入方法」欄のいずれかに「〇」を記入してください。
※特別徴収は便利な納税方法です。現在、特別徴収を行っていない事業所においては、この機会に特別徴収への移行を
ご検討ください。

【注意点】給与支払報告書及び総括表には、法人番号及び個人番号の記載が必要になっていますので、記載
誤りや記載もれのないようお願いします。

　　　　また、配偶者・扶養親族・事業専従者の方も個人番号の記載が必要ですので、同じく記載誤りや記
載もれのないようお願いします。

山中湖中学校の生徒が、
「税についての作文」で受賞しました

No.
197

作品名
「やさしい」税金

東海　美桜 さん

大月税務署長賞

作品名
身近な税金について

高村　栞奈 さん

大月税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞 山中湖村長賞

作品名
これからの
日本について考える

天野　朝陽 さん

山中湖村教育長賞

作品名
税金のゆくえ

高村　柊子 さん

給与支払報告書の提出は１月３１日（金）までです

個人住民税（村県民税）の特別徴収制度
　山梨県及び県内全ての市町村において、給与所得者の皆様の利便性の向上を図るとともに税の賦課徴収の公
平性を確保するため、個人住民税の特別徴収を完全実施しております。

　個人住民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が納税義務者である従業員（給与所得者）に毎月支払
う給与から個人住民税額を徴収（給与天引き）し、従業員に代わり居住している市町村に納入する制度です。
　これに対し、納税義務者の方が市町村から送付された納税通知書により、直接納める方法を「普通徴収」といいます。

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは…

　地方税法第３２１条の４及び山中湖村税条例第４４条の規定により、原則として法人・個人
を問わず、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。特別
徴収の実施について、皆様のご理解とご協力をお願いします。（地方税法第３２１条の４）

特別徴収義務について…

①金融機関等での納付の手間が省けます。　　②納め忘れがなくなります。
③1回に支払う納税負担が少なくなります。（普通徴収は年４回ですが、特別徴収は年１２回）
　例）：年税額が１２万円の場合、１回あたりの特別徴収であれば１万円×12回の納付（普通徴収の場合、３万円×4回）

従業員のメリットは…

①所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。村が税額計算を行い、事業主を通じ従業
員の方へ通知します。

税額通知について…

①従業員が常時１０名未満の場合、年１２回の納期を年２回にする「納期の特例」制度があります。詳しくは、税務住
民課へお問い合わせください。

納期の特例について…

特別徴収にした場合…
事業主の方…　市町村で個人住民税の税額計算を行い、税額は村から事業主を通じ、従業員の方へ通知されます。
　　　　　　　（所得税のように税額計算や年末調整等をする手間はかかりません。）
従業員の方…　年４回払いの普通徴収に比べ、特別徴収は年１２回払いなので１回あたりの負担が少なくなります。

18 広報やまなかこ 2020年1月号



　租税教育の一環として、全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁の共催により、本年度で
５３回目を迎えました中学生の「税についての作文」の募集事業において、応募された中か
ら厳正な審査の結果、山中湖中学校３年生の東海美桜さんが大月税務署長賞に選ばれま
した。また、大月税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞に３年生の高村栞奈さん、山中湖
村長賞に３年生の天野朝陽さん、山中湖村教育長賞に３年生の高村柊子さんがそれぞれ
選ばれました。
　この栄誉を称え、受賞者に対し表彰式が行われました。おめでとうございました。

　今年も給与支払報告書を提出していただく時期になりました。
　所得税法、地方税法により、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間に給与を支払われた事業所
（個人を含む）は、受給者の方々全員についての給与支払報告書を令和２年１月１日現在でお住まいの市町村へ
１月末までに提出することになっています。給与支払報告書を提出する際は、総括表を必ず添付してください。
　（令和元年度特別徴収義務者の対象となっている事業所には、すでに総括表を送付しています。）
　なお、特別徴収義務者の対象となっていない事業所や給与支払報告書、総括表のない事業所については、
税務住民課に請求してください。

※総括表を提出する際は、必ず総括表の右下にある「住民税の納入方法」欄のいずれかに「〇」を記入してください。
※特別徴収は便利な納税方法です。現在、特別徴収を行っていない事業所においては、この機会に特別徴収への移行を
ご検討ください。

【注意点】給与支払報告書及び総括表には、法人番号及び個人番号の記載が必要になっていますので、記載
誤りや記載もれのないようお願いします。

　　　　また、配偶者・扶養親族・事業専従者の方も個人番号の記載が必要ですので、同じく記載誤りや記
載もれのないようお願いします。

山中湖中学校の生徒が、
「税についての作文」で受賞しました

No.
197

作品名
「やさしい」税金

東海　美桜 さん

大月税務署長賞

作品名
身近な税金について

高村　栞奈 さん

大月税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞 山中湖村長賞

作品名
これからの
日本について考える

天野　朝陽 さん

山中湖村教育長賞

作品名
税金のゆくえ

高村　柊子 さん

給与支払報告書の提出は１月３１日（金）までです

個人住民税（村県民税）の特別徴収制度
　山梨県及び県内全ての市町村において、給与所得者の皆様の利便性の向上を図るとともに税の賦課徴収の公
平性を確保するため、個人住民税の特別徴収を完全実施しております。

　個人住民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が納税義務者である従業員（給与所得者）に毎月支払
う給与から個人住民税額を徴収（給与天引き）し、従業員に代わり居住している市町村に納入する制度です。
　これに対し、納税義務者の方が市町村から送付された納税通知書により、直接納める方法を「普通徴収」といいます。

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは…

　地方税法第３２１条の４及び山中湖村税条例第４４条の規定により、原則として法人・個人
を問わず、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。特別
徴収の実施について、皆様のご理解とご協力をお願いします。（地方税法第３２１条の４）

特別徴収義務について…

①金融機関等での納付の手間が省けます。　　②納め忘れがなくなります。
③1回に支払う納税負担が少なくなります。（普通徴収は年４回ですが、特別徴収は年１２回）
　例）：年税額が１２万円の場合、１回あたりの特別徴収であれば１万円×12回の納付（普通徴収の場合、３万円×4回）

従業員のメリットは…

①所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。村が税額計算を行い、事業主を通じ従業
員の方へ通知します。

税額通知について…

①従業員が常時１０名未満の場合、年１２回の納期を年２回にする「納期の特例」制度があります。詳しくは、税務住
民課へお問い合わせください。

納期の特例について…

特別徴収にした場合…
事業主の方…　市町村で個人住民税の税額計算を行い、税額は村から事業主を通じ、従業員の方へ通知されます。
　　　　　　　（所得税のように税額計算や年末調整等をする手間はかかりません。）
従業員の方…　年４回払いの普通徴収に比べ、特別徴収は年１２回払いなので１回あたりの負担が少なくなります。
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今月は、村県民税第４期・国民健康保険税第７期の納期限です。

納期限：口座振替日ともに です。1月31日（金）
問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972

申告書にはマイナンバーの記載が必要です!!
確定申告書等を税務署へ提出する際は、“毎回”マイナンバーの記載と、
本人確認書類（番号確認書類及び身元確認書類）の提示または写しの添付が必要です。

《本人確認書類の例》
①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ（【番号確認書類】と【身元確認書類】を兼ねています。）
②通知カードなど【番号確認書類】＋運転免許証や公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
　※１ 郵送にて申告書を提出する場合は、①の写し（表裏両面）または②の写しを添付してください。
　※２ ご自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

○上記期間以外は、税務署の申告書作成会場は
　開設していませんのでご了承ください。
○会場開設日及び申告書提出期限間際は、大変

な混雑が予想されますのでご了承ください。
○当署の駐車スペースには限りがございますの

で、極力お車での来署はご遠慮ください（駐車
の際、お待ちいただく場合があります）。

○税務署内には、コピー機及び公衆電話はあり
ませんのでご了承ください。

○会場が混雑している場合には、受付を早めに
締め切ることがありますので、なるべくお早め
にお越しください。

大月税務署からのお知らせ

開設期間

２月１７日（月）～３月１６日（月）
※土、日及び２月24日（月）を除きます。

会　場

大月税務署
３階

所　在　地

大月市御太刀２－８－１０
大月地方合同庁舎

時　間
【受付】午前８時30分～午後４時
　　　（提出は午後５時まで）
【相談】午前９時～午後５時

申告書作成会場の開設日程

【問い合わせ】　〒401‐8502　大月市御太刀２－８－１０　℡.0554（22）3151（代表）
　　　　　　　※お電話は、自動音声によりご案内しており、担当者がご用件にお答えします。

　償却資産をお持ちの方は、毎年１月１日現在における、償却資産の所有状況を１月末日までに村へ申告していた
だくことになっています。

　固定資産税の対象となる償却資産は、毎年１月１日現在で、所有する土地及び家屋以外の事業の用に供するこ
とができる資産で、その減価償却資産が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な
経費に算入するもの（法人税または所得税を課さないものが所有する者を含む。）で次のようなものが申告の対
象となります。

Ｑ１　これまで特別徴収ではないので、今後も普通徴収にしたい。
Ａ１　所得税を源泉徴収している事業主（給与支払者）は、従業員（給与所得者）の個人住民税を特別徴収しなけ

ればならないことが法令で定められています。事業主や従業員の方の意向により、特別徴収をする、しない
は選択できません。

Ｑ2　特別徴収にするにはどうしたらよいか？
Ａ2　事業主が毎年１月末日までに提出することになっている総括表及び給与支払報告書の特別徴収の欄に従

業員数を記入し、村へ提出して下さい。５月上旬に事業主へ「特別徴収に係る税額通知書」を送付します。
      また、年の途中に雇用した従業員などの特別徴収については、税務住民課へお問い合わせください。

Ｑ3　従業員は家族だけなので、特別徴収しなくてもよいのか？
Ａ3　家族のみであっても、特別徴収は行う義務があります。ただし、従業員が２名以下の場合は、特別徴収を行

わなくても構いません。

Ｑ4　従業員がアルバイトやパートの場合も特別徴収しなければいけないのか？
Ａ4　原則として、アルバイト・パート・役員等、全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、以下の

場合は特別徴収する必要はありません。
      給与の支払期間が、２ケ月に１回のみの支給により、特別徴収することが困難な場合

Ｑ5　どのような場合、特別徴収しなければいけないのか？
Ａ5　従業員（納税義務者）が前年中に支払いを受けていて、当年４月１日現在において、給与の支払いを受けて

いる場合は、事業主（給与支払者）は原則特別徴収しなければなりません。

Ｑ6　従業員の就退職が多いため、普通徴収にしてもらっていたが？
Ａ6　事業主（給与支払者）が特別徴収義務者になることは、法令（地方税法第３２１条の４）により定められていま

すので、事務処理が繁雑であるのを理由に普通徴収にすることはできません。

Ｑ7　従業員から、普通徴収で納税したいと言われているが？
Ａ7　所得税の源泉徴収義務者である事業主（給与支払者）は、特別徴収しなければなりませんので、従業員の申

出により、普通徴収にすることはできません。

特別徴収についてのＱ＆Ａ

償却資産をお持ちの方は申告が必要です。

【注意点】申告書には法人番号及び個人番号の記載が必要になっています。記載誤りや記載もれのないようお願いします。

①村内で事業をされている方で、毎年１月１日現在山中湖村に事業用の資産を所有している法人又は個人
②村内に貸付資産のある方で、毎年１月１日現在貸付を業として、償却資産を貸し付けている法人又は個人

※申告対象者は…

①自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び
二輪の小型自動車

②牛、馬、果樹、その他の生物（観賞用植物は除く。）
③無形固定資産（例：電話加入権・特許権・実用新案権）等

※償却資産の対象とならないものとは…

①耐用年数１年以上で取得価額または制作価額が１０万円以上（平成１０年３月３日以前に取得したものは、２０
万円以上）の資産（ただし、法人においては取得価額又は制作価額が１０万円未満であっても固定資産勘定
に計上されている資産は申告の対象となり、取得価額または制作価額が１０万円以上２０万円未満であって
一括償却の対象とされた資産は申告の対象にならない。）

②耐用年数が経過し、減価償却を終わって、残存価額のみが計上されている資産
③企業の都合により、減価償却を行っていない資産
④他の事業所に貸し付けてある資産（リース資産）
⑤遊休及び未稼働であっても事業用に供することができる資産、割賦購入資産等で代金を完済しないもので

も、現に事業用に供している資産等

※償却資産とは…
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今月は、村県民税第４期・国民健康保険税第７期の納期限です。

納期限：口座振替日ともに です。1月31日（金）
問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972

申告書にはマイナンバーの記載が必要です!!
確定申告書等を税務署へ提出する際は、“毎回”マイナンバーの記載と、
本人確認書類（番号確認書類及び身元確認書類）の提示または写しの添付が必要です。

《本人確認書類の例》
①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ（【番号確認書類】と【身元確認書類】を兼ねています。）
②通知カードなど【番号確認書類】＋運転免許証や公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
　※１ 郵送にて申告書を提出する場合は、①の写し（表裏両面）または②の写しを添付してください。
　※２ ご自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

○上記期間以外は、税務署の申告書作成会場は
　開設していませんのでご了承ください。
○会場開設日及び申告書提出期限間際は、大変

な混雑が予想されますのでご了承ください。
○当署の駐車スペースには限りがございますの

で、極力お車での来署はご遠慮ください（駐車
の際、お待ちいただく場合があります）。

○税務署内には、コピー機及び公衆電話はあり
ませんのでご了承ください。

○会場が混雑している場合には、受付を早めに
締め切ることがありますので、なるべくお早め
にお越しください。

大月税務署からのお知らせ

開設期間

２月１７日（月）～３月１６日（月）
※土、日及び２月24日（月）を除きます。

会　場

大月税務署
３階

所　在　地

大月市御太刀２－８－１０
大月地方合同庁舎

時　間
【受付】午前８時30分～午後４時
　　　（提出は午後５時まで）
【相談】午前９時～午後５時

申告書作成会場の開設日程

【問い合わせ】　〒401‐8502　大月市御太刀２－８－１０　℡.0554（22）3151（代表）
　　　　　　　※お電話は、自動音声によりご案内しており、担当者がご用件にお答えします。

　償却資産をお持ちの方は、毎年１月１日現在における、償却資産の所有状況を１月末日までに村へ申告していた
だくことになっています。

　固定資産税の対象となる償却資産は、毎年１月１日現在で、所有する土地及び家屋以外の事業の用に供するこ
とができる資産で、その減価償却資産が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な
経費に算入するもの（法人税または所得税を課さないものが所有する者を含む。）で次のようなものが申告の対
象となります。

Ｑ１　これまで特別徴収ではないので、今後も普通徴収にしたい。
Ａ１　所得税を源泉徴収している事業主（給与支払者）は、従業員（給与所得者）の個人住民税を特別徴収しなけ

ればならないことが法令で定められています。事業主や従業員の方の意向により、特別徴収をする、しない
は選択できません。

Ｑ2　特別徴収にするにはどうしたらよいか？
Ａ2　事業主が毎年１月末日までに提出することになっている総括表及び給与支払報告書の特別徴収の欄に従

業員数を記入し、村へ提出して下さい。５月上旬に事業主へ「特別徴収に係る税額通知書」を送付します。
      また、年の途中に雇用した従業員などの特別徴収については、税務住民課へお問い合わせください。

Ｑ3　従業員は家族だけなので、特別徴収しなくてもよいのか？
Ａ3　家族のみであっても、特別徴収は行う義務があります。ただし、従業員が２名以下の場合は、特別徴収を行

わなくても構いません。

Ｑ4　従業員がアルバイトやパートの場合も特別徴収しなければいけないのか？
Ａ4　原則として、アルバイト・パート・役員等、全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、以下の

場合は特別徴収する必要はありません。
      給与の支払期間が、２ケ月に１回のみの支給により、特別徴収することが困難な場合

Ｑ5　どのような場合、特別徴収しなければいけないのか？
Ａ5　従業員（納税義務者）が前年中に支払いを受けていて、当年４月１日現在において、給与の支払いを受けて

いる場合は、事業主（給与支払者）は原則特別徴収しなければなりません。

Ｑ6　従業員の就退職が多いため、普通徴収にしてもらっていたが？
Ａ6　事業主（給与支払者）が特別徴収義務者になることは、法令（地方税法第３２１条の４）により定められていま

すので、事務処理が繁雑であるのを理由に普通徴収にすることはできません。

Ｑ7　従業員から、普通徴収で納税したいと言われているが？
Ａ7　所得税の源泉徴収義務者である事業主（給与支払者）は、特別徴収しなければなりませんので、従業員の申

出により、普通徴収にすることはできません。

特別徴収についてのＱ＆Ａ

償却資産をお持ちの方は申告が必要です。

【注意点】申告書には法人番号及び個人番号の記載が必要になっています。記載誤りや記載もれのないようお願いします。

①村内で事業をされている方で、毎年１月１日現在山中湖村に事業用の資産を所有している法人又は個人
②村内に貸付資産のある方で、毎年１月１日現在貸付を業として、償却資産を貸し付けている法人又は個人

※申告対象者は…

①自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び
二輪の小型自動車

②牛、馬、果樹、その他の生物（観賞用植物は除く。）
③無形固定資産（例：電話加入権・特許権・実用新案権）等

※償却資産の対象とならないものとは…

①耐用年数１年以上で取得価額または制作価額が１０万円以上（平成１０年３月３日以前に取得したものは、２０
万円以上）の資産（ただし、法人においては取得価額又は制作価額が１０万円未満であっても固定資産勘定
に計上されている資産は申告の対象となり、取得価額または制作価額が１０万円以上２０万円未満であって
一括償却の対象とされた資産は申告の対象にならない。）

②耐用年数が経過し、減価償却を終わって、残存価額のみが計上されている資産
③企業の都合により、減価償却を行っていない資産
④他の事業所に貸し付けてある資産（リース資産）
⑤遊休及び未稼働であっても事業用に供することができる資産、割賦購入資産等で代金を完済しないもので

も、現に事業用に供している資産等

※償却資産とは…
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問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.62-9978

富士北麓地域合同企業就職セミナー参加企業募集

■日　　　時 ３月13日（金） 午前10時～12時 及び 午後２時～４時の２部構成を予定
 （受付は各開始時間の30分前から）
■会　　　場 ハイランドリゾートホテル＆スパ 「バンケットホール」
■参加対象者 地元富士北麓地域での就労に関心のある学生
 （令和３年春、大学・短大・専修学校を卒業予定の方）及び社会人
■内　　　容 参加対象者との個別面談方式による企業紹介
■参　加　費 無料
■申 込 方 法
　電話にて連絡をいただければ、参加申
込書類を郵送いたします。到着後に必要
事項を記入の上、返送または提出をお願
いします。また、参加希望企業多数となっ
た場合、令和３年春の新規採用予定者数
が多い企業から選定させていただきます
のであらかじめご了承ください。
■申 込 締 切 １月31日（金）

　地元富士北麓地域での就労に関心のある学生及び社会人を対象とした「合同企業就職セミナー」の
開催を、３月13日（金）に予定しております。
　これに伴い、当日のブースにて企業紹介や求人案内を行っていただける、村内に事業所、支店または
工場のある企業を募集いたします。

種　目   山中湖1周（13.6ｋｍ）、ハーフマラソン（21.0975ｋｍ）
参加お申し込み方法 インターネット・携帯サイトからお申し込みください。
募集人数  13,000人※先着受付順で定員になり次第締め切らせていただきます。
申し込み先  RUNNET ランネット　https://runnet.jp/　※会員登録が必要です。
参加費   5,000円（税込）　エントリー手数料：参加費の5.5％
参加資格  健康で完走可能な方。ただし、ハーフマラソンは大会当日16歳以上の方。
申し込み締め切り 2月29日（土）

スポニチ山中湖ロードレース事務局
℡.0555-62-9105（平日8：30～17：00※祝日を除く）
公式ホームページ　http://www.yamanakako-roadrace.com/

QRコード対応のスマートフォンを使うと
申込みサイトにアクセスできます。

第40回スポニチ山中湖ロードレース
5月31日（日）開催決定！
1月1日(水・祝)午前10時から大会申込受付を開始します。

1月開催の各教室実施日について

山中湖観光協会からのお知らせ

　新年あけましておめでとうございます
1月開催の教室はご覧の通りとなります。皆様のご参加をお待ちしております。

※ノルディックウォーキング教室、朝ヨーガ教室は12月末をもちまして終了いたしました。
※降雪などによる天候不順の際は、予告なく休講とさせていただく場合もございます。予めご了承ください。
※教室参加チケットの新規発券は、現在休止しております。お手持ちのチケットは有効期限内にお使いください。

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

中国式健康体操
ベーシックヨガ

放課後体育教室

吹き矢

キッズバレエ教室

らくらくエクササイズ

月

火

水

木

6・20・27

7・14・21

8・15・22・29

15・22・29

9・23

曜日 教室名
午前10時～12時
午後1時30分～2時45分
午後3時40分～4時40分
午後4時50分～5時50分
午前10時～12時
午後4時45分～5時45分
午後5時45分～7時00分
午後1時30分～2時30分

時間 日程（1月）
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問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.62-9978

富士北麓地域合同企業就職セミナー参加企業募集

■日　　　時 ３月13日（金） 午前10時～12時 及び 午後２時～４時の２部構成を予定
 （受付は各開始時間の30分前から）
■会　　　場 ハイランドリゾートホテル＆スパ 「バンケットホール」
■参加対象者 地元富士北麓地域での就労に関心のある学生
 （令和３年春、大学・短大・専修学校を卒業予定の方）及び社会人
■内　　　容 参加対象者との個別面談方式による企業紹介
■参　加　費 無料
■申 込 方 法
　電話にて連絡をいただければ、参加申
込書類を郵送いたします。到着後に必要
事項を記入の上、返送または提出をお願
いします。また、参加希望企業多数となっ
た場合、令和３年春の新規採用予定者数
が多い企業から選定させていただきます
のであらかじめご了承ください。
■申 込 締 切 １月31日（金）

　地元富士北麓地域での就労に関心のある学生及び社会人を対象とした「合同企業就職セミナー」の
開催を、３月13日（金）に予定しております。
　これに伴い、当日のブースにて企業紹介や求人案内を行っていただける、村内に事業所、支店または
工場のある企業を募集いたします。

種　目   山中湖1周（13.6ｋｍ）、ハーフマラソン（21.0975ｋｍ）
参加お申し込み方法 インターネット・携帯サイトからお申し込みください。
募集人数  13,000人※先着受付順で定員になり次第締め切らせていただきます。
申し込み先  RUNNET ランネット　https://runnet.jp/　※会員登録が必要です。
参加費   5,000円（税込）　エントリー手数料：参加費の5.5％
参加資格  健康で完走可能な方。ただし、ハーフマラソンは大会当日16歳以上の方。
申し込み締め切り 2月29日（土）

スポニチ山中湖ロードレース事務局
℡.0555-62-9105（平日8：30～17：00※祝日を除く）
公式ホームページ　http://www.yamanakako-roadrace.com/

QRコード対応のスマートフォンを使うと
申込みサイトにアクセスできます。

第40回スポニチ山中湖ロードレース
5月31日（日）開催決定！
1月1日(水・祝)午前10時から大会申込受付を開始します。

1月開催の各教室実施日について

山中湖観光協会からのお知らせ

　新年あけましておめでとうございます
1月開催の教室はご覧の通りとなります。皆様のご参加をお待ちしております。

※ノルディックウォーキング教室、朝ヨーガ教室は12月末をもちまして終了いたしました。
※降雪などによる天候不順の際は、予告なく休講とさせていただく場合もございます。予めご了承ください。
※教室参加チケットの新規発券は、現在休止しております。お手持ちのチケットは有効期限内にお使いください。

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

中国式健康体操
ベーシックヨガ

放課後体育教室

吹き矢

キッズバレエ教室

らくらくエクササイズ

月

火

水

木

6・20・27

7・14・21

8・15・22・29

15・22・29

9・23

曜日 教室名
午前10時～12時
午後1時30分～2時45分
午後3時40分～4時40分
午後4時50分～5時50分
午前10時～12時
午後4時45分～5時45分
午後5時45分～7時00分
午後1時30分～2時30分

時間 日程（1月）
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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

※共同募金のご協力もよろしくお願いします。
　集まった募金の７０％が地域福祉に役立っています。
　残りの3０％は災害等準備金として山梨県全体で蓄えています。

1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）

曜 日
火
金

日　程
7･14･21･28日
10･17･24･31日

　赤い羽根共同募金の配分金を一部利用して、各地区のお達者会が
盛大に行われました。
　地区ごと役員の方達が色々と工夫し、参加された方もとても喜ん
でいました。時間を忘れて食事やおしゃべり、カラオケ等で盛り上が
り、たくさんの笑顔を見ることが出来ました。

令和元年１１月１９日にエコキャップの回収を行いました。
次回の回収は、３月頃を予定しています。

各地区でお達者会開催！大盛況でした！

エコキャップ 回収報告
ご協力ありがとうございました。

あけましておめでとうございます。
本年も職員一同よろしくお願いいたします。

平野地区１０月３１日に開催 長池地区１０月３１日に開催 旭日丘地区１１月１１日に開催

山中地区１０月２９日に開催

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》
　・海野　澄男 様
　・坂本　誠 様
　・農園富士 様
　・山中湖観光振興公社 様
　・富士ゴルフ愛好会 様
　・山中婦人会 様 （一円募金）
　・リフォームグループすずらんの会 様
　・第21回山中湖ボランティアまつり実行委員会 様

お願い！

ご協力いただいた各団体、事業所

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

山中小学校、東小学校、山中湖中学校、
富士急リゾートアメニティ、ミツウロコ、
エクシブ山中湖、丸平商店、紅富士の湯、

山中湖村役場、他個人の皆様

　汚れがひどいものや、金属や他のゴミ類が混入したものは回収
できません。
 ペットボトルキャップをきれいに洗い、シールなどをはがしてから
回収してください。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

開催日 イベント名 開催場所 時間 内　　　容

15日（水）

10日（金） だんごばら作り
（伝承行事に参加しよう）

●山中湖村に昔から伝わる伝承行事のだんごばら作りを
地域の長寿会の方に教わりながらだんご作りをします。
地域のどんど焼きにも参加しましょう！(14日)

つどいの広場
〈10時～〉

6日（月） 令和２年　スタート ●新しい年のスタートです。
　令和２年度もたくさんの人に利用して頂きたいです。

29日（水）

31日（金）

身体測定

発達相談(村の保健師さん)

情報創造館 丸山さんの
絵本の読み聞かせ

●開館時間中ならいつでも測定ができます。

●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。

●村の保健師さんによるなんでもよろず相談です。子ど
もの気になったことを聞いてみる良い機会です！

●1月生まれのおともだちやパパ・ママのお誕生日を
お祝いします。ランチ参加者は１品持ち寄り日です。
　みんなでお祝いしましょう！

つどいの広場
〈11時30分～〉

1月生まれの利用者さんの
誕生日会です。

●月に一度の“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～〉

保育所から園庭開放に
ついてのお知らせ つどいの広場では、新しい年を迎え、たくさんの方に広場を

利用して頂けるようにしていきたいと思います。

「じゃんけんぽん」はみんなの笑顔作りの“応援団”です（開設日　毎週月・水・金　9:00～16:00）

　親子が安心して集える場

　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、平野保育所では月曜日
から金曜日の9:30～11:00 毎日行っています。
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。

(小さな子どもさんとお家の方が、周りに気兼ねなく憩え、安心して過ごせるところです)

　子どもの豊かな感性をはぐくむ場
(親子での様々な遊びなどの交流を通して、楽しさを実感しながら、イキイキ過ごせるところです)

　子育て情報の発信基地の場
(子育てに関する情報やニーズに応じてスタッフが対応してくれるところです)

　育児の楽しさを実感する場 
(子育て教室や相談を通して育児への負担や不安な気持ちを和らげ、楽しく子育てができる
ようにお手伝いするところです)

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽんつどいの広場

No.183

の予定

　広場に来て人の話を聞いたり、自分の話を聞いてもらったり
する事で、子育てでの新しい自分の発見につながると好評で
す。参加予約は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。年齢問わず興味が
ある方の参加をお待ちしています。講座や子育て教室の際は
託児も行っていますのでお申し込みの際にお知らせください。

絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

17日（金）
●毎回好評の子育て教室です。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15分～〉

子育て教室

●講師　石倉秀子さん
ベビー＆キッズビクス

22日（水） ●毎日のお子さんの世話でお疲れの自分への
　ご褒美至福の時間を味わってみませんか？

つどいの広場
〈10時～〉

つどいの広場
〈11時～〉

子育て教室

子育て教室

●講師　長田　梓さん
ネイルアート

手形・足形アート

要予約
（先着5組）

つどいの広場　℡.62‐2010
山中保育所　　℡.62‐0179
平野保育所　　℡.65‐8542

要予約

要予約
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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

※共同募金のご協力もよろしくお願いします。
　集まった募金の７０％が地域福祉に役立っています。
　残りの3０％は災害等準備金として山梨県全体で蓄えています。

1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）

曜 日
火
金

日　程
7･14･21･28日
10･17･24･31日

　赤い羽根共同募金の配分金を一部利用して、各地区のお達者会が
盛大に行われました。
　地区ごと役員の方達が色々と工夫し、参加された方もとても喜ん
でいました。時間を忘れて食事やおしゃべり、カラオケ等で盛り上が
り、たくさんの笑顔を見ることが出来ました。

令和元年１１月１９日にエコキャップの回収を行いました。
次回の回収は、３月頃を予定しています。

各地区でお達者会開催！大盛況でした！

エコキャップ 回収報告
ご協力ありがとうございました。

あけましておめでとうございます。
本年も職員一同よろしくお願いいたします。

平野地区１０月３１日に開催 長池地区１０月３１日に開催 旭日丘地区１１月１１日に開催

山中地区１０月２９日に開催

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》
　・海野　澄男 様
　・坂本　誠 様
　・農園富士 様
　・山中湖観光振興公社 様
　・富士ゴルフ愛好会 様
　・山中婦人会 様 （一円募金）
　・リフォームグループすずらんの会 様
　・第21回山中湖ボランティアまつり実行委員会 様

お願い！

ご協力いただいた各団体、事業所

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

山中小学校、東小学校、山中湖中学校、
富士急リゾートアメニティ、ミツウロコ、
エクシブ山中湖、丸平商店、紅富士の湯、

山中湖村役場、他個人の皆様

　汚れがひどいものや、金属や他のゴミ類が混入したものは回収
できません。
 ペットボトルキャップをきれいに洗い、シールなどをはがしてから
回収してください。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

開催日 イベント名 開催場所 時間 内　　　容

15日（水）

10日（金） だんごばら作り
（伝承行事に参加しよう）

●山中湖村に昔から伝わる伝承行事のだんごばら作りを
地域の長寿会の方に教わりながらだんご作りをします。
地域のどんど焼きにも参加しましょう！(14日)

つどいの広場
〈10時～〉

6日（月） 令和２年　スタート ●新しい年のスタートです。
　令和２年度もたくさんの人に利用して頂きたいです。

29日（水）

31日（金）

身体測定

発達相談(村の保健師さん)

情報創造館 丸山さんの
絵本の読み聞かせ

●開館時間中ならいつでも測定ができます。

●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。

●村の保健師さんによるなんでもよろず相談です。子ど
もの気になったことを聞いてみる良い機会です！

●1月生まれのおともだちやパパ・ママのお誕生日を
お祝いします。ランチ参加者は１品持ち寄り日です。
　みんなでお祝いしましょう！

つどいの広場
〈11時30分～〉

1月生まれの利用者さんの
誕生日会です。

●月に一度の“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～〉

保育所から園庭開放に
ついてのお知らせ つどいの広場では、新しい年を迎え、たくさんの方に広場を

利用して頂けるようにしていきたいと思います。

「じゃんけんぽん」はみんなの笑顔作りの“応援団”です（開設日　毎週月・水・金　9:00～16:00）

　親子が安心して集える場

　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、平野保育所では月曜日
から金曜日の9:30～11:00 毎日行っています。
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。

(小さな子どもさんとお家の方が、周りに気兼ねなく憩え、安心して過ごせるところです)

　子どもの豊かな感性をはぐくむ場
(親子での様々な遊びなどの交流を通して、楽しさを実感しながら、イキイキ過ごせるところです)

　子育て情報の発信基地の場
(子育てに関する情報やニーズに応じてスタッフが対応してくれるところです)

　育児の楽しさを実感する場 
(子育て教室や相談を通して育児への負担や不安な気持ちを和らげ、楽しく子育てができる
ようにお手伝いするところです)

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽんつどいの広場

No.183

の予定

　広場に来て人の話を聞いたり、自分の話を聞いてもらったり
する事で、子育てでの新しい自分の発見につながると好評で
す。参加予約は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。年齢問わず興味が
ある方の参加をお待ちしています。講座や子育て教室の際は
託児も行っていますのでお申し込みの際にお知らせください。

絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

17日（金）
●毎回好評の子育て教室です。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15分～〉

子育て教室

●講師　石倉秀子さん
ベビー＆キッズビクス

22日（水） ●毎日のお子さんの世話でお疲れの自分への
　ご褒美至福の時間を味わってみませんか？

つどいの広場
〈10時～〉

つどいの広場
〈11時～〉

子育て教室

子育て教室

●講師　長田　梓さん
ネイルアート

手形・足形アート

要予約
（先着5組）

つどいの広場　℡.62‐2010
山中保育所　　℡.62‐0179
平野保育所　　℡.65‐8542

要予約

要予約
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富士北麓からの富士山の写真を対象とした、第5回富士山モールフォトコンテストが行われました。
（撮影／東京都調布市　今井清光様）

今月の表紙の写真！

富士山科学研究所

イベント

募　集

山中湖村社会福祉協議会

世帯数

人　口

2,930 （＋5）

236 （＋2）

2,408 （－3）

男

2,884 （－4）女

5,814 （＋1）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年11月末日現在）

（  ）は前月比

第44回「富士北麓地域高齢者作品展」
作品募集
　2月19日（水）から21日（金）の3日間、鳴
沢村総合センターで第44回富士北麓地域
高齢者作品展が開催されます。出展希望の
方は1月24日（金）までに、山中湖村社会福
祉協議会に申し込んでください。
※規格外の作品は受付できませんので、詳
　細についてはお問い合わせください。

【出品資格】
　60歳以上（昭和35年4月1日以前に生ま
れた方）のアマチュアの方

【出品種目】
　作品展開催1年以内に制作した自作で、
未発表のもの。
①日本画の部 ②洋画の部
③彫刻の部 ④工芸の部
⑤書の部  ⑥写真の部
⑦文芸の部
問い合わせ
　山中湖村社会福祉協議会
　℡.62－2227

甲州モロコシを栽培しませんか 
　山中湖エコミュージアム事業団では、村の
伝統食材・在来野菜の普及・生産・活用を進
めています。
　甲州モロコシは、昭和20年～30年代まで
は地元で多く栽培され、未熟果を焼いて食べ
たり、完熟・乾燥させたものを保存食にしたり
していました。硬いので子供たちの教材とし
ても利用でき、装飾としても活用できます。
　地元で栽培してくださる方に、山中湖産
の種子をお分けします。
　お申し込みの10名様まで、200本ほど生
産できる種子を差し上げます。
※花粉が飛んで、スイートコーンが硬くなっ

てしまうため、お近くの畑でスイートコー
ンを栽培していない農地の方にお勧めし
ます。

申し込み・問い合わせ
　ゆいの広場ひらり
　℡.28-7577

求職者支援訓練受講生募集 
　求職者支援訓練は就職を目的とした厚生
労働大臣認定の公的職業訓練です。
　原則として雇用保険を受給できない求職
者などが対象です．
　公的職業訓練によるスキルアップを通し
て、早期就職を目指します。
　無料で受講でき、ハローワークによる就
職支援が受けられます。
※テキスト代、検定料等は自己負担です。
募集内容　「Webまで学べるパソコン実務科」
　　　　　定員20名
訓練期間　2月13日（木）～5月12日（火）
募集期間　1月20日（月）まで
訓練場所　栄光学院　富士吉田本校
　　　　　（富士吉田市下吉田5-22-22）
申し込み・問い合わせ
　ハローワーク富士吉田
　℡.0555-23-8609

ふゆのおはなしかい
日時　1月26日(日)
　　　午前10時30分～正午
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。（午前
10時～10時20分）
講師　富士山科学研究所
　　　環境教育・交流部　教育・情報担当
参加費　無料
その他　事前申し込み不要
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育･情報担当
　℡.0555-72-6203

富士山周辺の自然ガイド・
スキルアップセミナー
日時　1月11日（土）　午後1時30分～４時
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館1階ホール
対象　富士山周辺のガイド・

　　　インタープリター
　　　（所属・資格は問わない）、一般市民
内容　富士山周辺の自然ガイドや住民を主
な対象として、富士山の自然に関する基礎
的な知見や新たな研究成果を提供すること
を目的に、外部より専門家をお招きしてセミ
ナーを開催します。また、より広い視野から
富士山を理解するために富士山世界遺産セ
ンターとも連携して、文化的な側面について
も紹介します。
テーマ　冬の植物における
　　　　「凍る」と「凍らない」　
講師　種子田　春彦
　　　（東京大学 大学院 理学系研究科）
定員　120名（事前申込み不要）
参加費　無料
問い合わせ
　環境教育･交流部　広報・交流担当
　℡,0555-72-6206

市民企画講座　　　　　　　　　　　　
「親子ふれあいＥＮＧＬＩＳＨ体験」
日時　1月8日(水)
　　　午前10時～11時30分
講師　鈴木芳（かおり）さん
受講　無料
持ち物　特になし
無料託児　なし
対象　3歳から6歳の親子10組

「親子てづくりパン教室」
日時　1月11日(土)　①午前10時～正午
　　　　　　　　　  ②午後2時～4時
講師　渡辺かおるさん
材料費　１組1500円
持ち物　エプロン・三角巾・タオル
　　　　（お子様用上履き）
無料託児　なし
対象　①②とも5組10名

「ズンバ体験～筋活・骨活ZUNBAで健康～」
日時　1月24日(金)　午前10時～正午
講師　鈴木はるかさん
受講　無料
持ち物　汗拭きタオル・飲み物
無料託児　なし
対象　一般20名

申し込み・問い合わせ
　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

　　　℡.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　1月15日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成31年3・6・9月生まれ

１歳６か月・３歳児健診
日時　1月7日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成２８年７・８月、
　　　平成３０年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

「つどいば」のお知らせ
日時　1月14日（火）　
　　　午後1時30分～
対象　なじみの仲間を作ることが難しいと
　感じている方や、誰かと話をしたい・聞き
　たい・聞いてほしい方。
場所　山中湖村高齢者屋内スポーツ施設
　　　福（ペタンク場）
申し込み　不要
参加費　100円

不妊症・不育症の検査を助成します。
　山梨県では、不妊症検査や不育症検査に
かかる経済的負担を軽減することにより、不
妊症（不育症）検査の早期受診を促すため、
検査費用の一部を助成します。
助成額　検査費用の自己負担分を助成
　　　　（助成上限額は2万円）
注）食事療養費、差額ベッド代等、直接検査
     に関係のない費用は対象外です。
対象の検査　令和元年7月1日以降に実施
　　　　　　した不妊症検査及び不育症検査

申請窓口　お住まいの地域の保健所
　　　　　（山中湖村は、富士・東部保健福
　　　　　 祉事務所となります）
※その他申請期限などの詳細につきまして
　は、山梨県ホームページをご覧ください。

 不妊（不育）専門相談センター
「ルピナス」のご案内
　山梨県では、不妊症（不育症）に悩む夫婦
等を対象として、保健師、医師、心理カウン
セラーによる不妊症（不育症）に関する電話
相談や面接相談、情報提供を行っています。
　プライバシーには十分配慮していますの
で、安心してご相談ください。
相談方法
電話相談（保健師）
　毎週水曜日　午後3時～7時
面接相談（医師）
　第２水曜日　午後3時～7時
面接相談（心理カウンセラー）
　第４水曜日　午後3時～7時
※相談を希望される方は、専用電話で事前
　予約してください。
専用電話　℡.055－223－2210
メールアドレス
　kosodate@pref.yamanashi.lg.jp
面談場所　山梨県ＪＡ会館5階
　　　　　（甲府市飯田1丁目1－20）
問い合わせ
　山梨県子育て政策課
　℡.055－223－1425

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」を
無料化します
　厚生労働省では、12月3日(火)午前8:30 
から、児童相談所虐待専用ダイヤル「189」
について、利用者からの通話料を無料化し
ています。
　これまで児童相談所全国共通ダイヤル
は 、平 成 2 7 年 7 月 1 日から3 桁 の 番 号
「189」(いち・はや・く)に変更し、平成28年
4月1日から、利用者の利便性向上のため
に、音声ガイダンスの短縮などの改善を行っ
てきました。
　今回、「児童虐待防止対策の抜本的強化
について」(平成31年3月19日付け児童虐
待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に
基づき、「児童相談所全国共通ダイヤル」を

「児童相談所虐待対応ダイヤル」と名称を
変更し、通話料の無料化等を行い、利便性
の向上を図ります。
　厚生労働省では、通話料の無料化後の状
況を踏まえ、引き続き利用者の利便性向上
のために検討を続けていきます。

はたちの献血キャンペーン
　冬期は献血者が減少しがちです。今年、

成人式を迎えた「はたち」の若者を中心に、
皆様の献血へのご協力をお願いします。
　血液製剤の多くはがん治療に用いられま
すが、少子高齢化社会の日本では、血液製
剤を必要とする人が増加する一方で、献血
可能な若年層が減少します。献血できる多く
の方々に、長期的に協力して頂くことが必要
になっています。
　山梨県内では、甲府の献血ルームや献血
バスで献血ができます。身近な命を救うボラ
ンティアとして、足を運んでみませんか。

【献血バス】
　山梨県赤十字血液センターのホームペー
ジで献血バスの運行スケジュールを確認で
きます。
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/ya-
manashi/index.html

【献血ルーム】
場所　甲府市丸の内1-16-20　ココリ２階

無料法律相談のお知らせ
相談日　令和２年   １月１４日（火）
　　　　　　〃  　　３月１０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
　　　※予約状況によりますが、
　　　　当日の予約も可能です。
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（森林林業研修施設内）
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～
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。
●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　１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

厚生労働省

南都留中部商工会

山中湖エコミュージアム
推進事業団

ハローワーク富士吉田

富士・東部保健福祉事務所

恩賜林組合

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

山梨県子育て政策課

お知らせ

お知らせ・催し・募集

戸籍の窓　11月届出分
おめでとう（誕生）

   氏名    　　保護者
高村　祐成　　 佑  ）

おしあわせに（結婚）

   氏名     　　　地区名
羽田　　信吾
小佐野　純花  長池

ゆうせい

おくやみ（死亡）

   氏名    　　 （歳）　 届出人

滝口　ふ　ゑ　（105）　 德博

ぴゅあ富士
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富士北麓からの富士山の写真を対象とした、第5回富士山モールフォトコンテストが行われました。
（撮影／東京都調布市　今井清光様）

今月の表紙の写真！

富士山科学研究所

イベント

募　集

山中湖村社会福祉協議会

世帯数

人　口

2,930 （＋5）

236 （＋2）

2,408 （－3）

男

2,884 （－4）女

5,814 （＋1）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年11月末日現在）

（  ）は前月比

第44回「富士北麓地域高齢者作品展」
作品募集
　2月19日（水）から21日（金）の3日間、鳴
沢村総合センターで第44回富士北麓地域
高齢者作品展が開催されます。出展希望の
方は1月24日（金）までに、山中湖村社会福
祉協議会に申し込んでください。
※規格外の作品は受付できませんので、詳
　細についてはお問い合わせください。

【出品資格】
　60歳以上（昭和35年4月1日以前に生ま
れた方）のアマチュアの方

【出品種目】
　作品展開催1年以内に制作した自作で、
未発表のもの。
①日本画の部 ②洋画の部
③彫刻の部 ④工芸の部
⑤書の部  ⑥写真の部
⑦文芸の部
問い合わせ
　山中湖村社会福祉協議会
　℡.62－2227

甲州モロコシを栽培しませんか 
　山中湖エコミュージアム事業団では、村の
伝統食材・在来野菜の普及・生産・活用を進
めています。
　甲州モロコシは、昭和20年～30年代まで
は地元で多く栽培され、未熟果を焼いて食べ
たり、完熟・乾燥させたものを保存食にしたり
していました。硬いので子供たちの教材とし
ても利用でき、装飾としても活用できます。
　地元で栽培してくださる方に、山中湖産
の種子をお分けします。
　お申し込みの10名様まで、200本ほど生
産できる種子を差し上げます。
※花粉が飛んで、スイートコーンが硬くなっ

てしまうため、お近くの畑でスイートコー
ンを栽培していない農地の方にお勧めし
ます。

申し込み・問い合わせ
　ゆいの広場ひらり
　℡.28-7577

求職者支援訓練受講生募集 
　求職者支援訓練は就職を目的とした厚生
労働大臣認定の公的職業訓練です。
　原則として雇用保険を受給できない求職
者などが対象です．
　公的職業訓練によるスキルアップを通し
て、早期就職を目指します。
　無料で受講でき、ハローワークによる就
職支援が受けられます。
※テキスト代、検定料等は自己負担です。
募集内容　「Webまで学べるパソコン実務科」
　　　　　定員20名
訓練期間　2月13日（木）～5月12日（火）
募集期間　1月20日（月）まで
訓練場所　栄光学院　富士吉田本校
　　　　　（富士吉田市下吉田5-22-22）
申し込み・問い合わせ
　ハローワーク富士吉田
　℡.0555-23-8609

ふゆのおはなしかい
日時　1月26日(日)
　　　午前10時30分～正午
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。（午前
10時～10時20分）
講師　富士山科学研究所
　　　環境教育・交流部　教育・情報担当
参加費　無料
その他　事前申し込み不要
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育･情報担当
　℡.0555-72-6203

富士山周辺の自然ガイド・
スキルアップセミナー
日時　1月11日（土）　午後1時30分～４時
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館1階ホール
対象　富士山周辺のガイド・

　　　インタープリター
　　　（所属・資格は問わない）、一般市民
内容　富士山周辺の自然ガイドや住民を主
な対象として、富士山の自然に関する基礎
的な知見や新たな研究成果を提供すること
を目的に、外部より専門家をお招きしてセミ
ナーを開催します。また、より広い視野から
富士山を理解するために富士山世界遺産セ
ンターとも連携して、文化的な側面について
も紹介します。
テーマ　冬の植物における
　　　　「凍る」と「凍らない」　
講師　種子田　春彦
　　　（東京大学 大学院 理学系研究科）
定員　120名（事前申込み不要）
参加費　無料
問い合わせ
　環境教育･交流部　広報・交流担当
　℡,0555-72-6206

市民企画講座　　　　　　　　　　　　
「親子ふれあいＥＮＧＬＩＳＨ体験」
日時　1月8日(水)
　　　午前10時～11時30分
講師　鈴木芳（かおり）さん
受講　無料
持ち物　特になし
無料託児　なし
対象　3歳から6歳の親子10組

「親子てづくりパン教室」
日時　1月11日(土)　①午前10時～正午
　　　　　　　　　  ②午後2時～4時
講師　渡辺かおるさん
材料費　１組1500円
持ち物　エプロン・三角巾・タオル
　　　　（お子様用上履き）
無料託児　なし
対象　①②とも5組10名

「ズンバ体験～筋活・骨活ZUNBAで健康～」
日時　1月24日(金)　午前10時～正午
講師　鈴木はるかさん
受講　無料
持ち物　汗拭きタオル・飲み物
無料託児　なし
対象　一般20名

申し込み・問い合わせ
　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

　　　℡.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　1月15日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成31年3・6・9月生まれ

１歳６か月・３歳児健診
日時　1月7日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成２８年７・８月、
　　　平成３０年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

「つどいば」のお知らせ
日時　1月14日（火）　
　　　午後1時30分～
対象　なじみの仲間を作ることが難しいと
　感じている方や、誰かと話をしたい・聞き
　たい・聞いてほしい方。
場所　山中湖村高齢者屋内スポーツ施設
　　　福（ペタンク場）
申し込み　不要
参加費　100円

不妊症・不育症の検査を助成します。
　山梨県では、不妊症検査や不育症検査に
かかる経済的負担を軽減することにより、不
妊症（不育症）検査の早期受診を促すため、
検査費用の一部を助成します。
助成額　検査費用の自己負担分を助成
　　　　（助成上限額は2万円）
注）食事療養費、差額ベッド代等、直接検査
     に関係のない費用は対象外です。
対象の検査　令和元年7月1日以降に実施
　　　　　　した不妊症検査及び不育症検査

申請窓口　お住まいの地域の保健所
　　　　　（山中湖村は、富士・東部保健福
　　　　　 祉事務所となります）
※その他申請期限などの詳細につきまして
　は、山梨県ホームページをご覧ください。

 不妊（不育）専門相談センター
「ルピナス」のご案内
　山梨県では、不妊症（不育症）に悩む夫婦
等を対象として、保健師、医師、心理カウン
セラーによる不妊症（不育症）に関する電話
相談や面接相談、情報提供を行っています。
　プライバシーには十分配慮していますの
で、安心してご相談ください。
相談方法
電話相談（保健師）
　毎週水曜日　午後3時～7時
面接相談（医師）
　第２水曜日　午後3時～7時
面接相談（心理カウンセラー）
　第４水曜日　午後3時～7時
※相談を希望される方は、専用電話で事前
　予約してください。
専用電話　℡.055－223－2210
メールアドレス
　kosodate@pref.yamanashi.lg.jp
面談場所　山梨県ＪＡ会館5階
　　　　　（甲府市飯田1丁目1－20）
問い合わせ
　山梨県子育て政策課
　℡.055－223－1425

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」を
無料化します
　厚生労働省では、12月3日(火)午前8:30 
から、児童相談所虐待専用ダイヤル「189」
について、利用者からの通話料を無料化し
ています。
　これまで児童相談所全国共通ダイヤル
は 、平 成 2 7 年 7 月 1 日から3 桁 の 番 号
「189」(いち・はや・く)に変更し、平成28年
4月1日から、利用者の利便性向上のため
に、音声ガイダンスの短縮などの改善を行っ
てきました。
　今回、「児童虐待防止対策の抜本的強化
について」(平成31年3月19日付け児童虐
待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に
基づき、「児童相談所全国共通ダイヤル」を

「児童相談所虐待対応ダイヤル」と名称を
変更し、通話料の無料化等を行い、利便性
の向上を図ります。
　厚生労働省では、通話料の無料化後の状
況を踏まえ、引き続き利用者の利便性向上
のために検討を続けていきます。

はたちの献血キャンペーン
　冬期は献血者が減少しがちです。今年、

成人式を迎えた「はたち」の若者を中心に、
皆様の献血へのご協力をお願いします。
　血液製剤の多くはがん治療に用いられま
すが、少子高齢化社会の日本では、血液製
剤を必要とする人が増加する一方で、献血
可能な若年層が減少します。献血できる多く
の方々に、長期的に協力して頂くことが必要
になっています。
　山梨県内では、甲府の献血ルームや献血
バスで献血ができます。身近な命を救うボラ
ンティアとして、足を運んでみませんか。

【献血バス】
　山梨県赤十字血液センターのホームペー
ジで献血バスの運行スケジュールを確認で
きます。
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/ya-
manashi/index.html

【献血ルーム】
場所　甲府市丸の内1-16-20　ココリ２階

無料法律相談のお知らせ
相談日　令和２年   １月１４日（火）
　　　　　　〃  　　３月１０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
　　　※予約状況によりますが、
　　　　当日の予約も可能です。
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（森林林業研修施設内）
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～
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。
●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　１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

厚生労働省

南都留中部商工会

山中湖エコミュージアム
推進事業団

ハローワーク富士吉田

富士・東部保健福祉事務所

恩賜林組合

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

山梨県子育て政策課

お知らせ

お知らせ・催し・募集

戸籍の窓　11月届出分
おめでとう（誕生）

   氏名    　　保護者
高村　祐成　　 佑  ）

おしあわせに（結婚）

   氏名     　　　地区名
羽田　　信吾
小佐野　純花  長池

ゆうせい

おくやみ（死亡）

   氏名    　　 （歳）　 届出人

滝口　ふ　ゑ　（105）　 德博

ぴゅあ富士
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

1月の行事予定
2020 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～19:00）詳しくはP25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

第5回 富士山モールコンテスト 応募写真

29 30 31 1     2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

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 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

山中湖ロードレース
申し込み開始

（P23）

イルミネーション
ファンタジウム
最終日

役場仕事始め 1歳6ヶ月・
3歳児健診

（P28）

東小学校・
山中湖中学校
始業式

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

村出初式（P3）
村成人式（P3）

山中小学校
始業式

乳児健康相談
（P28）

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

持可

元日

成人の日

不 持

PET

持可

不 持

不 持

持可 持可持可不 持

《留意事項》一般住民からの照会の場合は、富士五湖消防本部へ問い合わせるようご指導ください。　●富士五湖消防本部案内番号　℡.０５５５－２３－４４４４　開業医の休日急患診療は軽症患者のみを扱う。救急車の搬送受入れは原則として行なわない。

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

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　奇数日が外科、偶数日が内科
山梨赤十字病院　　奇数日が内科、偶数日が外科

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

令和２年１月から３月まで

診療時間

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

休日　8:30～17:00　診療時間1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
佐藤医院
ふじさん腎臓内科クリニック
富士彩クリニック
富士の森クリニック
フジ河口湖クリニック
ふじよしだ勝和クリニック
富士吉田泌尿器科クリニック

木

日

日
月・祝
日
日

内科
内科
形成外科
内科
内科
内科
泌尿器科

2

5

12
13
19
26

amanakakoamanakako広報やまなかこ
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村成人式・出初式 ……………………………… 03
村議会12月定例会　村長所信・提出案件 …… 04-05

トピックス 1月
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1月

2020.January

No.447　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。




